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5月23日（土）に令和2年度年次総会を予定していましたが、新型コロ

ナウィルス感染症対策及び政府による緊急事態宣言が発出されているた

め、5月29日（金）少人数による年次総会となりました。5月20日現在の

正会員、個人159名、団体26社、計185名・社に対し出席143名（本人

出席14名、委任状79名、議決権行使出席50名）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、三浦 哲郎会員を議長に選出し、議

事が進められました。主な議題は以下の通りです。

・議題1. 令和元年度事業報告及び会計監査報告（承認）

・議題2. 令和2年度事業計画（案）及び予算（案）（承認）

・議題3. 役員体制（承認）

・議題4. 部会体制、「平成31年度信濃川大河津資料館管理補助業務」

の契約変更について、「令和2年度信濃川大河津資料館管理

補助業務」の実施について、河川功労者表彰（報告）
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令和2年度　役員
令和2年度 年次総会 報告
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5月16日（土）に令和2年度第1回理事会を予定していましたが、新型コロナウィルス感染症対策及び信濃川

大河津資料館が休館中のため、資料配布のうえ5月15日（金）書面による議決理事会となりました。主な議題は

以下の通りです。

・議題1. 令和元年度事業報告及び会計報告（承認）

・議題2. 令和2年度事業計画（案）及び予算（案）（承認）

・議題3. 規定の制定（承認）

・ 議題4.役員体制及び部会体制（承認）

・ 議題5.その他（報告）

令和2年度 第1回理事会 報告
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令和2年度事業計画

新規事業

《講演会・講座》

・夏休み「竹細工」体験教室（子ども達も楽しめる竹細工体験教室です）

・信濃川教養講座「水彩画教室 大河津分水を描く」（会員の方から教わりながら水彩画を描きます）

・大河津分水通水100周年記念事業（具体的な内容は今後検討していきます）

《ホームページ等》

・友の会のホームページ開設（準備を進めています）

区分 日時 会場 担当

総会 総会 【少人数で開催】 5月29日(金) 資料館 事務局

第1回理事会 5月15日(金) 資料館 事務局

第2回理事会 12月12日(土) 資料館 事務局

部会 事業部会・支援部会・広報部会 随時 資料館 事務局

総会講演会（信濃川河川事務所長） 【中止】 5月23日(土) 分水福祉会館 事務局

友の会桜まつり（資料館でおもてなし） 【中止】 4/5(日)～4/19(日) 資料館 事務局

お茶を楽しむ会 【延期】 4/11(土)～12日(日) 資料館 事業部

7月～8月(3回) 体験水路 事業部

（新規）夏休み「竹細工」体験教室 8月 資料館 事務局

9月～10月(2回) 資料館 事務局

大河津改修現場見学会 10月 大河津分水路 事業部

県内河川探訪 10月 事業部

県外河川探訪「庄川上流と世界遺産を訪ねる」 11/8(日)～11/9(月) 富山県・岐阜県 事業部

河川文化講演会 12月12日(土) 大河津出張所 事業部

信濃川大河津資料館友の会講演会 1月 分水公民館 事業部

2月～3月 資料館 事務局

友の会文化祭「川辺の音楽会」 3月 資料館 事務局

友の会ミーティング 3月 資料館他 事業部

大河津分水通水100周年記念事業 事業部・事務局

友の会フェイスブック 通年 広報部

友の会ホームページ（開設） 6月 広報部

友の会だより第59号 5月 広報部

友の会だより第60号 8月 広報部

友の会だより第61号 11月 広報部

友の会だより第62号 2月 広報部

年次報告 あゆみ 3月 広報部

繁忙期支援 4月～11月(平日) 事務局・支援部

ガイド研修① 6月13日(土) 資料館 事務局・支援部

ガイド研修②（先進地等視察） 【延期】 5月 事務局

ガイド研修③（避難・消火訓練） 【延期】 6月 資料館 事務局・支援部

ガイド実践（運営員）　　　　　　 【4月～6月2日（火）まで臨時閉館】 実務実施日(307日) 資料館 事務局・支援部

花壇植替・種まき 【延期】 5月 資料館 支援部

庭木剪定 6/13（土）・11月 資料館 支援部

クリーン作戦（信濃川をきれいにする会） 6月13日（土） 資料館 支援部

花壇種取・球根植付 11月 資料館 支援部

受託業務 大河津資料館管理補助業務（4月～3月） 【4月～6月2日（火）まで臨時閉館】 開館日(307日/2人体制) 資料館 事務局

無料レンタサイクル（大人用5台、子供用2台） 【4月～貸出休止中】 通年 資料館 事務局

信濃川をきれいにする会　令和2年度総会 7月 新潟市 支援部
その他

名称

理事会

講演会

講座

ホームページ等

会報

ガイド

環境整備事業

水辺の生き物観察会（水環境技術研究会・LoveRiverNet共催）

（新規）信濃川教養講座「水彩画教室　大河津分水を描く」

企画展「友の会会員作品展」（ギャラリーカフェ併設）

繁忙期の来館者対応・館内巡視（ボランティアガイド）
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トピックス

15年の歳月と述べ1,000万人の人出を費やして、大正11年（1922年）に通水した大河津分水は、令和4年

（2022年）で通水100年を迎えます。100年間にわたって大河津分水は信濃川の洪水を海に流し続け、越後平

野を水害から守ってきました。100年を迎える機会として、信濃川の豊かな恵みに感謝し、先人の偉業を讃え

ると共に、大河津分水が地域の人々により深く理解され、未来につながることを願って、『大河津分水通水

100周年記念事業』が実施されます。ロゴマークは長岡造形大学の皆さんが複数考案し、地域の皆さんからの

1,700票を超える投票の中で最多得票によって選ばれました。

100年前の大河津分水を記念して植樹された「桜」をモチーフに、

「大河津分水」によって私たちの安全な暮らしが100年先も続いて

いくようにという願いを0を突き抜けた大河津分水で表現し、また、

歴史ある分水の雰囲気や通水にかける人々の熱い想いや努力を赤色

で表現しています。

大河津分水通水100周年ロゴマークが決定！

友の会の前身から長年（20年）にわたって友の会の発展に貢献された、故「早川 典生」氏が名誉会員に推

薦・承認されました。

＜経 緯＞・平成12年 大河津資料館を見守る会 会長

・平成14年 （任意団体）信濃川大河津資料館友の会 会長

・平成23年 特定非営利活動法人 信濃川大河津資料館友の会 理事長

名誉会員の推薦

公益社団法人 日本河川協会より令和2年河川功労者表彰を受賞し、

6月2日に信濃川河川事務所から表彰状をいただきました。当初の予定

では東京の砂防会館で授賞式が行われる予定でしたが、新型コロナウィ

ルス感染症の状況を鑑み、中止となりました。

令和2年の河川功労者は個人56名と45団体が受賞。友の会はその中の

第6号 河川の利用を通じた産業、地域の活性化等により新しい文化の創

造に功績があった2団体のうちの1つとして受賞しました。長年の活動

が認められたということで、とても励みになります。

河川功労者表彰受賞

会員の松井ヒロさんから、毎年春に開催している『お茶を

楽しむ会』で使うお茶碗をご提供いただきました。その数な

んと30個！全てヒロさんの手作りです。ひとつひとつ違う

模様でどれも味わい深い素敵なお茶碗ばかりです。以前から

お茶会でお借りしていて、お客さんから“とても素敵なお茶

碗”と好評でした。大変貴重なお茶碗をご提供いただき、誠

にありがとうございます。大切に使わせていただきます。

松井ヒロさんありがとうございます！！

次のお茶会でお披露目す
るのが楽しみです。
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≪編集後記≫

ながい新型コロナウィルス感染症の自粛生活からようやく緊

急事態宣言が解除され、新しい生活様式を取り入れながら少し

ずつ普段の生活がもどりつつあります。イベントも対策を取り

ながら実施できそうです。このまま収束し、以前の様に会員の

皆さんと楽しくイベントできるようになりたいです。（E）

【事務局連絡先】

〒959-0123 燕市大川津1215-7

TEL 080-9876-3683（事務局）

FAX 0256-97-3682

e-mail ohkouzu_tomonokai@yahoo.co.jp

https://www.facebook.com/ohkouzuTOMO/

第1回ガイド研修

◇日 時：令和2年6月13日(土) 9：30～11：30

◇場 所：信濃川大河津資料館２F多目的ホール

◇日 程 ＜業務研修＞9：30～

受託業務の実施の仕方及び友の会事務局のあり方について

＜ガイド研修＞10：30～

感染防止対策について・その他

新型コロナの影響により、なかなか第1回目のガイド研修ができませんでしたが、

ようやく実施できるようになりました。館内のコロナ対策を研修しました。

★開館のお知らせ★
信濃川大河津資料館は新型コロナウィルス感染拡大

防止のため２月28日（金）から休館してましたが、６

月3日（水）から十分な感染防止対策を実施した上で、

開館しました！

＜ご来館に当たってのお願い＞

▶入場制限：60名まで ▶団体受入：20名まで

▶堰カード：配布休止 ▶図書コーナー：利用休止

▶魚道観察室：利用休止

※体調の悪い方はご来館をお控えください。入館の際はマ

スク着用・手指の消毒をお願いします。館内では人との間

隔を空けてください。当面の間、県外からのご来館はお控

えください。今後の状況に応じて、開館日や利用方法等に

変更が生じる場合があります。ご不便をおかけしますが、

ご協力をお願いいたします。

6・7・8 月 イベント情報

◆（新）夏休み「竹細工」体験教室

日 時：令和2年8月

場 所：信濃川大河津資料館２F多目的ホール

参加費：無料

◆水辺の生き物観察会

日 時：令和2年7・8月（計3回予定）

場 所：体験水路

参加費：無料

※現在、日程等調整中です。詳細事項が決まりまし

たら、お知らせいたします。

クリーン作戦・庭木の剪定

＜クリーン作戦＞

◇日 時：令和2年6月13日(土) 13：00～14：00

◇場 所：信濃川大河津資料館玄関前集合～本川橋下流

＜庭木の剪定＞

◇日 程：令和2年6月13日(土) 14：00～15：00

◇場 所：信濃川大河津資料館周辺

小雨がちらつく中、ご参加いただいた皆さんのお陰でゴミもなくなり、資料館周辺

の木や植物もスッキリとしました。ご協力にいただき誠にありがとうございました。

※最少人数での開催のため、運営員・理事の一部の方のみのご案内となりましたことをご了承ください。


