
ダム周辺で行われるイベント一覧【H27.12】

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 ＨＰアドレス

北海道 留萌ダム 平成27年12月13日

主催：るもいエコ村
問い合わせ先：国土交通省　北海道開発局　留
萌開発事務所　留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

【クリスマスリース教室】
クリスマスリース製作、ダム周辺の生き物クイズ

北海道 桂沢ダム
平成28年１月中旬

～３月上旬

主催：三笠市役所　商工観光課　商工観光係
問い合わせ先：三笠市役所（01267-2-
3997（平日のみ））
桂沢国設スキー場（01267-6-8235）

ワカサギ釣り 12月に掲載予定。（三笠市市役所）

青森県 浅瀬石川ダム 平成28年2月上旬
主催・問い合わせ先：小嵐山・黒石温泉郷活性
化協議会、（株）ツガルサイコー
TEL：0172-59-5300（津軽伝承工芸館）

雪の降るさと２０１６
浅瀬石川ダムの直下流に広がる黒石温泉郷の冬季活性化
のため実施。2015年は「雪だるまワールド」、「雪の
すべり台」、「1,000本ロウソク」、「山菜バイキン
グ」、「こけしコン」、など

津軽伝承工芸館
https://ja-
jp.facebook.com/tsugarudenshokogeikan

青森県 浅瀬石川ダム 平成28年2月上旬
主催：浅瀬石川ダム管理所
問合せ先：浅瀬石川ダム管理所
TEL：0172-５４－８７８２

冬の浅瀬石川ダムライトアップ
ライトアップ実施時間：日没～２１：００頃まで

浅瀬石川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/

青森県 津軽ダム 平成28年2月（予定）
主催：西目屋村
問い合わせ先：目屋観光協会事務局
ＴＥＬ：０１７２－８５－２８００

乳穂ヶ滝氷祭
（かまくら、雪あかり、雪のすべり台、郷土料理販売
（予定））

西目屋村役場
http://www.nishimeya.jp/

岩手県 湯田ダム 平成28年2月上旬
主催：西和賀雪あかり実行委員会
問い合わせ先：西和賀商工会
TEL：0197-82-2270

【雪あかり　in西和賀】
町内の各家々または各地区で、趣向を凝らして作られた
雪像やミニかまくらにろうそくをともした、雪深い西和
賀ならではのイベントです。湯田ダムでも雪像（灯籠）
を作り参加している。

西和賀町商工会
http://www.shokokai.com/nishiwaga/

山形県 月山ダム 平成28年2月28日
問い合わせ先：月山あさひ雪まつり実行委員会
（鶴岡市朝日庁舎産業課内）
TEL：0235-53-2111

雪遊びや雪国衣装体験、いろり端での昔語りなど、昔の雪国文
化体験をはじめ、朝日地域の山の幸満載の鍋などを味わえるイ
ベントです。
（参考：前回内容）
　◆雪んこちゃんに大変身！
　◆“かんじき”づくり体験
　◆いろりで昔語りとあられ煎り体験
　◆あつあつメニュー満載！あさひ屋台村
　◆ゴジラ坂けっつすべりコーナー
　◆幸福のフキまじないつき梵字川渓谷 雪つり橋さんぽ
　◆ウェルカム雪だるま
　◆「月山あさひみちくさツアー」

月山あさひ雪まつり実行委員会
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/index.html
あさひむら観光協会
http://www.asahi-
kankou.jp/kankou/index.html

栃木県 中禅寺ダム
平成28年2月13日、

14日

主催：中禅寺温泉カマクラまつり実行委員会
問い合わせ先：日光自然博物館
TEL：0288-55-0880

中禅寺温泉カマクラまつり http://www.nikko-nsm.co.jp/

栃木県 三河沢ダム
平成２８年1月23日

～3月6日
（実施予定）

主催：（一社）日光市観光協会
問い合わせ先：（一社）日光市観光協会
TEL：0288-22-1525

湯西川温泉かまくら祭り http://www.nikko-kankou.org/

栃木県 西荒川ダム
平成27年12月下旬

（予定）

主催：道の駅湧水の郷しおや
問い合わせ先：塩谷町産業振興課
TEL：0287-45-2211

道の駅湧水の郷しおや　クリスマスイベント

栃木県 塩原ダム 平成27年12月13日
主催：塩原温泉観光協会
問い合わせ先：塩原温泉観光協会
TEL：0287-32-4000

女将もちつき祭 http://www.tochigiji.or.jp/event/7361/

栃木県 寺山ダム
平成27年11月27日
～平成28年1月13日

主催：矢板まちづくり研究会
問い合わせ先：矢板まちづくり研究会
TEL：080-6503-5952

矢板駅前イルミネーション http://www.tochigiji.or.jp/event/7784/

栃木県 松田川ダム 平成27年12月20日
主催：板倉観光協会
問い合わせ先：（一社）足利市観光協会
TEL：0284-43-3000

神迎祭（おかえり）
http://www.ashikaga-
kankou.jp/event/okaeri

栃木県
深山ダム
板室ダム

平成28年1月1日
～4月24日

主催：黒磯観光協会
問い合わせ先：黒磯観光協会
TEL：0287-62-7155

板室温泉　三大祈願祭 http://www.tochigiji.or.jp/event/7816/

栃木県 菅又調整池
平成27年12月20日、

21日

主催：真岡線SL運行協議会
問い合わせ先：真岡線SL運行協議会
TEL：0285-82-9151

SLクリスマス列車「SLサンタトレイン2015」 http://www.tochigiji.or.jp/event/7364/

栃木県 塩田調整池 平成28年3月中旬予定
主催：観音山梅の里づくり協議会
問い合わせ先：市貝町企画振興課
TEL：0285-68-1118

観音山梅の里梅園梅まつり http://www.tochigiji.or.jp/event/7509/

栃木県 小網ダム
平成27年12月18日、

19日

主催：塩原温泉観光協会
問い合わせ先：塩原温泉観光協会
TEL：0287-32-4000

第19回ゆず湯風呂キャンペーン http://www.tochigiji.or.jp/event/7363/

栃木県 庚申ダム
平成27年12月6日

～平成28年2月29日

主催：わたらせ渓谷鐵道
問い合わせ先：日光市足尾総合支所総務課
TEL：0288-93-3115

第12回わたらせ渓谷鐵道各駅イルミネーション http://www.tochigiji.or.jp/event/7808/

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
平成27年11月28日

～12月27日

主催･問い合わせ先：宮ヶ瀬水の郷イベン
ト実行委員会
TEL:046-288-1340（事務局）

日本最大級のメインツリーと共に世界初となる最新の
LED電飾をまとった20m級のレインボーツリーも登場
します！毎年25万人～30万人程のイルミネーション
ファンで盛り上がる宮ヶ瀬クリスマスイルミネーション
も今回で30回目を迎えます！

http://miyagase-xmas.com/

千葉県 高滝ダム 平成28年1月9日

主催：市原高滝湖マラソン実行委員会
問合わせ先：市原高滝湖マラソン実行委員会地
味局
ＴＥＬ：０４３６－４２－７７１２

｛第42回市原高滝湖マラソン｝
高滝湖畔を回るマラソン大会。小学４年生から参加でき
ます。
ハーフ、１０ｋｍ、５ｋｍ、２．５ｋｍ　定員2400人

http://takataki.ichispo.com/
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新潟県 大石ダム 平成28年2月13日
主催：大石・山と川に親しむ会
問い合わせ・申し込み先：事務局
電話 0254-64-2170

第１１回おおいし・どもんこ祭り
関川村の冬の代表イベント。どもんことは、大きな「か
まくら」のこと。子供と一緒にどもんこを作ったり、ス
ノーモービル体験やかんじきでの散策などイベント盛り
だくさん。餅つき大会や、抽選会も予定しています。

大石ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/d
am/ooishi/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。

静岡県 長島ダム 平成28年3月上旬頃

主催：長島ダム水源地域ビジョン推進会議
          大井川長島ダム流域連携協議会
問い合わせ先：長島ダム管理所
TEL：0547-59-1021

【シバザクラ植栽イベント】
ダム見学、シバザクラ植栽、軽トラ市（未定）など

長島ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/

岐阜県 徳山ダム
平成28年1月10日、

1月16日、1月24日、
1月30日、2月7日

主催：生命の水と森の活動センター協議会
問い合わせ先：生命の水と森の活動センター
TEL：０５８５－５２－０１６６

【揖斐川源流冬の森体験学習】
スノ－シュ－、輪かんじきを使ったスノ－ウォ－キン
グ・自然観察や歩くスキ－（クロスカントリ－スキ－）
を使ったスノ－ウォ－キングの体験学習を予定。

生命の水と森の活動センター
http://www.inochinomizutomori.or.jp/

広島県 土師ダム 平成27年12月23日
八千代町湖畔祭実行委員会　事務局
（財団法人　八千代開発公社）
（０８２６）５２－２８１１

【第17回里山保全祭】
正月飾り、炭焼き、門松つくり、バザー等、里山の保全
を図り親睦を深めます。

-

広島県 灰塚ダム 平成28年3月未明

主催：三良坂ハイヅカ湖健康マラソン実行委員
会
問い合わせ先：三次市三良坂支所地域づくり係
TEL：0824-44-4511

【第３８回　三良坂ハイヅカ湖健康マラソン】
２km・５km・10kmの灰塚ダム湖畔コース

広島県 椋梨ダム 平成28年3月5日

主催:　三原市スポーツ少年団
問い合わせ先：三原市教育委員会スポーツ振興
課
TEL：0848-64-7219

【三原市スポーツ少年団ロードレース】
三原市内のスポーツクラブ所属の小学生によるマラソン
大会。白竜湖スポーツ村公園総合運動場を発着点とする
1,000mと2,000mの2コース。

愛媛県 野村ダム
平成27年11月13日
～平成28年1月11日

主催・問い合わせ先：
西予市　野村支所　産業建設課内
朝霧ロード イルミネーション実行委員会
TEL：0894-72-1115

朝霧ロード イルミネーション
西予市HP
http://www.seiyo1400.jp/

高知県 中筋川ダム

平成27年12月26日
平成28年 1月23日
平成28年 2月27日
平成28年 3月26日

主催・問い合わせ先：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、噴水、洗浄放水、堤体と噴水の夜間ライト
アップ

中筋川総合開発工事事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/

熊本県 市房ダム 通年
主催・問い合わせ先：水上村企画観光課
TEL：0966-44-0312

市房湖でのカヌーの学校
水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp/index.php

熊本県 市房ダム
平成28年3月19日
～20日（予定）

主催：水上村・水上村観光協会
問い合わせ先：水上村観光協会事務局
TEL：0966-44-0500

【第４５回湯山温泉桜まつり】
　健康マラソン大会、花火大会、ステージショー

水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp/

熊本県 緑川ダム 平成28年1月10日
主催：美里町
問い合わせ先：美里町林務観光課
ＴＥＬ：0964-47-1111

「みどりかわ湖どんど祭り」
・緑川ダムイベント広場（補助ダム）で開催される、日
本最大級のどんどやを目指して始めたイベントです。流
木や孟宗竹などを組んだ3基のやぐらを設置し点火しま
す。

美里町役場
http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/
※後日掲載予定

熊本県 緑川ダム 平成28年3月下旬
主催：美里町
問い合わせ先：美里町林務観光課
ＴＥＬ：0964-47-1111

「さくら健康フェスタ」
・緑川ダム湖の周りを自分のペースに合わせウォーキン
グ又はジョギング。

美里町役場
http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/
※後日掲載予定

大分県 大分川ダム 平成28年1月17日
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

大分川ダム工事事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/news/h
27/damtua12.1%20.pdf

鹿児島県 鶴田ダム
平成27年11月下旬

～12月中旬

主催：さつま町旅館組合、さつま町、川内川河
川事務所・鶴田ダム管理所
問い合わせ先：さつま町内の各温泉旅館

秋の紅葉・温泉と鶴田ダム・再開発インフラツアー
川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/
※11月に掲載予定

沖縄県 金武ダム 平成28年2月6日
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

ダム湖面遊覧、ダム施設見学会、歴史文化体験、植樹、
パネル展示他

金武町HP及び北部ダム統合管理事務所HPに掲載
予定
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

※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。


