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平成29年度 年次総会報告

5月20日（土）燕市分水福祉会館にて、平成29年度年次総会を開催しました。

5月1日現在の正会員、個人159名、団体29社、計188名・社に対し出席51名・

社、委任状109名・社と定足数（正会員の過半数）に達していることを確認した

後、野原永吉会員を議長に選出し、議事が進められました。主な議題は次の通

りです。なお、5月28日（日）の臨時理事会で早川理事長が再任され、新体制が

スタートしました。

①平成28年度事業報告、決算報告、監査報告（承認）

②平成29年度事業計画案及び予算案（承認）

③役員改選、部会体制について報告

④信濃川大河津資料館管理補助業務の受託について報告

事業部体制

部長 濵田 達郎

副部長 樋口 勲・解良 節子

部員 氏田 公基・山田 薫

池田 富春・笠柳 シズ

若月 夏子・目黒 信雄

清水 保・斉藤 久美

支援部体制

部長 白倉 與志司

副部長 横山 正二・小黒 憲雄

部員 田中 隆夫・橋本 誠一

村上謹一

広報部体制

部長 早川 典生

副部長 丸山 晃平・五十嵐 晃

部員 斉藤 麗・野原 永吉

斉藤 久美・榎本 麻美子

平成29・30年度 役員

理事長 早川 典生

副理事長 小林 清

副理事長 濵田 達郎

理事 解良 節子

池田 富春

白倉 與志司

田中 隆夫

丸山 晃平

笠柳 シズ

若月 夏子

横山 正二

山田 薫

樋口 勲

橋本 誠一

目黒 信雄

小黒 憲雄

氏田 公基

村上 謹一

野原 永吉

清水 保

監事 小林 恒男

小田切 俊雄(新任)

平成29年度事業計画

平成29年度年次総会を開催しました

区分 名称 日時 会場

総会講演会（日下部信濃川河川事務所長） 5/20(土) 分水福祉会館

大河津分水講演会2017 11/19(日) 三条市

お花見会 4/15(土) 大河津分水公園

お茶を楽しむ会（おいらん道中） 4/16(日) 大河津資料館

信濃川教養講座①「川の花で作る押し花講座」 5/28(日) 大河津資料館

信濃川教養講座②「押し花で作るしおり講座」 6/24(土) 大河津資料館

水辺の生き物観察会 8/26(土） 体験水路

信濃川教養講座③「紙芝居と絵本の読み聞かせ」 8/26(土） 大河津資料館

県内河川探訪「羽越水害から50年　胎内川を巡る」 9/14(木) 胎内市

サケまつり 10/14(土) 大河津資料館

県外河川探訪「利根川水系八ッ場ダム」 10/28(土)～29(日) 群馬県

河川文化講演会「(案)大河津分水工事で使用した道具について」 12/16(土) 大河津資料館

企画展「友の会会員作品展」 2月～3月 大河津資料館

友の会文化祭「川辺の音楽会」 3/17(土) 大河津資料館

ホームページ等 友の会ホームページ、フェイスブック 通年

会報 たより第47～50号 6・8・11・2月

年次報告 あゆみ 3月

ガイド研修 4/1(土)、6/17(土)、7/10(月)

ガイド実践 業務実施日(308日) 大河津資料館

花壇植替・種まき 5月 大河津資料館

庭木剪定 6/17(土)、11月 大河津資料館

クリーン作戦（信濃川をきれいにする会） 6/17(土) 大河津資料館

花壇種取・球根植付 11月 大河津資料館

受託業務 大河津資料館管理補助業務(4月～3月) 開館日(308日/2人体制) 大河津資料館

無料レンタサイクル（5台） 通年 大河津資料館

信濃川をきれいにする会 第23総会 7月 新潟市
その他

奉仕活動

ガイド

講演会

講座
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総会講演会【大河津分水路の最近の話題について】

〇日時：平成29年5月20日（土）16：00～17：00

〇場所：燕市分水福祉会館 〇参加者：１１４名

今回の講演会は、例年会員の方を対象としていましたが、分水路改修事業の進捗状

況などを地元の方々に広く知っていただくために、一般公開講演会として開催しまし

た。信濃川河川事務所の日下部 隆昭事務所長をお迎えして、昨年度の事業内容などの

お話を伺いました。興味深い事業なだけに時間いっぱいまで質疑応答がありました。

初開催♪川辺の音楽会♪

〇日 時：平成29年3月18日（土）14：00～15：45

〇場 所：信濃川大河津資料館４F展望室 〇参加者：６０名

『川辺の音楽会』の出演者は全員友の会の会員で、チェロ、キーボード、大

正琴、詩の朗読、歌曲と盛りだくさんのプログラムです。お馴染みの曲が多

かったので、歌詞カードを見ながら口ずさんでくれ、会場全体がとても良い雰

囲気に。飲み物と『ねむの木工房』さんの米粉クッキーを用意し演奏と共に楽

しんでいただきました。素晴らしい音楽と雄大な景色が調和して優雅なひと時

となりました。出演していただいた皆さんありがとうございました。

あいにくのお天気だったお花見会

〇日 時：平成29年4月15日（土）12：00～14：00

〇場 所：大川津ふれあいセンター 〇参加者：３８名

雨が止まなかったのでお花見会を始めて以来、初の屋内開催となってしま

いました。同日の午前中に「第82回大河津分水殉職者慰霊式」が開催され、

参列されていた北陸地方整備局、信濃川河川事務所の方々もご参加いただい

たので大変賑やかな会となりました。桜を見ながらも素敵ですが、やっぱり

花より団子といった感じでしょうか(^^)

恒例のお茶を楽しむ会

〇日 時：平成29年4月16日（土）10：00～14：00

〇場 所：信濃川大河津資料館4F展望室 〇参加者：３００名

天気は良かったのですが、風がとても強い日でした。強風にあおられながらも

桜の花は散らずに頑張っていました。家族会員の木村萌夏さん・夏乃さん姉妹

（6年生）がスタッフに加わり、お運びを手伝っていただきました。可愛らしい

スタッフにお客さんも思わず笑顔に！お茶もお菓子も「美味しい」と喜んでいた

だきました。お茶会終了後に資料館入口で『甘酒』を振舞いました。おいらん道

中を見終えた方が多く来て、甘酒はあっという間に無くなる盛況ぶりでした！

川の花で作る押し花講座 開催しました 🌼

〇日 時：平成29年5月28日（日）10：00～12：00

〇場 所：資料館周辺・信濃川大河津資料館2F多目的ホール 〇参加者：１５名

〇講 師：田辺加代子先生（押し花）/柄澤英理子先生（植物）

昨年、好評の押し花講座を今年も開催しました。雨上がりの中、押し花の材料

を摘んで、どんな押し花ができるか楽しみながら作っていました。前回の参加者

はほぼ会員でしたが、今回は半数近くが一般の方でした。少しでも大河津分水と

資料館に親しんでいただけたのかな、と感じました。
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年度 2017 2016 2015 2014 2013 2012

回数 12 12 11 11 9 9

総参加者数 1118 1345 1069 902 1048

回数＊ 2 3 2 2 2 2

参加者数＊ 465 325 248 271 299

表１ 各年度の講演会・講座等の回数と参加者数（*印
のデータは、総会講演会及び大河津分水講演会に
ついての値であり、全体の値の内数である。）
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図１ 大河津資料館年間来館者数

理事長だより ～典生のつぶやき～

すでに新年度（平成29年度）は踏み出している。

４、5月には恒例となったお花見会が4月15日に、お茶を楽しむ会が翌日4月16日に賑やかに行われた。また5月

20日には、友の会の年次総会とその一部として行われる講演会が、初めての試みとして燕市分水福祉会館で行われ

た。しかもこの総会講演会は、今注目の大河津分水改修の大工事の説明を担当機関である信濃川河川事務所長にお

話しいただいたものであり、100名を超す参加者を得た。

友の会の新年度の滑り出しは誠に順調である。そこで、友の会の活動を過去数年振り返って、数字の上でどのく

らい活発なのか、見てみようという気になった。ここでは簡単に、大河津分水講演会が始まった2012年度からの活

動の記録を見てみる。表１に示したのは、各年度に行われた講演会・講座等の回数とそれに来ていただいた参加者

の総数を示している。この表にはまた、各年度に開催された総会講演会と大河津分水講演会の回数と参加者数（＊

印で表示）を内数ではあるが示してある。ただし当然ながら2017年度の値は計画上の数字である。

会活動の中での重要性を示している。

とにかく言えることは、個人会員数が160人ほどの団体としては、これだけの数のイベントを毎年こなし、参加

者が1000人を突破するほどであるというのは、順調な歩みと言えるのではないか。

その講演会、講座等の種類にしても、2016年度は会員の作品の展示会を2～3月にかけて行い、見た人からは好評

をいただいたが、参加者数としては数えられていない。

友の会活動2016（平成28）年度までを振り返る

これらの講演会・講座は原則として、友の会会員の自

発的な発意と総会の議決により催され、友の会活動の基

礎となるものである。表１を見ると、その回数は確かに

増加しており、参加者数も増加の傾向が見られる。もち

ろんその内容はと言えば、ずっと継続されているものも

あれば、何回かの後に新しい企画にとってかわられるも

のもある。ここで総会講演会と大河津分水講演会につい

ては、過去2年、沢山の参加者を呼び込んでおり、友の

さらに2017年3月には友の会会員の出演による音楽会を初めて

開催し、60名の参加者を得た。実のところ、例年2、3月は大河津

資料館への来館者数が少なく、2月までの集計値から、2016年度

は年間来館者数がここ数年の最低値になるのかと心配していた。

しかしながら、この2件の企画のせいもあったらしく、終わってみ

ると2016年度の来館者数はここ数年の来館者数データのうち、最

低値とさらにその上までも抜いていたのである。（図１）

これを要するにわが友の会の活動は精一杯多岐にわたって繰り

広げられており、その結果として大河津資料館の来館者数を押し

上げるのに一役果たしていると言えよう。

毎年人気！1泊2日の県外河川探訪バスツアー

今年の県外バスツアーは『建設が進む八ッ場ダム探索』

に決まりました。群馬県にある八ッ場ダム本体建設工事の

現地を見学します。翌日の見学先等の詳細は未定です。参

加者に別途お知らせします。興味のある方はお早めにお申

込みください。申込締切9月30日(土)です。定員になり次

第、締め切りとせていただきます。（事業部）

◇日 時：平成29年10月28日（土）～29日（日）

◇費 用：1人20,000円

◇定 員：35名

◇宿 泊：部屋は4～6人部屋になります。

※お申込みは事務局までご連絡ください。
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≪編集後記≫

◆今回の「おすすめスポット」はお休みとさせていただきま

す。次号をお楽しみに。◆今年度の事業計画の詳細が決定し

ました。たよりやフェイスブックなどでお知らせしますので

是非チェックしてください。人気の行事はお早めに！積極的

なご参加お待ちしております！友の会以外が主催する様々な

イベントもありますので、こちらも要チェックですよ♪（E）

【事務局連絡先】
〒959-0123 燕市大川津1215-7

TEL 090-2673-6596（事務局長）
080-9876-3683（事務局）

FAX 0256-97-3682
e-mail ohkouzu_tomonokai@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/ohkouzuTOMO/

イベント案内

信濃川クリーン作戦

「信濃川をきれいにする会」活動の一環として大河津

資料館周辺のクリーン作戦を行います。皆さんで川沿い

をキレイにしましょう！雨天の場合は中止となります。

◇日時：平成29年6月17日（土）13：00～14：00

◇場所：信濃川大河津資料館周辺及び本川橋下流

◇道具：手袋、ゴミを入れるビニール袋

◇服装：動きやすい服装、日差し除けの帽子等

※参加希望者は事務局へご連絡ください。（支援部）

庭木の剪定

クリーン作戦後に資料館周辺の庭木剪定とプランター

の鉢植え作業を行います。剪定くずを集めていただける

方も募集しています。雨天の場合は中止となります。

◇日時：平成29年6月17日（土）14：00～15：00

◇場所：信濃川大河津資料館敷地内

◇道具：手袋 剪定用具等がある方はご持参ください。

◇服装：動きやすい服装、日差し除けの帽子等

※参加希望者は事務局へご連絡ください。（支援部）

押し花で作るしおり講座

押し花を使ってオリジナルのしおり

を作りませんか？どなたでもご参加い

ただけます。簡単にできますのでお気

軽にどうぞ！（事業部）

◇日時：平成29年6月24日（土）

10：00～11：30

◇場所：信濃川大河津資料館

◇参加費：無料 ◇定員：15名程度

◇道具等：こちらで用意します。

※参加希望者は事務局までご連絡

ください。

第3回ガイド研修

今回のガイド研修先は北方文化博物館と東北電力(株)

東新潟火力発電所とPR施設「はまなす館」です。世界に

誇る高効率の発電ユニットを持つ国内最大級の火力発電

所です。運営員以外の方もご参加いただけます。それぞ

れの見学先ではアテンダントによる案内があります。

第２回ガイド研修

大河津資料館管理補助業務ガイド研修を行います。業務

担当者のご参加をお願いします。併せて分水消防署の指導

の下、避難・消火訓練を実施します。業務担当者以外の方

も来館者として訓練にご参加いただけます。

◇日時：平成29年6月17日（土）9：00～12：00

◇場所：信濃川大河津資料館２F多目的ホール

※参加希望者は事務局へご連絡ください。

（事務局・支援部）

◇日時：平成29年7月10日（月）9：00～16：00頃

◇場所：北方文化博物館（新潟市江南区）・東北電力

(株)東新潟火力発電所、はまなす館（聖籠町）

◇定員：25名 ◇参加費：1，600円程度（昼食代）

※参加希望者は6月30日(金)までに事務局へ。

『水辺の生き物観察会』
子供達を対象とした生き物観察会を開催します。川の楽しさを学

びませんか？専門家からの解説あり。申込締切は8月20日(日)まで。

◇日時：平成29年8月26日（土）9：00～12：00

◇対象者：小学生(1～3年生は保護者同伴) ◇定員：20名程度

◇場所：大河津分水公園 体験水路 ◇参加費：無料

◇濡れても大丈夫な服装でお越しください。

※お申込み・お問合せは事務局まで。

『紙芝居と絵本の読み聞かせ』
昔話の紙芝居や絵本の読み聞かせを行います。どなたでもご参加

いただけますので、お気軽にお越しください！

◇日時：平成29年8月26日（土）10：00～11：00

◇場所：信濃川大河津資料館3Fライブラリー ◇参加費：無料

※ご希望の方は事務局までお申込みください。


