ダム周辺で行われるイベント一覧【２０１５ 春】
都道府県

見学ダム

開催時期

北海道

二風谷ダム

平成27年５月上旬

岩手県

四十四田ダム

山形県

長井ダム

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

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

ＨＰアドレス

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

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】
東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所
北上川ダ ダム見学、湖面巡視体験、ステージショー、フリーマー
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html
ム統合管理事務所 管理第二課
ケット
TEL：019-643-7972

平成27年4月29日
問い合わせ先：東北地方整備局
(予定)

平成27年5月

主催：ＮＰＯ法人 最上川リバーツーリズ
ムネットワーク
問い合わせ先：野川まなび館
TEL：0238-87-0605

【春の野川清流ウォーキング】
長井ダム水源地域の豊かな自然と、置賜野川の清流を楽 長井ダム水源地域ビジョン
しみながら、郷土の歴史や文化に触れるウォーキングを http://kiyokimizu.jp/
行う。

【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33
全国白 回目を迎え、白川ダム湖を臨む周辺道路に設定された10 飯豊町役場
㎞・5㎞・2㎞のコースでタイムを競います。開催日は例 URL:http://www.town.iide.yamagata.jp/
年5月の第2週目の日曜日、参加申込受付は3月上旬～4
月中旬まで。

白川ダム

主催：飯豊町
問合せ先：飯豊町 教育委員会内
平成27年5月10日
川ダム湖畔マラソン大会事務局
TEL：0238-72-2111

山形県

白川ダム

主催：白川ダム水源地域ビジョン
問合せ：
水源地域ビジョン事務局 飯豊町商工観光
課
平成27年5月10日
TEL：0238-87-0523
最上川ダム統合管理事務所 白川ダム管理
支所
TEL：0238-75-2131

宮城県

鳴子ダム

平成27年5月2日
～6日

東北地方整備局 鳴子ダム管理所
TEL：0229-82-2341

福島県

三春ダム

平成27年4月4日

主催：さくら湖流域協働ネットワーク
問い合わせ先：同事務局（三春ダム管理所 第7回 さくらの里クリーンアップ作戦
管理係）
河川清掃、ダム見学
TEL：0247-62-3145

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

群馬県

藤原ダム

平成27年5月初旬
（予定）

主催：藤原桜の里実行委員会
問い合わせ先：みなかみ町観光課
TEL：0278-25-5017

藤原ダム管理支所
公式Twitter（ツイッター）
https://twitter.com/mlit_fujiwara_D

群馬県

相俣ダム
(ダム、資料室は
9:00～16:30の
間、解放していま
す)

平成27年5月上旬
～5月下旬

群馬県

相俣ダム
(ダム、資料室は
9:00～16:30の
間、解放していま
す)

平成27年5月31日 http://www.sarugakyo-navi.jp/

山形県

主催：猿ヶ京温泉観光情報協会
http://www.sarugakyo-navi.jp/
TEL： 0278-25-4777

主催：猿ヶ京温泉観光情報協会
TEL： 0278-25-4777

主催：宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会
TEL:046-288-1340

【白川湖体験巡視】
満水の白川湖、残雪の飯豊山、新緑のヤナギが湖面に浮
最上川ダム統合管理事務所
かぶ景色を観ながら、巡視船による湖面巡視が体験出来
URL： http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/
ます。湖岸公園を発着所とし、開催日はマラソン大会同
日。開催当日受付、参加費無料。

【すだれ放流】
天端付近の非常用洪水吐を利用した融雪放流
東北地方整備局 鳴子ダム管理所
※工事・天候の都合により中止の場合有り。必ず事前に http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.html
問い合わせください。

【みなかみ町藤原桜の里まつり】
ステージショー、地元模擬店

「赤谷湖新緑そよ風鯉のぼり」
相俣ダム管理支所
新緑が素晴らしい時期の赤谷湖上空に多くの鯉のぼりが 公式Twitter（ツイッター）
泳ぎます。
https://twitter.com/mlit_aimata_D
「赤谷湖Ｅボート大会」2015
相俣ダム管理支所
楽しみ、仲良くなり、助け合い、地域の自然を満喫、地
公式Twitter（ツイッター）
域の文化を満喫の５つのｽﾛｰｶﾞﾝのもとスプリントレース
https://twitter.com/mlit_aimata_D
や交流会を兼ねたバーベキューが開催されます。
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
つり橋などを背景にした絶景がご覧いただけます。ま
http://www.miyagase.com
た、宮ケ瀬水の郷商店街では、皆さんにご参加いただけ
るイベントも開催します。

宮ヶ瀬ダム

平成27年４月４日
(土)～12日(日)

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

あいかわ公園つつじまつり
40種4万本をこえるツツジが見ごろを迎える県立あいか
わ公園で開催される「あいかわ公園つつじまつり」。各
種体験教室や地元特産品の販売、ステージショーなど楽
主催：あいかわ公園つつじまつり実行委員
愛川町観光協会：http://www.aikawaしい催しが盛りだくさん。広大な園内を散策したり、
平成27年4月29日 問い合わせ先：愛川町観光協会
kankoukyoukai.jp/index.html
「冒険の森」や「冒険広場」で遊んだり、ロードトレイ
TEL：046-285-2111
あいかわ公園：http://www.aikawa-park.jp/
ンに乗ったりと春の楽しいひとときを過ごせる。また、
当日は首都圏エリアでは珍しい宮ケ瀬ダムの観光放流を
実施。必見のアトラクションとなっている。小雨決行、
荒天中止。

神奈川県

三保ダム

平成27年５月頃

主催：山北町教育委員会生涯学習課
生涯学習スポーツ班
TEL：0465-75-3649

丹沢湖カヌーポロ大会

千葉県

亀山ダム

平成27年5月3日

亀山・片倉ダム管理事務所
TEL：0439-39-2400

【亀山ダムウォッチング】
ダムの放流見学及び操作室・施設の見学

京都府

大野ダム

大阪府

安威川ダム

大阪府

安威川ダム

神奈川県

主催：大野ダムさくら祭り実行委員会
平成27年4月4日
問い合わせ先：美山町大野振興会
～12日
TEL：0771-75-9110

【第３０回大野ダムさくら祭り】
美山町大野振興会
花火打ち上げ、じゃんけん大会、太鼓披露、ふるさと
鍋、虹の湖ウォーク、吹奏楽演奏、ふるまい餅、フォー http://www.kyoto.zaq.jp/miyama_oono/
クグループ演奏、特産品販売

主催：大阪府都市整備部、大阪府狭山池博
平成27年3月21 物館、大阪狭山市立郷土資料館協働運営委
日
員会
現代の治水技術
～4月12日
問い合せ先：大阪府立狭山池博物館
TEL：072-367-8891
主催：安威川ダム建設事務所
平成27年3月29日 問い合せ先：安威川ダム建設事務所
TEL：072-626-6164
主催：斐伊川さくらボート協会
問い合わせ先：斐伊川さくらボート協会
理事長（奥田）：090-8065-7017
事務局長（細木）：090-41402084

亀山・片倉ダム管理事務所
http://www.pref.chiba.lg.jp/d-kameyama/

～安威川ダムの誕生～

現地見学会

大阪府立狭山池博物館
http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/toku
ten.html

安威川ダム建設事務所
http://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/shokai.html

【第4回さくらおろち湖お花見レガッタ】
さくらおろち湖ボートコース（約400m）で行われるレ 雲南市イベント情報
ガッタ大会
http://www.city.unnan.shimane.jp/www/contents/1422
雲南男子・雲南女子・一般男子・一般男子・シニア・
319421987/index.html
ジュニアの４部門

島根県

尾原ダム
平成27年4月19日
＜さくらおろち湖＞

島根県

主催：雲南市、奥出雲町ほか
問い合わせ先：さくらおろち湖ウォーク実
【第3回さくらおろち湖ウォーク】
尾原ダム
行委員会事務局
平成27年4月19日
春のさくらおろち湖を歩く、ウォーキング大会。
＜さくらおろち湖＞
TEL：090-8718-3158（加納）
コースは、20.8km、12..5km、5.4kmの3コース。
090-8991-0811（藤原）
E-mail：sakuraorochiwaik@gmail.com

NPO法人さくらおろち
http://www.sakuraorochi.jp/index.php?mode=sport&category=4&subcateg
ory=6

ダム周辺で行われるイベント一覧【２０１５ 春】
都道府県

見学ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

主催：さくらおろち湖トレイルラン実行委員会
問い合わせ先：
【第3回さくらおろち湖トレイルランニングレース】
雲南市政策企画部ダム対策課：
平成27年4月26日
種目：ロングコース（24km）・ショートコース
0854-40-1012
（13km）
奥出雲町地域振興課：0854-54-2524
E-mail：uketsuke@mizunoenishi.com

ＨＰアドレス

島根県

尾原ダム
＜さくらおろち湖＞

島根県

【第8回全日本(JARA)マスターズレガッタ】
主催：公益社団法人日本ボート協会
尾原ダム
レガッタを生涯スポーツとしてより多くの人に楽しんで 公益社団法人日本ボート協会
平成27年5月16日
問い合わせ先：日本ボート協会ホームペー
～17日
＜さくらおろち湖＞
もらうため、男女27歳以上のマスターズ漕手を対象とし http://www.jara.or.jp/race/current/2015masters.html
ジ問い合わせフォームにて
て開催。

広島県

土師ダム

平成27年３月下旬
～４月中旬

主催：土師ダムサイクリングターミナル
広島県安芸高田市八千代町土師1194-1
TEL：0826-52-2841

広島県

灰塚ダム

平成27年3月27日

主催：三次河川国道事務所灰塚ダム管理支
所
【灰塚ダムフラッシュ放流】
問い合わせ先：灰塚ダム管理支所
ダム堤体内からの放流見学
TEL：0824-44-4360

広島県

温井ダム

平成27年5月上旬

主催：温井ネットワーク協議会
問い合わせ先：安芸太田町商工観光課
TEL：0826-28-1961

山口県

島地川ダム

平成27年4月11日 問い合わせ先：

徳島県

長安口ダム

平成27年5月10日 問合先：那賀川アフターフォーラム

【八千代町桜まつり】
公園内の桜のライトアップ、バザー、神楽上演等

さくらおろち湖トレイルランニングレース
http://user.kkm.ne.jp/jouhou/toreran/toreranp.html

土師ダムサイクリングターミナル
http://www.yachiyoko.com/archives/cat_50039100.ht
ml

三次河川国道事務所
http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/

【春の植物観察と旬の山菜を食す会】
温井ダム周辺の山菜を学びながら採取し、みんなで調理
なし
してお昼ごはんを食べる。その後、山菜についての講演
会を行う。

主催：島地川ダム周辺環境整備地区管理協
議会
【桜の高瀬湖クリーンウォーク】
周南市新南陽総合支所
高瀬湖周辺清掃活動、和田地区観光クイズ、ダム堤体内
http://www.city.shunan.lg.jp
周南市新南陽総合支所地域政策課
見学
TEL：0834-61-4108
主催：那賀川アフターフォーラム

【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、周辺清
掃活動、水質調査

TEL：0884-22-8100

【春の鹿野川湖周遊企画】
・野鳥(水鳥)バードウォッチング
・しゃくなげフォトコンテスト
・鹿野川湖ドラゴンボート大会
・鹿野川湖カヌー競技大会
・鹿野川湖畔ウォーキング大会
（※開催日・内容共に未定です）

平成27年3月～6月 主催：大洲市肱川支所地域振興課
（予定）
TEL：0893-34-2311

大洲市役所（観光・レジャー）
http://www.city.ozu.ehime.jp/sightseeing/index.html

愛媛県

鹿野川ダム

愛媛県

野村ダム

高知県

中筋川ダム

平成27年 3月28日
中筋川総合開発工事事務所
平成27年 4月25日
平成27年 5月23日 TEL：0880-66-2501

福岡県

日向神ダム

平成27年3月28日 主催：やべ春祭り実行委員会
～
問い合わせ先 :八女市矢部支所建設経済課
4月5日
TEL :0943-47-3111

福岡県

日向神ダム

平成27年4月5日

主催：八女市・八女市体育協会矢部支部
問い合わせ先：八女・桜祭り健康マラソン
大会実行委員会事務局
TEL：0943-47-3111
（八女市矢部支所総務課）

福岡県

油木ダム

平成27年4月5日

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】
添田町
問い合わせ先：添田町役場 まちづくり課
今川の上流油木ダム湖周辺の水と緑を感じてみませんか https://www.town.soeda.fukuoka.jp/docs/20131213000
施策推進係
地元物産の販売で“おもてなし”
18/
TEL：0947-82-5965

熊本県

下筌ダム

平成27年4月5日

主催：蜂之巣湖桜祭り実行委員会
問い合わせ先：筑後川ダム管理事務所
筌ダム管理支所
TEL：0973-54-3120

熊本県

竜門ダム

平成27年3月29日

主催：菊池市役所
問い合わせ先：菊池市役所 教育委員会 社 【熊日菊池桜マラソン大会】
会体育課
マラソン大会
TEL：0968-25-7234

平成27年5月3日

主催：愛媛県西予市・西予市観光協会・朝
【第24回朝霧湖マラソン大会】
霧湖マラソン大会実行委員会
ハーフマラソン、10kmマラソン､特産品、バザー
問い合わせ先：野村ダム管理所管理係
こいのぼり架渡し（4月下旬～5月上旬）
TEL：0894-72-1211

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

【なかすじ川ダムの日】
中筋川総合開発工事事務所
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/index.html
アップ

管理課

【やべ春祭り】
昨年まで開催していた「シャクナゲ祭り」をリニューア
八女市ホームページ
ルし
http://www.city.yame.fukuoka.jp/
福岡県八女森林組合矢部支所跡地にて物産等販売、
シャクナゲの展示即売等を実施
【第31回八女・桜祭り健康マラソン大会】
千本桜の咲き誇る日向神ダム湖畔でのマラソン大会
2㎞、5㎞、10㎞コース
5㎞歩こうコース
２㎞ファミリーマラソン
抽選会

八女市ホームページ
http://www.city.yame.fukuoka.jp/

下 【第２７回蜂ノ巣湖桜まつり】
ダム見学、植樹、上下流交流会等
竜門ダム管理支所
http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/
菊池市役所
http://www.city.kikuchi.lg.jp/kankou/q/aview/117/609.
html

名護市役所
http://www.city.nago.okinawa.jp/index.html
（予定）
沖縄総合事務局開発建設部
【第２２回羽地ダム鯉のぼり祭り】
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
カヌー体験、手作り鯉のぼり総選挙、ステージイベント mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

沖縄県

羽地ダム

平成27年5月上旬

主催：羽地ダム鯉のぼり祭り実行委員会
問い合わせ先：名護市商工観光課
TEL：0980-53-1212

岐阜県

徳山ダム

平成27年5月1日
～6日

主催：水資源機構 徳山ダム管理所
問い合わせ先：水資源機構徳山ダム管理所 【徳山ダム見学会】
総務課
ダム見学
TEL：0585-52-2910

兵庫県

一庫ダム

平成27年4月初旬
（時期詳細未定）

【ダム左岸広場一般開放】
主催：水資源機構 一庫ダム管理所
桜の開花時期に合わせ、普段は立入禁止としている一庫 一庫ダム管理所
問い合わせ先：水資源機構一庫ダム管理所
ダム直下流左岸広場を開放
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/index.html
TEL：072-794-6671
（桜開花時期の週末：土日の２日間のみ）

兵庫県

一庫ダム

平成27年4月下旬
～5月中旬

主催：水資源機構 一庫ダム管理所
【一庫ダムに泳ぐ鯉のぼり】
一庫ダム管理所
問い合わせ先：水資源機構一庫ダム管理所 ダム堤体から左右岸にかけて約１００匹の鯉のぼりを掲
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/index.html
TEL：072-794-6671
揚

※各イベントの詳細（開催時期の変更含む）及び注意事項につきましては、イベント企画先へご確認をお願いします。

徳山ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/tokuyama/index.html

