7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

開催時期

北海道

豊平峡ダム

平成29年7月26日

主催：豊平川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：豊平川ダム統合管理事務所
理課
TEL：011-583-8110

北海道

定山渓ダム

平成29年7月29日

主催：定山渓ダムライトアップ実行委員会
問い合わせ先：定山渓ダム管理支所
TEL：011-598-4095

北海道

金山ダム

主催：かなやま湖太陽と森と湖の祭典実行委員
会
【第４６回かなやま湖 湖水祭り】
平成２９年７月29・30
NPO法人 南富良野まちづくり観光協会
問い合わせ先：NPO法人南富良野まちづくり観 ダム見学、ステージショー、花火大会、ご当地グルメグ
日
http://www.minamifurano.jp/
光協会
ランプリ
TEL:0167-39-7000

北海道

留萌ダム

主催：留萌エコ村
(予定)平成29年7月下旬 問い合わせ先：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

北海道

留萌ダム

北海道

留萌ダム

（予定）平成29年７月上 主催：留萌ダム
旬・下旬
問い合わせ先：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

植樹会・苗観察会（ダム下流堤体広場への植樹、ポット
苗作り）
地元の緑丘小学校の児童等と共に実施

－

北海道

留萌ダム

（予定）平成29年９月上 主催：留萌ダム
旬・下旬
問い合わせ先：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

タネの採取会（ダム周辺に在来する樹木の種の採取）
地元の緑丘小学校の児童等と共に実施

－

北海道

忠別ダム

平成29年8月20日

主催：大雪旭岳SEATOSUMMIT実行委員会
問い合わせ先：ひがしかわ観光協会
TEL：0166-82-3761

【大雪旭岳SEATOSUMMIT】
カヤック、バイク、登山

－

北海道

二風谷ダム

平成29年７月２２日
（予定）

主催：室蘭開発建設部 二風谷ダム管理所
問い合わせ先：二風谷ダム管理所
TEL：01457-2-4262

【「森と湖に親しむ旬間」二風谷ダムフェスタ】
二風谷ダム見学、流木工作ほか

室蘭開発建設部
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

北海道

夕張シューパロダム

流木の無料配布（予定）

夕張川ダム総合管理事務所
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/08isik
en/02genba/33yubari/index.html

北海道

美利河ダム

平成29年7月23日

北海道

様似ダム

平成29年7月8日
～9日

主催：様似町子ども会育成連絡協議会
【親しもう僕とわたしの様似ダム「ふれあい少年少女
問い合わせ先：様似町教育委員会生涯学習課社
キャンプ大会」】
会教育係
ダム説明、魚釣り、木工教室、川遊び、ゲーム大会
TEL 0146-36-2521

－

北海道

浦河ダム

平成29年7月9日

主催：浦河町子ども会育成団体連絡協議会
問い合わせ先：浦河町教育委員会社会教育課
TEL 0146-22-5000

【アドベンチャーinうらら湖】
ダム説明、釣り大会、木工教室、ヤマベ稚魚放流

－

主催：おびらしべ湖森と湖に親しむつどい実行
委員会
問い合わせ先：留萌振興局留萌建設管理部、事
業室地域調整課
TEL 0164-42-8352

【おびらしべ湖「森と湖に親しむつどい」】
ダム堤体監査廊見学会、小平太鼓演奏、地域貢献コー
ナ、物産品販売、ビンゴ大会、ゲーム大会、もちまき大
会、飲み物食べ物コーナー、食品販売

－

平成29年7月8日

イベント内容

管 【豊平峡ダム見学デー】
ダム見学（観光放流を目前で体験等）

小平ダム

平成29年7月22日

北海道

新中野ダム

平成29年7月27日

青森県

浅瀬石川ダム

平成29年７月３０日

豊平川ダム統合管理事務所
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_da
mu/kluhh40000009mei.html

【一夜限りのダムライトライトアップ&レスキュー実演
in定山渓ダム】
定山渓ダム管理支所
夜のダム及び発電所の施設見学、レスキュー実演、照明 http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_da
車による夜間照明車操作体験、星空ガイドによる星空観 mu/kluhh40000009mei.html
測

【留萌エコ村 夏の陣】
ダム見学、湖面Eボート体験

主催：留萌ダム
問い合わせ先：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

留萌ダム見学会

平成29年7月下旬の1日
実施機関：夕張川ダム総合管理事務所
間

北海道

ＨＰアドレス

主催：ピリカまつり実行委員会事務局
問い合わせ先：今金町役場まちひと交流課
TEL：0137-82-0111

【ピリカまつり】
ダム見学会、ダム湖カヌー体験、マラソン大会、木工体
験、旧石器文化体験等

－

http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/rumoi_kaiha
tu/f6h4sv00000004n8.html

－

北海道 函館建設管理部 事業部 新中
主催：北海道函館建設管理部（後援：函館市、
【第３１回「水と緑の祭典」】
野ダム
(社)北海道土木協会、函館市企業局）
ダム・森林見学、花植え、記念工作、パネル展示、サク http://www.pref.hokkaido.jp/kensetu/kn問い合わせ先：函館市土木部公園河川整備課
ラマス稚魚放流
hakdg/contents/chisui/sn-yaTEL 0138-21-3436
homepage-s/sn-top.htm
【浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあいデー」（仮称）】
主催：浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあいデー」実
【予定】ダム見学会、、パネル展、ダム○×クイズ、流
行委員会
岩木川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所 調 木工作、いわなのつかみ取り等
http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/
査課
TEL：0172-85-3035

青森県

浅瀬石川ダム

平成2９年
7月22日～3０日
（予定）

青森県

浅瀬石川ダム

平成29年
8月19日

青森県

津軽ダム

青森県

津軽ダム

主催：浅瀬石川ダム
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理支所
TEL：０１７２－５４－８７８２

管理係

主催：虹の湖ロックフェスティバル事務局
問い合わせ先：サウンドスタジオPLUS
TEL：090-10652469

主催：岩木川ダム統合管理事務所
平成29年７月２３日（予 問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所
定）
査課
TEL=0172-85-3035

平成29年７月８日

主催：東奥日報社
問い合わせ先：AQUA SOCIAL FES!!
TEL：0120-033-213

【浅瀬石川ダムライトアップ201７夏（仮称）】
ダム湖ふれあいデー、中野神社宵宮開催日程に合わせて 浅瀬石川ダム管理支所
ダム堤体ライトアップを実施。
http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/
実施時間：19時～21時30分（予定）

サウンドスタジオPLUS
【虹の湖ROCK FESTIVAL（虹の湖公園）】
http://www.nijirockfes.jp/
ダム湖岸の道の駅「虹の湖公園」野外ステージでのロッ Facebook
クフェスティバル
https://www.facebook.com/nijiro
ckfes/?fref=ts
【津軽ダム「ダム湖ふれあいデー」（仮称）】
【予定】ダム見学会、、パネル展、ダム○×クイズ、流
調 木工作、いわなのつかみ取り等
岩木川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/

【ＡＱＵＡ ＳＯＣＩＡＬ FES!! 2017】
カヌー・ボート体験、津軽ダム内部の特別見学

東奥日報アクアフェス２０１７
http://www.toonippo.co.jp/aqua/

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

開催時期

青森県

津軽ダム

平成2９年
7月22日～3０日
（予定）

秋田県

玉川ダム

平成29年7月26日

主催：玉川ダム交流会実行委員会
問い合わせ：仙北市役所田沢湖庁舎
TEL0187-43-1112
問い合わせ：玉川ダム管理所
TEL:0187-49-2170

仙北市役所田沢湖庁舎
www.city.semboku.akita.jp/
【玉川ダム交流会】
玉川ダム管理所
玉川ダム施設見学、交流フリータイム、○×ダムクイズ
http://www.thr.mlit.go.jp/tamaga
wa/

秋田県

森吉山ダム

平成29年7月30日

主催：能代河川国道事務所（森吉山ダム管理支
所）
問い合わせ先：森吉山ダム管理支所
TEL：０１８６－６０－７２３１

【森吉山ダム１日ダム探検】
（森と湖に親しむ旬間イベント）
・ダム見学
・湖面巡視 等

岩手県

四十四田ダム

平成29年7月23日

主催：盛岡・北上川ゴムボート川下り大会実行
委員会
ゴムボートに２人ペアで乗船し、ダム地点をスタートと 昨年度の実行委員会公式サイト
問い合わせ先：運営事務局
し北上川を１１ｋｍ下る。（タイムレースは約8㎞）
http://kawakudari-morioka.jp/
電話019-613-2542

岩手県

御所ダム

平成29年7月30日

つなぎ温泉観光協会 御所湖まつり実行委員会
【第３６回盛岡つなぎ温泉御所湖まつり】
問い合わせ先：
花火大会、つなぎ伝統さんさ他
TEL：019-689-2109

盛岡観光情報
http://www.odette.or.jp/?p=138
0

岩手県

御所ダム

平成29年7月30日

岩手県教育委員会、公益財団法人 岩手県スポー
第29回湖上フェスティバル
ツ振興事業団 振興課
ボート・カヌー体験、船上見学など
TEL:019-641-1129

（公財）岩手県スポーツ振興事業団
http://www.echna.ne.jp/~kenei4/j
igyou.html

平成29年7月22日

主催：北上川ダム統合管理事務所 田瀬ダム管
理支所、岩手南部森林管理署 遠野支署、電源
開発(株) 東和電力所
問い合わせ先：田瀬ダム管理支所
TEL：0198-44-5211

主催：岩木川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所
理課
TEL：0172-85-3035

イベント内容

ＨＰアドレス

【津軽ダムライトアップ201７夏（仮称）】
管 ダム湖ふれあいデーに合わせてダム堤体ライトアップを 岩木川ダム統合管理事務所
実施。
http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/
実施時間：19時～21時30分（予定）

能代河川国道事務所 森吉山ダム管理
支所
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/
kasen/moriyoshi/index.html

【田瀬ダム・森林探検隊】
北上川ダム統合管理事務所
田瀬ダム堤体内の見学(ダム探検)のほか、下流の東和電
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato
力所の見学(発電所探検)、管理支所脇の遊歩道見学(森林
/index.html
探検)を実施

岩手県

田瀬ダム

岩手県

田瀬ダム

岩手県

田瀬ダム

平成29年7月23日

【柏木平リバーサイドまつり・全国やぶさめ競技第11回
主催：柏木平リバーサイドまつり実行委員会
遠野大会・遠野わらすっこまつり】
遠野市観光協会
問い合わせ先：遠野市 宮守総合支所 地域振
田瀬湖上流の柏木平地区にて、“魚つかみとり”や“や http://www.tonojikan.jp/event/0
興課
ぶさめ”、”子どもが楽しめるアトラクション”等を開 723-3/
TEL：0198-67-2111
催

岩手県

湯田ダム

平成29年7月下旬

主催：湯田ダム水源地見学会実行委員会
問い合わせ先：湯田ダム管理支所
TEL：0197-７４-２０１１

主催：田瀬湖湖水まつり実行委員会
平成29年7月22日～23
問い合わせ先：花巻市 東和総合支所
日
TEL：0198-42-2111

【田瀬湖湖水まつり】
花巻観光協会
田瀬湖の各地で花火大会やヨット・カヌー・Ｅボート体 http://www.kanko験、親子釣り大会等を開催
hanamaki.ne.jp/

ダム施設見学、発電所施設見学、親水体験など

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato
/index.html

【錦秋湖大滝 サマー LIGHT フェスティバル in にしわ
が(仮)】
共催：西和賀町、西和賀町観光協会等関係機関 錦秋湖大滝ライトアップ、迫力ある滝の中の歩行体験、 北上川ダム統合管理事務所
平成29年8月11日、8月
問い合わせ先：湯田ダム管理支所
新ダムカード配布、船による湖上体験、魚釣り体験、天 http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato
12日
TEL：0197-７４-２０１１
然クワガタ抽選配布、ダムふるさと写真展、ﾐｽﾞﾍﾞﾘﾝｸﾞ町 /index.html
特産地ビール（生）提供、西和賀町特産品コーナーなど
（予定）

岩手県

湯田ダム

岩手県

胆沢ダム

平成29年8月5日～6日

岩手県

胆沢ダム

平成29年8月5日～6日

岩手県

綱取ダム

平成29年7月26日

岩手県

滝ダム

平成29年7月29日
平成29年8月6日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
会久慈地区分科会
問い合わせ先：県北広域振興局土木部滝ダム管
理事務所
TEL：0194-59-3838

【久慈・長内川の「滝ダム学習」と「川まつり」】
（滝ダム施設見学 7月29日）
ダム施設見学、滝発電所公開
（長内川川まつり 8月6日）
イワナのつかみとり、カヌー・カヤック体験

県北広域振興局土木部滝ダム管理事務
所
http://www.pref.iwate.jp/kenpoku/taki/in
dex.html

岩手県

入畑ダム

平成29年7月29日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
会北上地区分科会
問い合わせ先：県南広域振興局土木部北上土木
センター治水環境課
TEL：0197-65-2738

【「遊・YOU・入畑・2017！」】
ダム施設一般公開、湖面パトロール、発電所施設一般公
開、浄水場施設一般公開、森林教室、四会場スタンプラ
リー（入畑ダム、入畑発電所、岩手中部浄水場、夏油高
原）

県南広域振興局土木部北上土木セン
ター
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan/
011361.html

主催：胆沢ダム水源地域活性化協議会
問い合わせ先：胆沢ダム管理支所管理第一係
TEL：0197-49-2981
主催：公益社団法人日本カヌー連盟 カヌー
ジャパンカップ奥州市実行委員会
問い合わせ先：奥州市総務企画部元気戦略室
TEL 0197-24-2111
主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
会盛岡地区分科会
問い合わせ先：盛岡広域振興局土木部綱取ダム
管理事務所
TEL：019-654-4055

堤体登山、ダムカフェ、カヌー体験会（予定）
※カヌージャパンカップと同日開催予定

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato
/index.html

2017カヌーワイルドウォータージャパンカップ第４戦
公益社団法人日本カヌー連盟
2017カヌースラロームジャパンカップキョクヨーシ
http://www.canoe.or.jp/top.html
リーズ第５戦
盛岡広域振興局土木部綱取ダム管理事
【「森と湖・in綱取」2017！】
務所
植物観察と森林浴、木工教室、魚のつかみ捕り、ダム施
http://www.pref.iwate.jp/morioka/tsunato
設見学会、ダム湖巡航、簗川ダムPRコーナー
ri/index.html

岩手県

早池峰ダム

平成29年7月27日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
県南広域振興局土木部花巻土木セン
会花巻地区分科会
【第24回「早池峰ダム」森と湖に親しむ子どもまつり】
ター
問い合わせ先：県南広域振興局土木部花巻土木 ダム堤体内及び発電所公開、湖面パトロール、木工細工
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan/
センター治水環境課
教室、魚のつかみ取り、わくわくゲーム
011352.html
TEL：0198-22-4971

岩手県

日向ダム

平成29年7月29日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
会釜石地区分科会
【「日向ダム湖畔の集い」】
沿岸広域振興局土木部
問い合わせ先：沿岸広域振興局土木部河川港湾 ダム施設一般公開、木工教室、ダム湖面パトロール、子 http://www.pref.iwate.jp/soshiki/engan/0
課
供ニジマスつかみ取り大会
11374.html
TEL：0193-25-2714

岩手県

岩手県

鷹生ダム

遠野第二ダム

平成29年7月30日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
会大船渡地区分科会
問い合わせ先：沿岸広域振興局土木部大船渡土
木センター河川港湾課
TEL：0192-27-9919

【第9回 五葉湖畔の集い「げんきです！水と緑の鷹生
ダム」】
ダム施設見学、ボート体験、木工教室、森の工作館・エ
コカーゴ展示、グラウンドゴルフ大会、気仙スギ積み木
競争、魚のつかみ取り、クッブ体験

沿岸広域振興局土木部大船渡土木セン
ター
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/engan/0
10334.html

平成29年7月30日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員
会遠野地区分科会
【森と湖に親しむ「遠野第二ダム」の集い・2017】
問い合わせ先：県南広域振興局土木部遠野土木 ダム施設見学、ダム湖面巡視体験、木工教室、ひとふで
センター工務課
んず（建設機械等の絵を一筆書きする）
TEL：0198-62-9938

県南広域振興局土木部遠野土木セン
ター
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan/
011358.html

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

開催時期

山形県

寒河江ダム

平成29年7月29日

主催：森と湖に親しむ旬間、月山サマーフェス
タ実行委員会
【月山サマーフェスタ】
月山朝日観光協会
問い合わせ先：月山サマーフェスタ実行委員会 寒河江ダム特別見学会、魚つかみどり大会、本道寺発電
http://www.gassan-info.com/
事務局
所見学会、クワガタ釣り、パネル展・水生昆虫展
TEL：0237-74-4119

山形県

白川ダム

平成29年7月29日

主催：最上川ダム統合管理事務所白川ダム管理
支所
【ダムとのふれあいの日】
問い合わせ先：白川ダム管理支所
監査廊探検とダム登山、貯水池巡視体験
TEL：0238-75-2131

白川ダム管理支所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami
/

山形県

長井ダム

平成29年8月5日

主催：ながい水まつり実行委員会
問い合わせ先：長井市観光協会
TEL：0238-88-5279

【ながい水まつり・最上川花火大会】
かわとぴあinながい、カヌー体験、魚つかみどり大会、
長井ダム特別見学会＆湖面巡視体験、最上川花火大会

長井市観光協会
http://kankou-nagai.jp/

山形県

月山ダム

平成29年7月23日

問い合わせ先：月山ダム管理事務所
TEL：０２３５－５４－６７１１

【月山ダムの集い】（森と湖に親しむ旬間イベント）
・月山ダム堤体内見学、
・あさひ月山湖湖面巡視体験、
・月山発電所見学 等

月山ダム管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/i
ndex.html

山形県

綱木川ダム

平成29年7月23日

山形県置賜総合支庁
建設部河川砂防課
TEL:0238-26-2231

【綱木川ダム探訪親子体験学習】
ダム見学
湖面巡視体験

（準備中）

山形県

横川ダム

平成29年8月6日

主催：横川ダム水源地域ビジョン推進会
問い合わせ先：小国町役場 総務企画課、
TEL:0238-62-2264
北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 横川ダム
管理支所 TEL:0238-65-2363

【白い森おぐに湖体験】
横川ダム管理支所
ダム見学、パークゴルフ体験教室、カヌー体験、クライ
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents
ミングウォ－ル体験教室、木工クラフト体験、ツリーイ
/dam/yokokawa/index.html
ング体験、釣り堀

宮城県

釜房ダム

平成29年7月22日

主催：水・森・人 in 釜房 実行委員会
問い合わせ先：釜房ダム管理所
TEL：0224-84-2171

【わく☆ドキ釜房ダム】
東北地方整備局 釜房ダム管理所
ダム内部探検、湖上巡視体験、ペーパークラフト工作、 http://www.thr.mlit.go.jp/kamafus
流木工作
a/

宮城県

釜房ダム

平成29年9月10日

主催：川崎町・川崎町教育委員会・川崎町体育
協会
【川崎レイクサイドマラソン】
問い合わせ先：川崎レイクサイドマラソン実行
マラソン大会
委員会事務局
TEL：0224-84-2111

主催：鳴子ダム「森と湖に親しむ旬間」行事実
行委員会
平成２9年７月29日（予定）
問合せ先：鳴子ダム管理所
TEL：0229-８２-２３４１

宮城県

鳴子ダム

宮城県

七ヶ宿ダム

平成29年7月23日

宮城県

七ヶ宿ダム

宮城県

イベント内容

ＨＰアドレス

川崎町
http://www.town.kawasaki.miyagi.
jp/

荒雄湖畔公園をフィールドに親子参加型の各種イベント
を開催するとともに、鳴子ダムに親しんでもらうイベン 東北地方整備局 鳴子ダム管理所
トを開催予定
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/i
＜内容未定：以下前回内容＞
ndex.html
親子木工教室、ダム探検ツアー、紙すき手作り体験、ス
ナックゴルフ、森の音楽演奏会、イワナのつかみどり等

主催：七ヶ宿ダム管理所
協力：ＮＰＯ法人「水守の郷 七ヶ宿」
問い合わせ先：七ヶ宿ダム管理所
TEL：０２２４－３７－２１２２

【七ヶ宿ダム探検隊】
ダム内部見学会、ダム湖巡視体験、チェーンソーアー
ト、Eボート体験、流木工作、ペーパークラフト等

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika
/index.html

平成29年7月8日

主催：七ヶ宿ダム管理所
問い合わせ先：七ヶ宿ダム管理所
TEL：0120－167－877

【七ヶ宿ダム休日見学会】
ダム見学

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika
/index.html

七ヶ宿ダム

平成29年8月6日

主催：七ヶ宿ダム管理所
問い合わせ先：七ヶ宿ダム管理所
TEL：0120－167－877

【七ヶ宿ダム休日見学会】
ダム見学

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika
/index.html

宮城県

七ヶ宿ダム

平成29年8月20日

主催：七ヶ宿ダム管理所
問い合わせ先：七ヶ宿ダム管理所
TEL：0120－167－877

【七ヶ宿ダム休日見学会】
ダム見学

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika
/index.html

宮城県

七ヶ宿ダム

平成29年9月18日

主催：七ヶ宿ダム管理所
問い合わせ先：七ヶ宿ダム管理所
TEL：0120－167－877

【七ヶ宿ダム休日見学会】
ダム見学

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika
/index.html

宮城県

長沼ダム

【第16回長沼はすまつり】
長沼湖面に咲く、はす鑑賞のための小型遊覧船の運航

http://www.tome-city.com/

宮城県

長沼ダム

平成29年8月3日～6日

主催：(公財)全国高等学校体育連盟
問い合わせ先：平成29年度全国高等学校体育
大会登米市実行委員会事務局
℡0220-34-2694

【平成29年度全国高等学校総合体育大会ボート競技大
会】
長沼ボート場で行われる、インターハイ南東北大会

http://www.zen-koutairen.com/

宮城県

長沼ダム

平成29年8月13日

主催：長沼花火実行委員会
問い合わせ先：登米市産業経済部商業観光課
℡0220-34-2734

【第30回ふるさと花火in長沼】
長沼の湖面にうつる内陸ではめずらしい、水中・水上ス
ターマイン等の花火大会

-

宮城県

長沼ダム

平成29年9月17日

主催：登米市教育委員会・とめ漕艇協会
問い合わせ先：登米市レガッタ実行委員会
℡0220-23-7633

【第28回長沼レガッタ】
長沼湖面に設置された日本ボート協会Ａ級コースを利用
した一般参加型漕艇競技大会

-

福島県

摺上川ダム

平成29年7月30日

主催：茂庭っ湖まつり実行委員会
問い合わせ先：摺上川ダム管理所
TEL：０２４－５９６－１２７５

【摺上川ダム茂庭っ湖まつり】
摺上川ダム管理所
ダム施設（監査廊、取水塔等）の一般公開、湖面巡視体 http://www.thr.mlit.go.jp/surikami
験、パネル展示、カヤック体験教室等
/

福島県

摺上川ダム

平成29年7月30日

主催：川リンピック実行委員会
問い合わせ先：担当 森崎
TEL:０９０－４３１９－６９２９

【川リンピックSURIKAMI】
川リンピックホームページ
水切り、石積み、スローロープ投げ、宝探し、石投げ、
http://kawalympic.ina-ka.com/
扇当て等

福島県

摺上川ダム

平成29年7月16日

主催及び問い合わせ先
NPO法人いいざかサポーターズクラブ
TEL:０２４－５２９－６１２５

【キャンプしようぜ！夏モニカツ】
NPO法人いいざかサポーターズクラ
冒険遊び場プレパーク、川遊び、ノルディックウォーキ ブ
ング、バンド演奏、打ち上げ花火等
http://iizakasupporters.com

福島県

三春ダム

平成29年7月30日

主催：森と湖実行委員会
問い合わせ先：三春ダム管理所
TEL：0247 -62 - 3145

【さくら湖自然教室 ２０１７】
自然観察会、ダム見学

福島県

三春ダム

平成29年9月23日

主催：うつくしま水ウォーク実行委員会
問い合わせ先：福島民友新聞社 事業局
TEL：024-523-1334

【うつくしま水ウォーク２０１７ 三春大会】
福島民友新聞社
三春ダム（さくら湖）周辺の水辺の自然にふれながら人
http://www.minyu-net.com/
気のウオーキングを楽しもうという催し

福島県

日中ダム

平成29年7月23日

主催：日中ひざわ湖まつり実行委員会
問い合わせ先：福島県日中ダム管理事務所
TEL：０２４１-３６-２０１４

【日中ひざわ湖まつり】
日中ダム管理所
ダム監査廊見学、ダム操作室見学、ひざわ湖巡視体験、 http://cms.pref.fukushima.lg.jp/sec/4135
ほか
3a/nittyuutop.html

主催：(一社)登米市観光物産協会
平成29年8月1日～31日 問い合わせ先：(一社)登米市観光物産協会
℡0220-52-4648

三春ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

開催時期

福島県

四時ダム

平成29年7月30日

主催：四時川流域ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：鮫川水系ダム管理事務所
TEL：０２４６-６３-２１５５

【四時ダムまつり】
監査廊見学、貯水池巡視体験、ステージイベント、フ
リーマーケット、ほか

鮫川水系ダム管理事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/4138
3a/

福島県

小玉ダム

平成29年7月23日

主催：いわき建設事務所
問い合わせ先：いわき建設事務所
TEL：０２４６-２４-６８４９

【小玉ダム体験ツアー】
ダム見学、ダム湖巡視体験

小玉ダム管理事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/4138
0a/kodamadam-top.html

福島県

堀川ダム

平成29年7月22日

主催：堀川ダム祭実行委員会
問い合わせ先：県南建設事務所
TEL：０２４８-２３-１６３３

【堀川ダム祭】
ダム施設見学（監査廊内）・ダム工法写真展

県南建設事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/4133
0a/

福島県

こまちダム

平成29年9月3日
（予定）

主催：こまちダムまつり実行委員会
問い合わせ先：三春土木事務所
TEL：０２４７-６２-３１５１

【こまちダムまつり】
三春土木事務所
ダム施設見学、湖面巡視体験、スタンプラリー、地元出 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/4132
店食べ物コーナー
0a/komachi.html

福島県

大川ダム

平成29年8月5日

主催：森と湖に親しむ旬間実行委員会
問い合わせ先：阿賀川河川事務所
大川ダム管理支所
TEL：０２４２－９２－２８３９

【若郷湖さわやかフェスティバル201７】
阿賀川河川事務所
ダム見学会、湖面巡視体験、魚つかみ取り体験、下郷発
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/
電所見学会、和太鼓・よさこい

群馬県

藤原ダム

平成２９年７月８日
平成２９年７月９日

群馬県

藤原ダム

平成29年8月20日

群馬県

藤原ダム

群馬県

主催：みなかみ町宝台樹民宿組合
問い合わせ先：宝台樹民宿組合
TEL：0278-75-2310

イベント内容

ＨＰアドレス

「利根川上下流交流宝台樹ジュニアカップサッカー」
７月８日、９日

宝台樹民宿組合
http://houdaigi.com/

主催：デサント藤原湖マラソン実行委員会
共催：みなかみ町、みなかみ町教育委員会
問い合わせ先：大会事務局
TEL：0278-25-5017

藤原ダム完成記念 第６０回
デサント藤原湖マラソン実行委員会
（ＰＲポイント）
アップダウンあり、トンネルあり、ダム上を走ったり、変化に富んだ
コースです。
標高600mの木漏れ日の中を走ってみませんか?

デサント藤原湖マラソン実行委員会
http://www.lap.co.jp/fujiwarako/index.ht
ml

平成29年8月19日

主催：地元有志

藤原湖花火大会
（藤原湖マラソン前夜祭）

藤原湖花火大会
http://fujiwarahanabi.com/
（掲載予定）

相俣ダム

平成29年7月22日

主催：相俣ダム管理支所
問い合わせ先：相俣ダム管理支所
TEL:027８－６６－００３４

「赤谷湖流木工作教室」
流木の活用による処理費削減と、多くの人にダムを
知ってもらうことを目的として、「流木工作教室」を開
催。

利根川ダム統合管理事務所相俣ダム資
料室
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tone
damu00030.html

群馬県

相俣ダム

平成29年8月26日

主催：猿ヶ京温泉まつり実行委員会
まんてん星の湯内
問い合わせ先：まんてん星の湯
TEL：0278-66-1126

「赤谷湖上花火大会」
祈願祭他・盆踊り大会

猿ヶ京温泉 赤谷湖上花火大会
http://www.sarugakyo-hanabi.com/
（掲載予定）

群馬県

薗原ダム

平成29年8月20日

群馬県

八ッ場ダム

平成２９年
７月２８日
～
７月３０日

主催：八ッ場ダム工事事務所
問い合わせ先：八ッ場ダム工事事務所 地域振興 【親子見学会】
課
八ッ場ダムの本体工事現場見学会
ＴＥＬ：０２７９ー８２－２３１７

-

群馬県

八ッ場ダム

平成２９年
８月１日
～
８月２日

主催：八ッ場ダム工事事務所
問い合わせ先：八ッ場ダム工事事務所 地域振興 【埼玉県上下流交流会】
課
八ッ場ダムの本体工事現場見学会
ＴＥＬ：０２７９ー８２－２３１７

-

群馬県

八ッ場ダム

平成２９年
８月８日
～
８月１０日

主催：八ッ場ダム工事事務所
問い合わせ先：八ッ場ダム工事事務所 地域振興 【千葉県上下流交流会】
課
八ッ場ダムの本体工事現場見学会
ＴＥＬ：０２７９ー８２－２３１７

-

群馬県

八ッ場ダム

平成29年8月18日

主催：八ッ場ダム工事事務所
問い合わせ先：八ッ場ダム工事事務所 地域振興 【茨城県上下流交流会】
課
八ッ場ダムの本体工事現場見学会
ＴＥＬ：０２７９ー８２－２３１７

-

平成29年7月23日

主催：四万温泉協会
問い合わせ先：四万温泉協会
TEL：0279-64-2321
共催：群馬県中之条土木事務所
問い合わせ先：
群馬県中之条土木事務所 ダム管理係
TEL：0279-75-3047
四万川ダム管理事務所
TEL：0279-70-4021

【奥四万湖散歩ツアー】
群馬県中之条土木事務所
ダムの見学と奥四万湖の散歩、及びカヌー体験を実施し http://www.pref.gunma.jp/07/m04310043
ます。
.html

平成29年7月30日

主催：群馬県桐生土木事務所
問い合わせ先：
群馬県桐生土木事務所 ダム管理係
TEL：0277-53-0121
桐生川ダム管理事務所
TEL：0277-32-0566

【桐生川ダム施設見学会】
ダムの堤体内を巡る見学会を実施します。

鬼怒川ダム統合管理事務所
http://www.mlit.go.jp/kinudamu/

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/da
m_koukai/h29damkoukai_annai.html

群馬県

四万川ダム

主催：老神温泉観光協会
問い合わせ先：沼田市利根町支所観光課
TEL：0278-56-2111

とねふるさと風のまつり・老神温泉納涼花火大会
風から農産物を守る伝統的なまつり、花火約2500発

群馬県

桐生川ダム

栃木県

五十里ダム
川俣ダム
川治ダム
湯西川ダム

平成29年7月30日

主催：「森と湖に親しむ旬間」鬼怒川実行委員
会
【４ダム見学会】
問い合わせ先：鬼怒川ダム統合管理事務所 管
４ダム見学会及び４ダムスタンプラリー
理課
TEL：０２８-６６１-１３４２

栃木県

中禅寺ダム

平成29年7月27日

主催：栃木県日光土木事務所
問い合わせ先：日光土木事務所保全部
TEL：0288-53-1213

ダムの一般公開

老神温泉観光協会
http://www.oigami.net/
（掲載予定）

群馬県桐生土木事務所
http://www.pref.gunma.jp/06/h4010161.h
tml

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

開催時期

栃木県

西荒川ダム
寺山ダム
東荒川ダム

平成29年7月28日

主催：栃木県矢板土木事務所
問い合わせ先：矢板土木事務所ダム管理部
TEL：0287－43－5224

ダムの一般公開

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/da
m_koukai/h29damkoukai_annai.html

栃木県

塩原ダム

平成29年7月29日

主催：栃木県矢板土木事務所
問い合わせ先：矢板土木事務所ダム管理部
TEL：0287－43－5224

ダムの一般公開

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/da
m_koukai/h29damkoukai_annai.html

栃木県

松田川ダム

平成29年7月27日
平成29年8月3日
平成29年8月24日
平成29年8月31日

主催：足利市
問い合わせ先：足利市生活環境部環境政策課
TEL：0284-20-2195

【あしかがクールシェアバスツアー】
●目的
小学校４～６年生及びその保護者（計20名）を対象に市
内のクールシェアスポットを巡り、ツアーを通して省エ ホームページは足利市広報（7月）掲載後
ネ行動を体験
公開予定
●主な内容
ダム見学、フィッシングセンター散策、足工大見学、映
画館バックヤード見学、映画鑑賞

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成２９年７月末

主催：相模川水系広域ダム管理事務所
問い合わせ先：広域水管理課
TEL：046-281-6911

【森と湖に親しむ旬間】
観光放流、堤体内見学
相模川水系広域ダム管理事務所
（H2８年度の様子）
http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/sagami_0000003
6.html

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成29年8月15日

主催：宮ヶ瀬ふるさとまつり実行委員会
問い合わせ先：宮ヶ瀬ふるさとまつり実行委員 宮ヶ瀬ふるさとまつり
会
花火大会（宮ケ瀬湖畔園地）
TEL：046-288-2888

http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/e
vent/1066.html

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成29年8月19日
～20日

主催：公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
問い合わせ先：宮ヶ瀬湖24時間リレーマラソ
ン大会事務局
TEL：046-288-3600

第８回宮ヶ瀬湖24時間リレーマラソン

http://www.miyagaseko24h.jp/

神奈川県

城山ダム

平成29年8月中～下旬

主催：相模川水系ダム管理事務所
問い合せ先：同上
TEL：042-782-2831

【城山ダム見学会】
ダム堤体内、情報管理室見学等

相模川水系ダム管理事務所
http://www.pref.kanagawa.jp/div/3010/

神奈川県

三保ダム

平成29年7月16日

主催:カヌーマラソンIN丹沢湖実行委員会事務局
問い合わせ先:山北町役場 生涯学習課
カヌーマラソン
TEL:0465-75-3649

神奈川県

三保ダム

平成29年8月10日

主催:丹沢湖花火大会実行委員会事務局
問い合わせ先:山北町役場商工観光課
TEL:0465-75-3646

茨城県

霞ヶ浦導水

平成29年7月下旬

問い合わせ先：霞ヶ浦導水工事事務所
ＴＥＬ：０２９－８２２－３００７

山梨県

深城ダム

平成29年7月30日

主催：山梨県
問い合わせ先：深城ダム管理事務所
TEL：0554-24-7062

【森と湖に親しむつどい】
深城ダム管理事務所
ダム内見学、ダム関連ビデオ上映、モーターボート乗船 http://www.pref.yamanashi.jp/damu（原則小学生対象）、地域特産品・軽飲食品の販売等
fk/index.html

長野県

余地ダム

平成29年7月29日

主催：長野県佐久建設事務所・佐久穂町
問い合わせ先：佐久建設事務所維持管理課
TEL：0267-82-8271

ダム見学、監査廊見学、工作教室

長野県

湯川ダム

平成29年7月25日～
平成29年7月28日

主催：長野県佐久建設事務所佐久北部事務所
問い合わせ先：維持管理課管理係課
TEL：0267-63-3172

長野県佐久建設事務所 佐久北部事務
【湯川ダムパネル展】
所
御代田町のエコールみよたにて、湯川ダムのパネルを展
http://www.pref.nagano.lg.jp/sakuken/ind
示
ex.html

長野県

内村ダム

平成29年7月29日

主催：長野県上田建設事務所
問い合わせ先：維持管理課管理係
TEL：0268-25-7164

【内村ダム見学会】
ダム見学会

長野県上田建設事務所維持管理課
http://.ueken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp/

長野県

金原ダム

平成29年7月22日

主催：長野県上田建設事務所
問い合わせ先：維持管理課管理係
TEL：0268-25-7164

【金原ダム見学会】
ダム見学会

長野県上田建設事務所維持管理課
http://.ueken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp/

長野県

箕輪ダム

平成29年7月21日

主催：長野県伊那建設事務所
問い合わせ先：維持管理課管理係
TEL：0265-76-6847

ダム見学会

長野県伊那建設事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/inaken/

長野県

横川ダム

平成29年7月28日

主催：長野県伊那建設事務所
問い合わせ先：維持管理課管理係
TEL 0265-76-6847

ダム見学会

長野県伊那建設事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/inaken/

長野県

松川ダム

主催：長野県松川ダム管理事務所
問い合わせ先：松川ダム管理事務所
TEL：0265-23-0622

「森と湖に親しむ旬間」
ダム施設と洪水バイパス施設（放水路）の見学会

長野県松川ダム管理事務所
https://www.pref.nagano.lg.jp/matsukawa
damu/index.html

長野県

片桐ダム

主催：長野県松川ダム管理事務所
問い合わせ先：松川ダム管理事務所
TEL：0265-23-0622

「森と湖に親しむ旬間」
ダム見学会

長野県松川ダム管理事務所
https://www.pref.nagano.lg.jp/matsukawa
damu/index.html

平成29年7月24日
～7月28日

平成29年7月22日

イベント内容

IN 丹沢湖

丹沢湖花火大会

総務課

ＨＰアドレス

山北町観光協会
http://www.yamakita.net/event/41

山北町観光協会
http://www.yamakita.net/event/34

【霞ヶ浦導水特別見学会（休日開催）】
霞ヶ浦導水工事事務所
事業概要説明、施設見学（大規模なポンプ設備・地下神
http://www.ktr.mlit.go.jp/dousui/
殿のような沈砂池・地下５０メートルのトンネル）

長野県佐久建設事務所
sakuken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

開催時期

長野県

奈良井ダム

平成29年7月27日

主催：長野県奈良井川改良事務所
問い合わせ先：奈良井川改良事務所ダム係
TEL：0263-40-1982

【奈良井ダム
ダム見学

森と湖に親しむ旬間

ダム見学会】

長野県奈良井川改良事務所
naraigawa@pref.nagano.lg.jp

長野県

小仁熊ダム

平成29年7月30日

主催：長野県奈良井川改良事務所
問い合わせ先：奈良井川改良事務所ダム係
TEL：0263-40-1982

【小仁熊ダム
ダム見学

森と湖に親しむ旬間

ダム見学会】

長野県奈良井川改良事務所
naraigawa@pref.nagano.lg.jp

長野県

豊丘ダム

平成29年7月30日

主催：長野県須坂建設事務所、須坂市
長野地域振興局・長野保健福祉事務所
問い合わせ先：須坂建設事務所 維持管理課
TEL：０２６-２４５-１６７１

【豊丘ダムまつり】
ダム探検、建設機械展示、水質検査体験、農産物販売
昇竜湖宝探しウォーク、和太鼓・土笛演奏
コンクリートで作ってみよう など

長野県

裾花ダム

平成29年7月30日
31日

主催：長野県裾花ダム管理事務所
問い合わせ先：裾花ダム管理事務所管理第一課
TEL：026-233-4361

【裾花ダム見学会】
ダム見学、パネル展示、ダムカード配布、
発電所見学（県企業局が実施）

長野県

奥裾花ダム

平成29年7月30日
31日

主催：長野県裾花ダム管理事務所
問い合わせ先：裾花ダム管理事務所管理第二課
TEL：026-256-2937

【奥裾花ダム見学会】
ダム見学、パネル展示、ダムカード配布、
発電所見学（県企業局が実施）

長野県

浅川ダム

平成29年7月29日

主催：長野県長野建設事務所
問い合わせ先：浅川改良事務所
TEL：026-234-9548

【森と湖に親しむ旬間】
長野県浅川改良事務所
・ダム見学会、パネル展示、動画上映、ウォーキングス http://www.pref.nagano.lg.jp/asakawa/ind
タンプラリー、農産物販売 等
ex.html

長野県

大町ダム

平成29年7月15日

主催：高瀬渓谷ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ201７実行委員会
問い合わせ先：大町ダム管理所
TEL：0261-22-4511

【高瀬渓谷フェスティバル２０１７】
ダム内部見学、湖面巡視体験、丸太切り体験、木工品作 大町ダム管理所
り、スタンプラリー、砂防事業パネル・模型展示、サン http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/
ドアート作り、ペンダント作り等を予定

長野県

大町ダム

平成29年8月8日

主催：大町ダム管理所
問い合わせ先：同上
TEL：0261-22-4511

【高瀬渓谷 夏の3ダムめぐり】
大町ダム管理所
高瀬ダム、七倉ダム、大町ダム 高瀬渓谷の３つのダム http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/
をめぐるバスツアー

長野県

美和ダム

平成29年 7月22日

長野県

小渋ダム

平成29年 7月29日

新潟県

大石ダム

平成29年7月29日

新潟県

内の倉ダム

新潟県

三国川ダム

主催：天竜川ダム統合管理事務所、三峰川総合
開発工事事務所、長野県企業局南信発電管理事
務所
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所
TEL：0265-88-3729
主催：天竜川ダム統合管理事務所、長野県企業
局南信発電管理事務所
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所総務
課
TEL：0265-88-3729
主催：おおいしダム湖畔まつり実行委員会
問い合わせ先：関川村農林観光課
TEL：0254-64-1478

イベント内容

ＨＰアドレス

【美和ダム体感ＤＡＹ】
ダム見学、土砂バイパストンネル見学、美和発電所見
学、湖上巡視体験、美和ダムパネル展示

長野県須坂建設事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/suzakaken/ji
musho/toyokadam.html

長野県裾花ダム管理事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/susobanada
mu/index.html

長野県裾花ダム管理事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/susobanada
mu/index.html

天竜川ダム統合管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/

【小渋ダム開放ＤＡＹ】
天竜川ダム統合管理事務所
ダム見学、土砂バイパストンネル見学、小渋第三発電所
http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/
見学、地元３町村観光パネル展示

【おおいしダム湖畔まつり】
ウォーキングラリー、カヌー体験、大石ダム見学、フ
リーマーケット、魚のつかみ取り、木工教室等

大石ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents
/dam/ooishi/index.html

平成29年6月1日～11月 企画：新発田地域振興局地域整備部計画調整課
内の倉ダムプレミアムダムカード発行スタンプラリー
15日
TEL：0254-26-9653

http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seibi
/1356869128854.html

平成29年7月30日

主催：しゃくなげ湖まつり実行委員会
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL：０２５－７７４－２２００

主催：森と湖に親しむ旬間実行委員会
事務局：金沢河川国道事務所 河川管理課
TEL：076-264-9916
平成２９年度
FAX：076-233-9612
手取川ダム見学会＆流木無料配付
問い合わせ先：金沢河川国道事務所 手取川ダム
管理支所 TEL：076-256-7310

石川県

手取川ダム

平成２９年７月下旬

石川県

手取川ダム

平成29年7月30日

石川県

我谷ダム・九谷ダム

平成29年9月2日

富山県

宇奈月ダム

平成29年8月19日
～20日

富山県

和田川ダム

平成29年7月16日

富山県

和田川ダム

平成２９年9月

富山県

和田川ダム

平成２９年9月

【しゃくなげ湖まつり】
国川ダム操作室及び監査廊案内、野外ステージイベン
ト、魚のつかみ取り、巡視船乗船、木工教室

三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.ht
ml

金沢河川国道事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/index.
html
※開催案内のチラシは、間近になりまし
たらＨＰにアップする予定です。

主催・問い合わせ先：手取湖げんき団カヌーカ
ヤック倶楽部
夏休みカヤック体験（ダム湖面をカヤックにより散策： 手取湖げんき団カヌーカヤック倶楽部
TEL ０７６－２５９－２０３０
15名程度）
http://outdoor.geocities.jp/tedoriko_g/

主催、問い合わせ先：加賀温泉郷寛平ナイトマ 【加賀温泉郷寛平ナイトマラソン】
http://www.kagaonsenkyoukanpeinaightm
ラソン実行委員会
加賀市山中温泉山中座をスタートし、我谷ダム・九谷ダ
arathon.com
TEL：０７６１－７２－７９２２
ムを通る３２ｋｍのナイトマラソン

主催：黒部市・国土交通省黒部河川事務所
問い合わせ先：黒部市商工観光課
TEL：0765-54-2611

主催

：（公財）砺波市体育協会、
B＆G砺波海洋クラブ
問い合わせ：砺波市B＆G海洋センター
TEL
：0763-37-1580

主催

：増山城戦国祭り実行委員会

問い合わせ：増山城戦国祭り実行委員会
TEL
：0763-８２-１９０４

主催

：増山城戦国釣り大会実行委員会
上和田自治会
問い合わせ：増山城戦国釣り大会実行委員会事務局
TEL
：0763-37-2056

【うなづきダム湖フェスティバル2017】（仮称）
ダム見学、湖面巡視体験

宇奈月ダム管理事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/

B＆Gマリーナフェスティバル
水上オートバイ、モーターボート有料体験
ローボート、カヌー、OPヨット無料体験
各種スポーツ体験
フリーマーケットなど

-

増山城戦国祭り
武者行列、ウォークラリー
スポーツチャンバラ
弓矢等体験コーナー

-

増山城戦国釣り大会
一般の部、少年の部それぞれ大物賞、大漁賞の表彰有

-

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

見学ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

【新豊根ダム一般公開】
新豊根ダム管理事務所
ダム見学、流木チップ化見学、新豊根ダム抜水（試験放
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shi
流）、湖面巡視体験、堤体巡視体験、地元有志による生
ntoyone/
演奏

ダム見学、災害対策用車両紹介

イベント内容

ＨＰアドレス

愛知県

新豊根ダム

平成29年7月29日

主催：浜松河川国道事務所 新豊根ダム管理支
所
問い合わせ先：浜松河川国道事務所 新豊根ダ
ム管理支所
TEL：０５３６－８５－１３３６

岐阜県

横山ダム

平成29年7月29日

木曽川上流河川事務所 横山ダム管理支所
TEL：0585-52-2211

岐阜県
愛知県

小里川ダム
丸山ダム
矢作ダム
阿木川ダム
大井ダム

平成29年7月25日

主催：小里川ダム管理支所・矢作ダム管理所・
小里川ダム管理支所
丸山ダム管理所・（独）阿木川ダム管理所
日帰りで庄内川・矢作川・木曽川水系の複数ダムを見学 http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa
問い合わせ先：小里川ダム管理支所 外
するツアー
/
TEL：0573－59－0056 外

静岡県

長島ダム

平成29年7月29日

主催：長島ダム管理所
共催：長島ダム水域連携協議会
問い合わせ先：長島ダム管理事務所
TEL：0547-59-1021

【森と湖に親しむ旬間イベント】
長島ダム管理所
通常ダム見学、湖面巡視体験、語り部による講話、ダム http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/inde
ナイトツアーなど
x.html

静岡県

奥野ダム

平成29年7月26日

主催：静岡県・伊東市
問い合わせ先：熱海土木事務所
管理班
TEL：0557-38-0711

【第28回 奥野ダム一日ダム教室】
ダム見学、施設公開、木工教室、小型建設機械展示、ザ http://www.okunodam.jp/
リガニ釣り、竹炭配布

静岡県

太田川ダム

平成29年8月18日

主催：静岡県
問い合わせ先：袋井土木事務所
ダム管理班
TEL：0538-42-3211

京都府

天ヶ瀬ダム

平成29年8月6日

主催：（公社）宇治市観光協会
森と湖に親しむ旬間・やましろ未来っ子サイエンスラ
問い合わせ先：宇治観光ボランティアガイドク
リー
ラブ
宇治浄水場、天ヶ瀬ダム、天ヶ瀬再開発見学
TEL：０７７４－２２－５０８３

淀川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/yodoto

奈良県

大滝ダム

平成29年8月5日

主催：紀の川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：紀の川ダム統合管理事務所管理 【大滝ダム 完成５周年見学会】
課
パネル等を用いた展示会及びダム見学会、
TEL:０７４７ー２５－３０１３

紀の川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/

鳥取県

殿ダム

平成29年8月6日

主催：殿ダム管理支所
問い合わせ先：殿ダム管理支所
TEL：0857-58-0581

【森と湖に親しむ旬間【殿（との）ダム 】
ダム見学、湖面巡視体験、ケーブルカー開放等

殿ダム管理支所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/tono/

鳥取県

殿ダム

平成29年9月17日

主催：まちづくりいきいき成器の会
問い合わせ先：成器地区公民館、
殿ダム交流間
TEL：０８５７－５８－０８０６
０８５７－７７－４６０７

【殿ダム野外音楽祭】
野外音楽祭、スパーカー展示等

成器地区公民館
http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/seiki-1/

鳥取県

菅沢ダム

平成29年7月30日

主催：大宮里山まつり実行委員会
問い合わせ先①：大宮地域振興センター
TEL：０８５９－８７－０９１１
問い合わせ先②：菅沢ダム管理支所
TEL：０８５９－８７－０３１１

【大宮里山まつり】
・屋台、野菜市、竹細工体験等
・菅沢ﾀﾞﾑ見学会(堤体内部及び湖内見学)等
※催し内容は未確定

日野川河川事務所
http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/
※イベント1週間前に地元新聞折り込みと
記者発表予定

島根県

志津見ダム

平成29年8月20日

岡山県

苫田ダム

平成29年8月5日

岡山県

苫田ダム

広島県

土師ダム

伊東支所ダム

河川改良課

など

【太田川ダム親と子のダム見学会】
ダム見学、施設公開

木曽川上流河川事務所 横山ダム管理
支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/yokoya
ma/

http://www.doboku.pref.shizuoka.jp/desa
ki/fukuroi

【やまなみ街道クライムライド】
広域サイクリングルート「やまなみ街道」を舞台に、
激しいアップダウンが待ち受ける3コース（１４０ｋ
主催：（一社）飯南町観光協会
やまなみ街道クライムライドＨＰ
ｍ。１１０ｋｍ、６６ｋｍ)が用意されているロングヒル
運営：特定非営利活動法人サイクリストビュー
http://plusvalue.co.jp/climbride/contact.
クライムサイクリング大会。、140kmコース・
TEL:0852-21-3920
html
110kmコースでは、志津見ダムを望みながらサイクリ
ングを楽しむことがでいる。
主催：鏡野町・鏡野町大納涼祭花火協賛実行委
員会
【２０１７鏡野町大納涼祭】
問い合わせ先：鏡野町役場 産業観光課
大花火大会、奥津湖遊覧船
TEL０８６８－５４－２９８７

かがみの観光ナビ
http://kanko.town.kagamino.lg.jp/event/

主催：岡山県スキー連盟・ローラースキーかが
みの大会実行委員会
【第１２回ローラースキーかがみの大会】
平成29年8月19日～20
ローラースキーかがみの大会ＨＰ
問い合わせ先：ローラースキーかがみの大会実 奧津湖畔を競技コースとして、ローラースキー大会を開
日
http://kagamino-marathon.com/
行委員会
催
TEL０８６８－５４－７７３３

平成29年7月22日

主催:土師ダム管理所
問合せ先：土師ダム管理所管理係
TEL：０８２６－５２－２４５５

～森と湖に親しむ旬間～【土師ダム見学イベント】
土師ダム管理所
ダム見学、湖面巡視体験、水生生物展示、スタンプラ
http://www.cgr.mlit.go.jp/haji
リー、パネル展示、放流設備切替、クレストゲート開門

広島県

灰塚ダム

平成29年7月22日

主催：灰塚ダム管理支所
問い合わせ先：灰塚ダム管理支所
（０８２４）４４－４３６０

【森と湖に親しむ旬間ｉｎ笑湖（エコ）ハイヅカ２０１
７】
・灰塚ダム探検ツアー
灰塚ダム堤体内見学
・ダム湖巡視体験
ダム湖を船による湖面巡視体験
・ウェットランド笑湖（エコ）楽校
ダム周辺湿地帯の生物観察

広島県

温井ダム

平成29年7月30日

主催：龍姫湖アクアスロン実行委員会
問い合わせ先：安芸太田町加計体育館
TEL:090-4801-0481

【龍姫湖アクアスロンin温井ダム2017】
温井ダム龍姫湖を水泳（スイム）1..6kmスイムと温井ダ 龍姫湖アクアスロンin温井ダム
ム周辺の長距離走（ラン）11kmを続けて行う複合耐久 https://ryukiaqua.wixsite.com/nukuidam
競技アクアスロン

広島県

温井ダム

平成29年9月17日

主催：安芸太田しわいマラソン実行委員会
問い合わせ先：川・森・文化・交流センター
TEL：0826-22-2126

【しわいマラソン】
第８回 安芸大田しわいマラソン2017
温井ダムをスタート地点・ゴール地点とした100ｋｍ，
http://www.shiwai-m.com/
88ｋｍのウルトラマラソン

広島県

八田原ダム

平成29年7月9日

主催：八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協議会
問い合わせ先：八田原ダム管理所
TEL：0847-24-0490

【夢吊橋サマーフェスタ2017】
ダム見学（堤体内部）、ダム湖クルージング

三次河川国道事務所 灰塚ダム管理支
所
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/haizuka
/index.html

八田原ダム管理所
http://www.cgr.mlit.go.jp/hattabara/

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

開催時期

イベント内容

山口県

島地川ダム

平成29年7月
（日は未定）

山口県

末武川ダム

平成29年7月29日

主催:米泉湖サマージャンボリー実行委員会
問い合わせ先：米川公民館
TEL：0833-53-0001

島根県

山佐ダム

平成29年7月29日

主催：山佐ダム体験交流施設管理組合（NPO法
人やまびこ）
問い合わせ先：山佐交流センター
山佐ダムキャンプ場祭り
TEL：0854-35-0129（平日 8:30～
17:00）

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

山佐ダム

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

山佐川

主催：島地川ダム周辺環境整備地区管理協議会
ダム堤体内見学
問い合わせ先：周南市役所 新南陽総合支所
水生生物調査
地域政策課
ＴＥＬ ０８３４－６１－４１０８

－

米泉湖野外音楽ステージ「ビッグウイング」で開催され
ます。ステージイベントとしてバンド演奏などが行わ
れ、そのほかバザーなど多数催し物があります。また、
祭りのフィナーレには、花火が打ち上げられる予定で
す。

島根県

山佐ダム

平成29年8月26日

主催：山佐ダム体験交流施設管理組合（NPO法
人やまびこ）
問い合わせ先：山佐交流センター
第２回
TEL：0854-35-0129（平日 8:30～
17:00）

島根県

山佐ダム

平成29年9月17日

主催：山佐ダム体験交流施設管理組合（NPO法
人やまびこ）
問い合わせ先：山佐交流センター
第４回
TEL：0854-35-0129（平日 8:30～
17:00）

香川県

内場ダム

平成29年
9月9～10日

香川県

椛川ダム
内場ダム

平成29年7月26日

徳島県

長安口ダム

2017年8月6日

愛媛県

石手川ダム

ＨＰアドレス

ナイターＧＧペア大会

グラウンドゴルフ大会

－

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

主催：SHIKOKU WAKE BOARD
FESTIVAL実行委員会
問い合わせ先：BAHATI（松本）
TEL：087-882-7751

【2017 SHIKOKU WAKE BOARD FESTIVAL(四国
BAHATI
祭)】
http://blog.livedoor.jp/bahati110/
ウェイクボード

主催：香川県土木部土木監理課

夏休み「建設現場等体験親子バスツアー（小中学生対
象）」

－

（事務局）
那賀川河川事務所 調査課
０８８４－２２－６５６２

【なかがわ探検バスツアー】
那賀川の日（8月6日）に合わせ、那賀川の上流から下流
までの子どもたちを対象に、那賀川上流域にて交流イベ
ントを開催

－

問い合わせ先：松山河川国道事務所石手川ダム
平成２９年７月２４日、
【石手川ダム見学会】
管理支所
２５日
操作室及びダム堤体内の見学
TEL 089-977-0021

松山河川国道事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/

愛媛県

石手川ダム

平成29年7月28日

【自然と遊ぼＤＡＹ！】
・昆虫、野鳥観察
問い合わせ先：松山河川国道事務所石手川ダム ・水生生物観察
管理支所
・木工品の製作
TEL 089-977-0021
・水難救助講習
・水難事故について
・川遊び

愛媛県

鹿野川ダム

平成２９年８月上旬

問い合わせ先：大洲市観光協会肱川支部
TEL：0893-34-2311

【鹿野川夏まつり】
鹿野川商店街に七夕笹飾りが飾られ、文化協会発表会、
大洲市観光協会
もちまき、盆踊り大会などのイベントが行われます。
http://www.oozukankou.jp/event.html
フィナーレを飾る花火大会では「爆音日本一」の花火が
打ちげられます。

愛媛県

鹿野川ダム

平成29年7月30日

山鳥坂ダム工事事務所
TEL：0893-342350

【夏休み鹿野川ダム見学会】
この見学会では普段入ることができない「ダムの中」や 山鳥坂ダム工事事務所
改造工事を行っている現場を探検して、ダムについて楽 http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/
しく学ぶことができます。

愛媛県

野村ダム

平成29年7月下旬

主催：野村ダム管理所
問い合わせ先：野村ダム管理所管理係
TEL：0894-72-1211

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学、水生生物調査

野村ダム管理所
http://www.skr.mlit.go.jp/nomura/

愛媛県

野村ダム

平成29年8月14日

主催：西予市観光協会野村支部
問い合わせ先：野村支所産業建設課
TEL：0894-72-1115

【野村納涼花火大会】
野村ダム朝霧湖での花火大会

西予市公式ホームページ
http://www.city.seiyo.ehime.jp/

愛媛県

柳瀬ダム

平成29年8月5日

主催：湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：四国中央市水道総務課
TEL:0896-28-6451

【湖水祭り】
四国中央市観光協会
ステージショー、カラオケ大会、花火大会、各種イベン
http://www.shikochu-kankou.jp/
ト

愛媛県

玉川ダム

平成29年10月6日
～
平成29年10月10日

高知県

大渡ダム

平成29年8月16日

高知県

中筋川ダム

平成29年 7月22日
平成29年 8月26日
平成29年 9月23日

福岡県

日向神ダム

平成29年8月14日

主催：矢部村青年団・矢部村地域づくり協議会
【矢部村花火大会】
問い合わせ先：八女市役所矢部支所
盆踊り・花火大会その他
TEL：0943-47-3111

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

熊本県

市房ダム

平成29年7月下旬
～8月上旬

主催：水上村役場教育課
問い合わせ先：水上村役場教育課
TEL：0966-44-0333

水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp

松山河川国道事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/

愛媛つなぐえひめ国体・えひめ大会実行委員会
【愛媛つなぐえひめ国体】
（愛媛県えひめ国体推進局国体総務企画課）
第72回国民体育大会
9月30日～10月10日
〒790-8570 松山市一番町四丁目4-2
（競技種目：ボート）
TEL 089-947-5470

http://www.ehimekokutai2017.jp/

主催：仁淀川町茶霧湖まつり実行委員会
問い合わせ先：仁淀総合支所地域振興課
TEL:0889-32-1113

仁淀川町
http://www.town.niyodogawa.lg.jp/life/life
_dtl.php?hdnKey=780

茶霧湖祭り（降雨体験）

主催・問い合わせ先：中筋川総合開発工事事務 【なかすじ川ダムの日】
中筋川総合開発工事事務所
所管理課
ダム見学会、噴水、洗浄放水、堤体と噴水の夜間ライト http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji
TEL：0880-66-2501
アップ
/

【ふるさと塾（カヌー体験）】
地元小学生を対象としたイベント内でのカヌー体験

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

見学ダム

開催時期

熊本県

市房ダム

平成29年8月
日程調整中

熊本県

市房ダム

通年

熊本県

緑川ダム

夏休み期間中

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

ＨＰアドレス

主催：水上村若者サークル「桜友会」
問い合わせ先：水上村役場教育課
TEL：0966-44-0333

【恋活inみずかみ】
水上村役場
村内若者サークル「桜友会」主催による婚活イベント内
http://www.vill.mizukami.lg.jp
でのカヌー体験

主催：水上村観光協会
問い合わせ先：水上村観光協会
TEL：0966-46-0800

【市房湖でのカヌー学校】
カヌー体験

主催：美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター
【バナナボート＆カヌー体験会】
問い合わせ先：美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター
ダム湖でバナナボート＆カヌーの体験会を開催
TEL：０９６４－４８－０５４６

水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp

美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター
http://bg.town-misato.com/

主催：2017竜門ダムフェスタ・感謝祭実行委
員会
問い合わせ先：菊池市役所土木課
TEL：0968-25-7241

竜門ダム管理支所
【竜門ダムフェスタ】
http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/
ダム見学、ヤマメのつかみ取り、ブラックバス釣り上げ
大会、特産市と屋台、子供用プール
菊池市役所
【竜門ダム感謝祭式典】
http://www.city.kikuchi.lg.jp/

熊本県

竜門ダム

平成29年7月23日

大分県

大分川ダム

平成29年7月,8月,9月

主催：大分川ダム工事事務所
問い合わせ先：大分川ダム ななせ館
TEL:097-586-4491

【大分川ダムサファリパーク】
大分川ダム工事見学バスツアー

鹿児島県

鶴田ダム

平成２９年７月３０日
（予定）

主催：鶴田ダム管理所、川内川河川事務所
問い合わせ先：鶴田ダム管理所
TEL：０９９６-５９-２０３０

ダム見学

川内川河川事務所
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/
鶴田ダム管理所
http://www.qsr.mlit.go.jp/turuta/

鹿児島県

鶴田ダム

平成29年7月29日

主催、問い合わせ先：鶴田ダム管理所管理係
TEL：0996-59-2030

【夏休み鶴田ダム見学会】
ダム見学、工事見学

鶴田ダム管理所
http://www.qsr.mlit.go.jp/turuta/

主催：大保ダムまつり実行委員会
問い合わせ：大宜味村企画観光課
TEL：0980-44-3007

【第８回 大保ダムまつり】
湖面カヌーツアー、ダム堤内見学会、学習の川遊び、
キャンドルナイトinサーベイ、森に学ぼうin大宜味村、
陶芸教室等
※ キャンドルナイトは大宜味村塩屋湾内

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mor
i_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_t
o_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/
event.html
沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mor
i_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_t
o_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/
event.html

沖縄県

沖縄県

大保ダム

福地ダム

平成29年7月8日

平成29年7月16日

主催：福地ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：東村役場 企画観光課
TEL：0980-43-2265

【福地ダム夏休み自然体験会】
自然観察船、カヌー体験、ダム施設見学、福地川川遊
び、ザリガニ釣り体験等

主催：金武ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：実行委員会事務局
TEL：098-968-6262

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mor
【第３回 金武ダムまつり】
i_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_t
カヌー体験、ダム湖面遊覧、水牛体験、ステンドグラス o_mizuumi.html
工作、ダム施設見学・漆喰シーサー作り体験等
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/
event.html

沖縄県

金武ダム

平成29年7月23日

沖縄県

倉敷ダム

平成29年8月6日

沖縄県

漢那ダム

大分川ダム工事事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/bosyu
safari.html

主催：倉敷ダムまつり実行委員会
【倉敷ダムまつり】
問い合わせ先：沖縄市役所 建設部 建築・公
ダム資料館などの案内、祭りイベントその他(広場利用に
園課 公園係
よる遊具ｺｰﾅｰ,体験ｺｰﾅｰ,舞台ｲﾍﾞﾝﾄ)
TEL：098-939-1212（内線2667）

-

平成29年7月30日

主催：漢那ダムまつり実行委員会
お問い合わせ先：宜野座村役場 観光商工課
TEL：098-968-5125

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mor
【第２４回漢那ダムまつり】
i_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_t
カヌー体験、漢那ダムまるごと体験ツアー、親子木工教
o_mizuumi.html
室、風車工作コーナー、宜野座村観光協会体験イベント
北部ダム統合管理事務所
コーナー等
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/
event.html

【安波ダムくいなまつり】
ダム湖面遊覧、ダム施設見学、ジャングルカヌー、
やんばる材木工作り体験、森林ガイドウォーク、移
動やんばる森のおもちゃ美術館等

沖縄県

安波ダム

平成29年9月23日

主催：安波ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：国頭村企画商工観光課
TEL：0980-41-2101

沖縄県

羽地ダム（終了）
大保ダム
福地ダム
金武ダム
漢那ダム
安波ダム

平成29年5月6日～
平成29年9月23日

主催：「森と湖に親しむ旬間」連絡会議
問い合わせ先：沖縄総合事務局開発建設部流域
調整課
ＴＥＬ ：098-866-1913

沖縄県

福地ダム
新川ダム
安波ダム
辺野喜ダム
譜久川ダム
大保ダム
羽地ダム
漢那ダム
金武ダム

平成29年3月29日～
平成29年9月30日

沖縄県

漢那ダム
羽地ダム

平成29年8月9日

【ダムまつりスタンプラリー】
スタンプラリー対象６ダムまつり会場でもらえるスタン
プを４つ以上集めると、沖縄観光インフラカードホル
ダーがもらえます。さらに対象6ダム全てのダムまつり
を制覇したらコンプリート認定証を授与します。

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mor
i_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_t
o_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/
event.html

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mor
i_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_t
o_mizuumi.html

【やんばる9ダムスタンプラリー】
主催：北部ダム統合管理事務所 流域対策課
北部ダム統合管理事務所管理のやんばる９ダムを巡りス 北部ダム統合管理事務所
問い合わせ：北部ダム統合管理事務所 流域対
タンプ９個全て押すと、スタンプラリー限定オリジナル http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/
策課
カードまたは選べるダムバックヤード体験ツアー券をプ event.html
ＴＥＬ ：0980-53-2442
レゼント

主催：北部ダム統合管理事務所 流域対策課
【夏休み親子ダム環境体験学習会】
問い合わせ：北部ダム統合管理事務所 流域対
漢那ダム見学、親子レクリエーション、ミニ講座、川の
策課
生き物観察会
ＴＥＬ ：0980-53-2442

―

