4月から6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

北海道

札内川ダム

平成30年7月1日

北海道

二風谷ダム

青森県

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

WEBサイト

札内川ダム管理支所
TEL：0155-69-4666

【札内川ダム20周年記念行事】
ダム見学、発電所見学、水質調査体験など

http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/satsudam_h
p/index.htm

平成30年5月上旬

室蘭開発建設部 二風谷ダム管理所
TEL：01457-2-4262

にぶたに湖周辺自然観察会・春

http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/

浅瀬石川ダム

平成30年
4月28日～5月6日

岩木川ダム統合管理事務所
浅瀬石川ダム管理支所
TEL：0172-54-8782

ダムライトアップ

http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J72401
/index.html

青森県

浅瀬石川ダム

平成30年
5月12日～13日

岩木川ダム統合管理事務所
浅瀬石川ダム管理支所
TEL：0172-54-8782

クレストゲートからの放流

http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J72401
/index.html

青森県

津軽ダム

平成30年
4月28日～5月6日

岩木川ダム統合管理事務所
TEL：0172-85-3035

津軽ダムライトアップ

http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/

秋田県

成瀬ダム

平成30年6月上旬

成瀬ダム工事事務所調査設計課
TEL：0182-23-8438

【成瀬ダム特別見学と山菜まつり】
ダム建設現場内での特別見学を東成瀬村夢なるせ直売所で
行われる山菜まつりと同時開催。

http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/index.h
tml

岩手県

四十四田ダム

平成30年4月29日

北上川ダム統合管理事務所管理第二課
TEL：019-643-7972
(主催：四十四田ダムさくらまつり実行委員会)

【四十四田ダムさくらまつり】
ダム見学、湖面巡視体験、ステージショー、
フリーマーケット

http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato

岩手県

御所ダム

平成30年
4月28日～29日

雫石商工会
TEL：019-692-3321
(主催：御所湖inしずくいし桜まつり実行委員会)

【御所湖inしずくいし桜まつり】
・中川愛子ショー
・雫石商工会女女性部による踊り
・チャグチャグ馬コが来る

http://www．
Shokokai.com/shizukuishi/index.html

岩手県

御所ダム

平成30年4月30日

雫石町
TEL：080-5551-9611
【雫石園地ウォーキング＆ミニマラソン大会】
TEL：090-2365-7137
コース 野菊公園→野菊通り散策路→雫石川園地
(主催：雫石園地ウォーキング＆ミニマラソン大会実行委員 参加費 大人1000円 小中学生500円
会)

岩手県

田瀬ダム

平成30年4月下旬

田瀬ダム水源地域ビジョン推進協議会
TEL：0198-44－5211
(主催：田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会実行委員会)

岩手県

田瀬ダム

平成30年6月24日

遠野市役所産業振興部商工観光課
TEL：0198－62－2111
(主催：東北馬力大会馬の里遠野大会実行委員会)

岩手県

湯田ダム

平成30年
4月21日～22日

宮城県

釜房ダム

秋田県

玉川ダム

【第６回 田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会(予定)】
田瀬湖周辺においてゴミ拾いを行う他、ごみをテーマとした
川柳大会を開催

【第4３回東北馬力大会馬の里遠野大会】
田瀬湖上流の柏木平地区にて、直線１５０ｍのコースを
人馬一体となって疾走し技量を競う馬力大会を開催

http://www．Town.shizukuishi/iwate.jp/

http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html

http://www.tonojikan.jp/event/0626-2/

湯田ダム管理支所、西和賀町、西和賀町観光協会
TEL:0197-74-2011 , 0197-82-3290 , 0197-811135
【錦秋湖スプリング放流inにしわが2018】
(共催：北上川ダム統合管理事務所湯田ダム管理支所、西和 クレストゲート点検放流、ダム見学、取水塔見学等
賀町、西和賀町観光協会、（株）西和賀産業公社、企業
局、東北自然エネルギー（株）)

今後WEBサイトに掲載予定

平成30年
4月中旬～5月上旬

釜房ダム管理所
TEL：0224-84-2171

鯉のぼり掲揚

http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

平成30年5月中旬

玉川ダム管理所
TEL：01８７-４９-2１７０

【みちのく桜放流 in 玉川】
玉川ダムでは例年４月末から５月上旬にかけて雪解け水が流れ
込んでくる時期（桜が咲く時期）にダム湖の水位を維持するた http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/
め、ダムからの放流を実施します。春とともにダム放流と宝仙
湖をお楽しみいただけます。

山形県鶴岡市朝日庁舎産業課・総務企画課
TEL：0235-53-2111
共催：山形県庄内総合支庁建設部荒沢ダム管理課
TEL：0235-55-2021
(主催：第33回タキタロウまつり実行委員会)

【第33回タキタロウまつり】
（主会場）魚のつかみどり、カヌー・ダッキースクール・
ボート遊び、ツリークライミング、スラックライン体験、
森のおんがくかい、森のクラフトコーナー、地元語り部による http://www.tsuruokakanko.com/cate/p044
お話し会、寿岡発電所見学会、展示コーナー、パン焼き体験、 1.html
山菜直売・朝日地域特産品販売
（荒沢ダム）ダム施設見学（管理用トンネル探検）、
資料室開放、ダム湖（荒沢湖）水域及び周辺の開放

山形県

荒沢ダム

平成30年5月27日

山形県

月山ダム

平成30年5月下旬

山形県

白川ダム

平成30年5月13日

山形県

白川ダム

平成30年5月13日

飯豊町商工観光課観光交流室
TEL：0238-72-３111
最上川ダム統合管理事務所 白川ダム管理支所
TEL：0238-7５-２１３１
(主催：白川ダムビジョン推進会議)

【白川湖体験巡視】
白川ダム巡視船に乗って、巡視を体験し、満水の白川湖・残雪
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/
の飯豊山・新緑のヤナギが水中に浮かぶ、この景色を湖面から
楽しむ体験です。参加申込受付は当日のみ。

山形県

白川ダム

平成30年5月13日

主催:山形県 源流の森
問い合わせ先：山形県 源流の森
TEL：0238-7７-２０７７

【源流の森オープニングイベント】
○ 木のぼりツリーイングに挑戦 〇きのこの植菌体験
○ 森の恵み抽選会（森の恵みをゲットしよう！）
○ 緑のプレゼント 13:00～ 西洋シャクナゲ〔200本〕
12:00～引換券を配布します○ 木工クラフト ○陶芸体験
○冒険体験 ○森の屋台

http://www.ymidori.or.jp/genryu/

福島県

三春ダム

平成30年6月10日

三春交流館「まほら」内
TEL：0247 -62-3837
(主催：さくら湖マラソン大会実行委員会)

【さくら湖マラソン大会】

http://www.town.miharu.fukushima.jp

福島県

三春ダム

平成30年
4月21日～22日

三春ダム管理所 管理係
TEL：0247-62-3145
(主催：三春ダム20周年記念事業実行委員会)

【点検放流見学会】

http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/

鶴岡市朝日庁舎産業課・総務企画課
TEL：0235-53-2111
(主催：タキタロウまつり実行委員会)

全国白川ダム湖畔マラソン大会事務局
TEL：0238-72-３111
(主催:飯豊町)

魚の掴みどり、カヌー体験、木工クラフト体験、など

今後WEBサイトに掲載予定

【全国白川ダム湖畔マラソン大会】
飯豊連峰の豊かな自然の中行われる本大会は、今年で3５回目
を迎え、白川ダム湖を臨む周辺道路に設定された10㎞・5㎞・ http://www.town.iide.yamagata.jp/index.html
2㎞のコースでタイムを競います。開催日は例年5月の第2週目
の日曜日、参加申込受付は3月中旬～4月上旬まで。

4月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況

栃木県

①中禅寺ダム
②三河沢ダム
③西荒川ダム
④塩原ダム
⑤寺山ダム
⑥東荒川ダム
⑦松田川ダム
⑧深山ダム
⑨板室ダム
⑩小網ダム
⑪庚申ダム
⑫佐貫頭首工

問い合わせ先
①～⑦
栃木県県土整備部砂防水資源課
TEL 028-623-2565
平成30年
4月1日～6月30日

⑧～⑨
栃木県農政部農地整備課
TEL 028-623-2359

ディスティネーションキャンペーン（ＤＣ）期間限定のダム
カード及びダムカードホルダー配布

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/originaldamcard.html

湯けむりマラソン全国大会

http://www.siobara.or.jp/marathon.htm

⑩～⑫
栃木県企業局電気課
TEL 028-623-3829

栃木県

塩原ダム

平成30年5月13日

栃木県

塩原ダム

平成30年
5月8日～31日

栃木県

板室ダム

平成30年
4月14日～11月18日

栃木県

小網ダム

千葉県

塩原温泉観光協会内 塩原温泉湯けむりマラソン大会事務
局
ＴＥＬ：0287-32-2512
(主催：NPO法人 塩原温泉観光協会)
塩原温泉観光協会
ＴＥＬ：0278-32-4000
(主催：ＮＰＯ法人塩原温泉観光協会)

塩原妙雲寺ぼたん祭り

http://www.siobara.or.jp/botan.htm

板室ダム湖カヌー体験ツアー事務局
TEL：0287-69-1168
(主催：黒磯観光協会)

【板室ダム湖カヌー体験ツアー2018】
板室ダム湖を周遊する、約２時間の初心者向けカヌー体験
ツアー

平成30年
4月6日～15日

日光市観光協会
TEL：0288-22-1525

【鬼怒川温泉夜桜まつり】
鬼怒川温泉護国神社・温泉神社の桜を期間中毎日ライトアッ
プし、ぼんぼりに照らされた幻想的な夜桜を楽しめます。期間 https://www.tochigiji.or.jp/event/6420/
中の土曜日曜には、神楽殿で和楽器の演奏や芸妓の踊りを披露
するほか、出店も予定しています。

亀山ダム

平成30年5月3日

亀山・片倉ダム管理事務所
TEL：0439-39-2400

【亀山ダム特別放流】
観光放流及び施設内見学を2回実施予定

千葉県

高滝ダム

平成30年4月8日

高滝湖観光企業組合
TEL：0436-98-1277

[高滝湖オープントーナメント]
ラージマウスバスを対象としたルアーフィッシングの
釣り大会。

http://www.chuokai-chiba.or.jp/takatakiko/

千葉県

高滝ダム

平成30年4月22日

高滝神社
TEL：0436-98-0472

[高瀧神社春季例大祭（花嫁祭り）]
一年間に結婚した花嫁が花嫁姿で参拝します。稚児行列も
同時に行われます。

今後WEBサイトに掲載予定

千葉県

高滝ダム

平成30年
4月22日～6月10日

南千葉チャプター

[南千葉チャプター]
ラージマウスバスを対象としたルアーフィッシングの
釣り大会。

http://www.chuokai-chiba.or.jp/takatakiko/

千葉県

高滝ダム

平成30年
5月3日～6日

いちはらアート×ミックス実行委員会
TEL：0436-50-1160

[アートいちはら2018春]
都心から1時間、里山が舞台の芸術祭

http://ichihara-artmix.jp/

千葉県

長柄ダム

平成30年4月1日

長柄ダム桜まつり実行委員会
事務局（長柄町産業振興課）
TEL：0475-35-4447

【2018長柄ダム桜まつり】
長柄ダム周遊スタンプラリー、よさこい演舞、
ジャンケン大会、もち投げ
【第12回千葉和太鼓まつり】同時開催

http://www.water.go.jp/kanto/bouso/01shi
nchaku/event/20180226/20180226_nag
aradamusakuramaturi-chirashi.pdf

平成30年5月12日

水資源機構 沼田総合管理所
TEL：0278-22-5711

群馬県

奈良俣ダム

【放流を伴う洪水吐ゲートの点検】
大雨の時期を迎えるにあたり、ダムの放流設備
（洪水吐きゲート）が安全に作動することを確認する。
開始時刻：1１時００分～

http://www.kuroiso-kankou.org/canoe/

http://www.pref.chiba.lg.jp/dkameyama/kameyama/event.html

http://www.enjoy-minakami.jp/
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

※荒天時、ダム貯水状況等、ダム管理上の都合により、放流を http://www.water.go.jp/kanto/numata/
伴うゲートの点検を急遽中止する場合があります。

群馬県

矢木沢ダム

平成30年5月13日

【放流を伴う洪水吐ゲートの点検】
大雨の時期を迎えるにあたり、ダムの放流設備
（洪水吐きゲート）が安全に作動することを確認する。
開始時刻：1１時３０分～ １３時００分～

水資源機構 沼田総合管理所
TEL：0278-22-5711

http://www.enjoy-minakami.jp/
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

※荒天時、ダム貯水状況等、ダム管理上の都合により、放流を http://www.water.go.jp/kanto/numata/
伴うゲートの点検を急遽中止する場合があります。

群馬県

奈良俣ダム

平成30年7月下旬

みなかみ町観光協会
TEL：0278-62-0401
(主催：利根川源流まつり実行委員会)

（一社）みなかみ町観光協会
TEL：0278-62-0401
群馬県

藤原ダム
矢木沢ダム
奈良俣ダム

平成30年
5月12日～13日

国土交通省利根川ダム統合管理事務所管理課
TEL：027-251-2021
水資源機構 沼田総合管理所
TEL：0278-22-5711

群馬県

薗原ダム

平成30年5月20日

管理課

老神温泉観光協会
TEL：０２７８-３６-３０１３
利根川ダム統合管理事務所管理課
TEL：０２７-２５１-２０２１

【利根川源流まつり】
体験メニュー（ならまた湖巡視体験･ダム堤体見学、
カヌー体験･ネイチャークラフト等）
ステージイベント（利根川源流讃歌･コンサート等）
地元特産物の出店

【みなかみ３ダム春の点検大放流】
みなかみ町の奥利根地域にある、３つのダム
（藤原・矢木沢・奈良俣ダム）では、年に一度、洪水期を
迎える前にダムの放流設備が安全に作動するか確認するため
「点検放流」が行われます。
普段見られない場所の見学や地域イベントも予定されており
ますので、皆さんお楽しみに！

【薗原湖堰堤まつり】
薗原ダムクレストゲートからの点検放流見学、ダム天端の
市道を開放したおもてなしイベント

http://genryumaturi.com/
http://www.water.go.jp/kanto/numata/

http://www.enjoy-minakami.jp/
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/
http://www.water.go.jp/kanto/numata/

http://www.oigami.net/cal.html
http://www.ktr.go..jp/tonedamu/

(主催：薗原ダム水源地域ビジョン実行委員会)

群馬県

相俣ダム

平成30年
5月26日～27日

問い合わせ先：猿ヶ京温泉観光情報協会
TEL:0278-25-4777
(主催：猿ヶ京温泉観光情報協会)

群馬県

相俣ダム

平成30年
4月下旬～5月末

問い合わせ先：猿ヶ京温泉観光情報協会
TEL:0278-25-4777
(主催：猿ヶ京温泉観光情報協会)

【赤谷湖Eボート大会201８】
5月2６日 土曜日 【自然満喫レース】
5月2７日 日曜日 【スプリントレース】
毎年５月最終の土日、赤谷湖でEボート大会が盛大に開催
されます。
県内外から約３００人が集い、２日間で自然満喫レース、
スプリントレースを競います。
お昼は会場にてバーベキューを楽しんだり、各種イベントも
たくさん！

【赤谷湖新緑そよ風鯉のぼり 】
毎年４月後半〜５月末まで赤谷湖上を鯉のぼりが元気に
泳ぎます。
使われなくなった鯉のぼりを有志で集め、再利用して
おり湖の湖面を泳ぐ姿は毎年の観光名物となっております。
湖、桜、鯉のぼり、新緑、カヤック・・・の見事な競演を
お楽しみください。

https://sarugakyo-navi.jp/event/e-boat

https://sarugakyo-navi.jp/event/koinobori

4月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況

群馬県

薗原ダム

平成30年
5月11日～12日

群馬県
埼玉県

下久保ダム

平成30年6月24日

埼玉県

浦山ダム

平成30年
3月30日～31日
4月6日～7日

埼玉県

浦山ダム

平成30年
4月6日～7日

埼玉県

浦山ダム

老神温泉観光協会
TEL:0278-56-3013

「老神温泉大蛇まつり」
老神温泉の開祖といわれる大蛇を御輿に仕立て温泉街を練り歩
く祭り。
その昔、赤城の神様が蛇に姿をかえ、日光二荒山の神ムカ
デと領地争いをしました。戦場ヶ原で戦い、赤城の神様は敵の
矢に傷つきこの地まで逃げ帰り、休み弓を地上にさすとそこか http://kankou.sakura.ne.jp/oigami/daijya/
ら温泉が噴きだし、その温泉で矢傷を癒すとたちどころに直
り、追ってきた敵を追い返したという。そこから「追い
神」・・「おいがみ」・・「老神」という地名になったとい
う。 老神を発見したのにちなみ、毎年５月上旬に蛇御輿でお
祝いをする。大きな蛇を担ぎ温泉街を練り歩く。

下久保ダム管理所
TEL：0274-52-2746
【下久保ダム５０周年記念行事】
(主催：下久保ダム管理所、神流川流域きらり☆にぎわい観 ダム見学、点検放流、特産品の販売、お楽しみ抽選会
光会議)

今後WEBサイトに掲載予定

秩父市荒川支所地域振興課
TEL：0494-54-2114

【青雲寺しだれ桜のライトアップ】
青雲寺に植えられた約30本の桜の木の中で、ひときわ目を引
く樹齢600年のしだれ桜がライトアップされます。
青雲寺から浦山ダムまで徒歩で10分程度。
時間：18：00～20：30

水資源機構 荒川ダム総合管理所
ＴＥＬ：0494-23-1431

【浦山ダムライトアップ】
青雲寺のしだれ桜のライトアップと合わせて楽しむことが
できます。
時間：18：00～21：00

平成30年4月8日

秩父漁業協同組合
TEL：0494-22-0460

【第4回大物釣り選手権in秩父CUP】
荒川本川（秩父公園橋上流）での釣り大会
会場から浦山ダムまで車で15分程度。

【秩父いってんべぇウォーキング 2Days】
全8コースのうち1つのコースを「荒川しだれ桜・浦山ダム内
同実行委員会事務局（秩父市観光課内）
部見学コース」として、浦山ダム内部を通るコース（約100ｍ
TEL：0494-25-5209
https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_walk/597
のエレベーターあり）を設定しています。ダム498段の階段を
(主催：秩父いってんべぇウォーキング２Days実行委員会)
登るコースも選択可能です。ダムの解説や、ダムカードの配布
もあります。

埼玉県

浦山ダム

平成30年4月8日

埼玉県

浦山ダム

平成30年
4月13日～5月6日

秩父市観光課
TEL：0494-25-5209
(主催：芝桜まつり実行委員会)

https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_flower/2159
/

http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/inde
x.html

https://navi.city.chichibu.lg.jp/

【芝桜まつり】
秩父市街地を一望できる羊山公園に、関東でも有数の規模を誇
https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_flower/1808
る秩父の新名所「芝桜の丘」があります。
/
まつりの期間中、芝桜の丘の隣では秩父の特産市が開かれるほ
か、まちなかでも各種のイベントが催されます。

【進撃の浦山ダム ～第七章～】
痛車ミーティング、コスプレイベント、音楽会などの複合
イベントです。
時間：10：00～16：00
※当日限定で浦山ダム見学会（午前の部10：30～11：30
午後の部13：00～14：00）を実施します。

https://www.chichibu.events/

相模川水系ダム管理事務所管理課
TEL：042-782-2831

【城山ダム見学会】
DVD上映、情報管理室見学、ダム見学（展望台、監査廊、
背面通路）等

http://www.pref.kanagawa.jp/div/3010/
（URLについては変更の可能性あり）

宮ケ瀬水の郷観光協同組合
TEL： 046-288-1223
FAX：046-205-3777
清川村産業観光課
TEL：046-288-3864
FAX：046-288-1909

【宮ヶ瀬さくらまつり】
lhttp://www.miyagase.com/sakura.htm
吉野桜をはじめとする1,000本の桜が華やかに咲き乱れ、園地
内に架かる全長315メートルの宮ケ瀬水の郷大つり橋などを背
http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/eve
景にした絶景がご覧いただけます。また、宮ケ瀬水の郷商店街
nt/1067.htm
では、皆さんにご参加いただけるイベントも開催します。

秩父商業青年経営者研究会・秩父サブカチャー実行委員会
（び～んず）

埼玉県

浦山ダム

平成30年4月22日

神奈川県

城山ダム

平成30年6月上旬

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成30年
4月7日～15日

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成30年4月29日

愛川町観光協会（愛川町商工観光課内）
TEL：046-285-2111
(主催：あいかわ公園つつじまつり実行委員会)

【あいかわ公園つつじまつり】
40種、4万4千本を越えるツツジが満開の会場「県立あいかわ 愛川町観光協会：http://www.aikawa公園」で、楽しいゲーム、各種体験教室や地元生産品の販売な kankoukyoukai.jp/index.html
ど、たくさんの催しがあります。宮ヶ瀬ダムにて観光放流も実 あいかわ公園：http://www.aikawa-park.jp/
施予定。

新潟県

三国川ダム

平成30年
4月下旬～11月下旬

三国川ダム管理所
TEL：025-774-3-3015

【「ダムの中」を探検!!】
ダム点検用トンネル（監査廊）の見学

徳山ダム

平成30年
5月27日,
6月2日,17日,
7月7日22日,
8月11日,19日,
9月1日,23日,
10月13日,28日,
11月4日

岐阜県

岐阜県

徳山ダム

平成30年
5月3日～5日

岐阜県

徳山ダム

平成30年
6月23日,11月3日

三重県

蓮ダム

平成30年5月下旬

三重県

君ヶ野ダム

平成30年4月8日

三重県

比奈知ダム

平成30年
4月下旬～5月上旬

京都府

大野ダム

平成30年
4月7日～15日

京都府

日吉ダム

平成30年
6月2日～3日

揖斐川町役場 水源地域ビジョン推進事務所
TEL：0585-52-0166

揖斐川町役場 水源地域ビジョン推進事務所
TEL：0585-52-0167

生命の水と森の活動センター
ＴＥＬ：0585-52-0166
(主催:生命の水と森の活動センター協議会)

http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html

【徳山湖自然環境観察会を開催】
連絡船「とくまる」に乗り、徳山湖周辺の緑豊かな山々などを
観察することができます。
受付場所 岐阜県揖斐郡揖斐川町開田 「徳山会館」下
今後WEBサイトに掲載予定
※天候により出航を中止させて頂く場合があります。
晴天でも、風が強く波が高い場合は、船が揺れ大変危険なため
中止となる場合があります。

【春の徳山ダムで観光放流を行います】
徳山ダムでは、新緑のシーズンに合わせ、洪水吐きゲートから
の放流がおこなわれます。
放流に用いるゲートは、常用洪水吐きゲートと呼ばれているも
ので、洪水調節をおこなう際に使用されます。
今後WEBサイトに掲載予定
普段は、洪水吐きゲートからの放流は見ることができません。
この機会にぜひおでかけください。
※観光放流の期間中は、徳山ダムサイト公園駐車場は利用でき
ません。藤橋城駐車場(鶴見)および徳山会館駐車場(開田)から
のシャトルバスをご利用ください。
【徳山ダム上流に「実のなる木を植えよう大作戦」】平成17
年度から2９年度に実施した実のなる木（クリ、コナラ、オニ
グルミ、トチノキ、ミズナラ、ブナ）の植樹地の下草刈り又は http://www.inochinomizutomori.or.jp/
苗木の植樹を行うとともにシカ、ノウサギなどによる「食害防
止カバー」を設置する。

蓮ダム管理所
【春の山歩き】
TEL：0598-45-0371
蓮ダム流域内の山歩きを予定
(主催：水資源地域ビジョン推進会議25 周年事業実行委員
会)

http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/

君ヶ野ダム公園桜まつり実行委員会
TEL：059-262-3014

【君ヶ野ダム公園桜まつり】
ステージショー

水資源機構 比奈知ﾀﾞﾑ管理所
TEL：0595-68-7111

「鯉のぼり掲揚」
比奈知ダムでは、毎年4月下旬から5月上旬にダム湖周辺に地 http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/hi
元の皆さまからいただいた「鯉のぼり」を掲揚しますのでダム nati.htm
の上空を泳ぐ鯉のぼりが見られます。

美山町大野振興会
TEL：0771-75-9110
(主催：大野ダムさくら祭り実行委員会)

天若湖アートプロジェクト実行委員会

http://www.tsukanko.jp/event/362/

【第３３回大野ダムさくら祭り】
花火打ち上げ、じゃんけん大会、太鼓披露、フォークグループ http://www.kyoto.zaq.jp/miyama_oono/
演奏、吹奏楽演奏、特産品販売 ほか

【天若湖アートプロジェクト２０１８】
https://www.facebook.com/AmawakakoArt
ダム湖に沈んだ５つの村の広がりをあかりで蘇る、全長４㎞に
Project
わたる巨大なインスタレーションです。

4月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況

兵庫県

一庫ダム

平成30年5月12日

http://www.water.go.jp/kansai/hitokura/ind
ex.html

一庫ダム管理所
TEL：072-794-6671

【一庫ダム非常用洪水吐きゲート点検放流】
クレストゲートからの点検放流
能勢電鉄(株)のハイキングツアーと同時開催

有限会社 志津の里
TEL：0854-73-0088

【新緑祭】
杵つき餅・炭火焼き やまめの塩焼き等の屋外販売。

飯南町役場 地域振興課
TEL：0854-76-2864
（主催：第２7回 東三瓶ポピー祭実行委員会）

【第２７回東三瓶ポピー祭】
ステージイベント、志津見ダム見学会、飯南町の特産品の販
今後WEBサイトに掲載予定
売・食事、国土交通省・島根県治水事業のＰＲコーナー（パネ
ル展示）

島根県高体連ボート専門部
ＴＥＬ：0852-27-3700

【中国高校ボート選手権島根県予選】
ダム貯水池でのボート競技の予選

http://noseden.hankyu.co.jp/hiking/schedule
/855a96646dc95f3/detail.html

島根県

志津見ダム

平成30年
5月3日～5日

島根県

志津見ダム

平成30年6月10日

島根県

尾原ダム

平成30年
4月20日～21日

島根県

尾原ダム

平成30年4月22日

雲南市三刀屋文化体育館アスパル
ＴＥＬ：0854-45-9222

【第６回さくらおろち湖トレイルランニングレース】
http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/ka
ダム周辺のトレイルランニング。ロングコース27km、ショー
nkou/event/trailrunningrace_2018.html
トコース15km。

島根県

尾原ダム

平成30年4月29日

島根県自転車競技連盟

【島根県高校自転車競技選手権大会】
ダム周辺道路での自転車競技大会

今後WEBサイトに掲載予定

島根県

尾原ダム

平成30年5月13日

斐伊川さくらボート協会
ＴＥＬ：090-8065-7017

【第７回さくらおろち湖お花見レガッタ】
ダム貯水池でのレガッタ大会

今後WEBサイトに掲載予定

島根県

尾原ダム

平成30年5月13日

さくらおろち湖ウォーク大会実行委員会事務局
ＴＥＬ：0854-48-9050

【第６回さくらおろち湖ウォーク大会】
ダム周辺のウォーキング

http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/ka
nkou/event/sakuraorochiko_walk_2018.htm
l

島根県

尾原ダム

平成30年
5月25日～26日

島根県高体連ボート専門部
ＴＥＬ：0852-27-3700

【島根県高校総体ボート競技】
ダム貯水池でのボート競技

今後WEBサイトに掲載予定

島根県

尾原ダム

平成30年5月27日

島根県自転車競技連盟

【島根県高校自転車競技選手権大会】
ダム周辺道路での自転車競技大会

今後WEBサイトに掲載予定

島根県

尾原ダム

平成30年6月3日

【スプリントトライアスロン大会】
ダム貯水池、周辺道路でのトライアスロン大会

今後WEBサイトに掲載予定

島根県

尾原ダム

平成30年6月10日

【中国地域自転車競技選手権大会】
ダム周辺道路での自転車競技大会

今後WEBサイトに掲載予定

島根県

尾原ダム

平成30年
6月16日～17日

島根県ボート協会

【国体県予選ボート大会】
ダム貯水池でのボート競技

今後WEBサイトに掲載予定

島根県

山佐ダム

平成30年4月15日

山佐交流センター
TEL：0854-35-0129
(主催：山佐ダム体験交流施設管理組合（NPO法人やまび
こ）)

第９回

島根県

山佐ダム

平成30年4月29日

島根県

山佐ダム

平成30年6月3日

広島県

温井ダム

広島県

Yamasa Club
TEL：0854-35-0129
yamasaclub@gmail.com

山佐ダム

やまびこ桜杯

グラウンドゴルフ大会

今後WEBサイトに掲載予定

今後WEBサイトに掲載予定

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

山奥のたのしい課外授業 ※ライブステージ、お食事（カ
レー、蕎麦、ラーメン等）、ショップ（雑貨・子供服等）

https://www.facebook.com/yamasaclub.kagai

山佐交流センター
TEL：0854-35-0129
(主催：山佐ダム体験交流施設管理組合（NPO法人やまび
こ）)

第１１回

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

平成30年6月17日

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

【2018 龍姫湖アクアスロンin温井ダム】
温井ダム龍姫湖を水泳（スイム）1..6kmスイムと温井ダム周
辺の長距離走（ラン）11kmを続けて行う複合耐久競技アクア https://ryukiaqua.wixsite.com/nukuidam
スロン ＆ パドル（カヤック、SUP,、ラフトボート）を
使って龍姫湖1.6kmで競争するパドラーズカップを実施。

温井ダム

平成30年
4月中旬～5月下旬

温井ダム管理所
TEL：0826-22-1501

【温井ダム水位低下放流】
温井ダムでは、毎年６月１１日～１０月２５日までの期間を
「洪水期」として定めていおり、梅雨前線や台風によって発生 http://www1.cgr.mlit.go.jp/nukui/
する洪水を貯留するためにダムの管理水位をあらかじめ下げる
ため、中位標高放流設備からの放流を行っている。

広島県

椋梨ダム

平成30年4月15日

三原市大和町自治振興連合会
【第13回大和町健康ウオーキング】 白竜湖畔健脚自慢コー
TEL：0847-33-0223（月・水・金）
ス・白竜ドーム周辺お花見コー ス，“身近なしぜんや文化を
携帯：080-6348-5660
歩いて発見”
参加申込期間：平成30年年3月1日（木）～4月9日（月）

広島県

椋梨ダム

平成30年4月7日

徳島県

長安口ダム

平成30年5月

愛媛県

石手川ダム

愛媛県

山佐ダムやまびこ

グランド・ゴルフ大会

今後WEBサイトに掲載予定

白竜湖花火実行委員会
TEL：0847-33-0222
(主催：白竜湖花火実行委員会 )

全国有名花火師10社の花火がご覧いただけます。昼は花 見，
夜は花火をお楽しみ下さい。「道の駅よがんす白 竜」では，
今後WEBサイトに掲載予定
野外音楽イベント「YOGANSU YAON」を開催します。
（12:00～花火打ち上げ開始時間迄）

那賀川アフターフォーラム
TEL：0884-22-8100

【那賀川源流碑開き】
流域の安全祈願、上下流の小学生による交流会、源流碑周辺 今後WEBサイトに掲載予定
清掃活動、源流の水質調査（詳細未定）

平成３０年６月頃

石手川ダム管理支所
TEL：089-977-0021
(主催：石手川ダム水源地域ビジョン推進委員会)

【カジカガエルの観察会】
カジカガエルとホタルの観察

http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/

野村ダム

平成30年5月3日

四国せいよ朝霧湖マラソン大会事務局
TEL：0894-72-111７
(主催：
愛媛県西予市・西予市観光協会・四国せいよ朝霧湖マラソ
ン大会実行委員会)

第27回 四国せいよ 朝霧湖マラソン
ハーフマラソン、10kmロードレース
ゲストランナー：林竜之介
スペシャルサポーター：土佐礼子
こいのぼり架渡し（野村ダム）（4月下旬～5月上旬）

http://asagirikomarathon.com/

愛媛県

鹿野川ダム

平成30年5月中旬

大洲市肱川支所 地域振興課
TEL：0893－34－2311
(主催：鹿野川湖周遊企画部会)

ドラゴンボート大会
こぎ手8人、かじ取り1人、太鼓をたたく伴奏1人の合わせて
10人が1チームとなり、450メートルのコースで速さを競い
ます。（大洲市HPより）

愛媛県

新宮ダム

平成30年6月3日

霧の森本部事務局
TEL：0570-07-3111
(主催：株式会社やまびこ（霧の森本部）)

【霧の森お茶まつり】
新茶の即売、各種バザー及びギャラリー、茶そばわんこ
大会

http://www.city.ozu.ehime.jp/site/kanko/118
3.html

http://www.kirinomori.co.jp/

4月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況

愛媛県

富郷ダム

平成30年
6月中旬～下旬

嶺南公民館
TEL：0896-28-6069
(主催：嶺南あじさい会)

【嶺南あじさい観賞会】
あじさい鑑賞会、地域産品の即売会など

http://www.shikochu-kankou.jp/

香川県

内場ダム

平成30年4月上旬

香西釣具店
TEL：087-861-7993

バス釣り大会

今後WEBサイトに掲載予定

香川県

内場ダム

平成30年6月下旬

香西釣具店
TEL：087-861-7993

バス釣り大会

今後WEBサイトに掲載予定

高知県

中筋川ダム

平成30年
4月28日
5月26日
6月23日

中筋川総合開発工事事務所管理課
TEL：0880-66-2501

【なかすじ川ダムの日】
ダム見学会、洗浄放水、堤体の夜間ライトアップ

http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/

高知県

鏡ダム

平成30年4月1日

鏡ダム管理事務所
TEL：088-896-2437
(主催：鏡さくらまつり実行委員会)

【かがみ桜まつり】
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170106
さくらマーケット、カラオケタイム、ダム湖お花見舟、鏡ダム
1/
探検隊

福岡県

油木ダム

平成30年4月8日

福岡県添田町役場まちづくり課施策推進係
TEL：0947-82-1236
(主催：津野地域活性化実行委員会)

【油木ダム桜ウォーキング大会】
ダム湖周辺でのウォーキング大会
（地元物産の販売あり）

https://www.town.soeda.fukuoka.jp/

福岡県

牛頸ダム

平成30年4月15日

大野城いこいの森ロードレース大会事務局
TEL：092-503-9500
(主催：公益財団法人大野城市体育協会)

【第２７回大野城いこいの森ロードレース】
中長距離競走

http://www.onojosports.or.jp/eventjyouhou.html

福岡県

牛頸ダム

平成30年4月15日

大野城いこいの森ロードレース大会事務局
TEL：092-503-9500
(主催：公益財団法人大野城市体育協会)

【第２２回大野城市中学校対抗駅伝競走大会】
駅伝競走

今後WEBサイトに掲載予定

福岡県

日向神ダム

平成30年
3月下旬～4月初旬

八女市役所矢部支所 建設課産業観光係
TEL：0943-47-3111

やべ春まつり／日向神ダム周辺の千本桜

http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年4月1日

八女市役所矢部支所 総務課
TEL：094347-3111
(主催：八女･桜まつり健康マラソン大会実行委員会)

八女・桜まつり健康マラソン大会

http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年4月16日
～ 5月初旬

八女市役所黒木支所 産業経済課商工観光係
TEL：0943-42-1115

藤の花神酒召せの式典／黒木大藤まつり

http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年5月2日

八女市役所黒木支所 産業経済課商工観光係
TEL：0943-42-1115

献茶祭

http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年5月上旬

秘境杣の里渓流公園
矢部支所 建設課 産業観光係
TEL：0943-47-3000
(主催者：杣の里)

矢部村山系山開き

http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年5月下旬

八女市役所黒木支所 産業経済課
TEL：0943-42-1115

商工観光係

田代ホタル祭り

http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年6月3日

八女市役所黒木支所 産業経済課
TEL：0943-42-1115

商工観光係

八女茶山唄日本一大会

http://www.city.yame.fukuoka.jp

佐賀県

伊岐佐ダム

平成30年
6月2日～30日

H30予定イベント
あじさい祭り
・伊岐佐和太鼓 鼓響
・あじさい俳句
・あじさいフォトコンテスト
・JR九州ウオーキング など

http://www.karatsu-kankou.jp/events/detail/88

能古見公民館
TEL：0954-62-3373

H30予定イベント
あじさい祭り
・ダム湖畔のあじさい見学
・あじさい苗木の提供（数に限り有り）
・地元の軽食コーナー
・ダム湖周辺ウォーキング
・ダム見学会（調整中）

今後WEBサイトに掲載予定

今後WEBサイトに掲載予定

唐津市観光協会 相知観光案内所
TEL：0955-51-8312

佐賀県

中木庭ダム

平成30年度6月24日

熊本県

下筌ダム

平成30年4月8日

筑後川ダム管理事務所 下筌ダム管理支所
TEL：0973-54-3120
(主催：蜂之巣湖桜祭り実行委員会)

ダム見学、植樹等

熊本県

市房ダム

平成30年4月1日

水上村役場 教育委員会
TEL：0966-44-0333
(主催：水上村観光協会・水上村）

【花より団子マラソン】
３ｋｍ、５ｋｍ、１３．４ｋｍ（ダム一周）の3つのコースが http://universal楽しめるマラソン大会。今年から名称も内容もリニューアルし field.com/event/hanayoridango-marathon/
ました。

熊本県

市房ダム

通年

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

http://mizukami.net/experience/school/

