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令和元年度 年次総会報告

5月18日（土）燕市分水福祉会館にて、令和元年度年次総会を開催しました。5

月15日現在の正会員、個人168名、団体26社、計194名・社に対し出席61名・社、

委任状95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、横

山 正二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。

①平成30年度事業報告、決算報告、監査報告（承認）

②令和元年度事業計画案及び予算（案）（承認）

③役員改選及び名誉会員推薦等について（承認）

④大河津分水講演会、さけまつりについて、信濃川大河津資料館管理補助業務

の実施について、各部体制について、事務局長交代について（報告）

事業部体制

部長 氏田 公基

副部長 樋口 勲・解良 節子

部員 山田 薫・池田 富春

笠柳 シズ・若月 夏子

目黒 信雄・清水 保

野原 永吉・斉藤 久美

支援部体制

部長 横山 正二

副部長 小黒 憲雄

部員 田中 隆夫・橋本 誠一

村上 謹一・斉藤 麗

三浦 哲郎・小林 愛

武田 義信

広報部体制

部長 早川 典生

副部長 五十嵐 晃

部員 野原 永吉・斉藤 久美

榎本麻美子・小甲由利子

令和元年度 役員

理事長 早川 典生

副理事長 横山 正二

副理事長 氏田 公基

理事 解良 節子

池田 富春

田中 隆夫

笠柳 シズ

若月 夏子

山田 薫

樋口 勲

橋本 誠一

目黒 信雄

小黒 憲雄

村上 謹一

野原 永吉(会計担当)

清水 保

三浦 哲郎

小甲 由利子

監事 小林 恒男

小田切 俊雄

事務局長 野原 永吉

事務局 五十嵐 晃・斉藤 久美

榎本 麻美子・斉藤 麗

令和元年度事業計画

令和元年度年次総会を開催しました
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区分 名称 日時 会場

総会講演会（信濃川河川事務所） 5/18(土) 分水福祉会館

友の会桜まつり（資料館でおもてなし） 4/7(日)～4/21(日) 大河津資料館

お茶を楽しむ会 4/13(土) 大河津資料館

水辺の生き物観察会(水環境技術研究会・LoveRivernet共催) 7/13(土)、7/27(土)、8/24(土) 体験水路

(新規)夏休み宿題教室(子供たちにライブラリー開放) 8月1日(木)～31(土) 大河津資料館

信濃川教養講座「川の花でドライフラワーづくり」 9/28(土) 大河津資料館

県外河川探訪「阿賀野川上流　猪苗代湖、安積疏水を訪ねる」 10月6日(日)～7日(月) 福島県

県内河川探訪「魚野川沿川をたどる」 10月中旬～11月中旬 南魚沼市

大河津改修現場見学会 10月 大河津分水路

河川文化講演会「友の会ミーティング」 11月 大河津出張所

(新規)信濃川大河津資料館友の会講演会 12月 大河津出張所

企画展「友の会作品展」 1/25(土)～3/14(土) 大河津資料館

友の会文化祭「川辺の音楽会」 3/14(土) 大河津資料館

ホームページ等 友の会フェイスブック 通年

会報 たより第55～58号 5・8・11・2月

年次報告 あゆみ 3月

繁忙期支援 繁忙期の来館者対応・館内巡視（ボランティアガイド） 4月～11月（平日） 大河津資料館

ガイド研修① 4/6(土) 大河津資料館

ガイド研修②千曲川狭窄部見学 6/3(月) 長野県

ガイド研修③避難・消火訓練 6/15(土) 大河津資料館

ガイド実践（運営員) 業務実施日(309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 6/15(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） 6/15(土) 大河津資料館

花壇種取・球根植付 6/15(土)、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（309日/2人体制） 大河津資料館

無料レンタサイクル（大人用5台、子供用2台） 通年 大河津資料館

信濃川をきれいにする会 令和元年度総会 7月 新潟市

講演会

講座

その他

奉仕活動

ガイド
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総会特別講演会【大河津分水路の最近の話題について】

〇日時：令和元年5月18日（土）16：00～17：00

〇場所：燕市分水福祉会館 〇参加者：70名

〇講師：信濃川河川事務所 丸山友之 計画課長

戸田 満 建設専門官

田代 厚 大河津出張所長

総会後に開催された講演会は、大河津分水改修事業の最新の工事状況

と資料館運営状況や、最近の話題としてゴールデンウィーク中に行われ

たイベント情報などを信濃川河川事務所の皆様からお聞きしました。現

在行われている工事状況は最新の技術の工事なのでとても興味深いもの

でした。参加者からもどのようにしているのかという質問が出ていまし

た。分水路河口にある『にとこ工事みえ～る館』は改修事業に関する情

報を知ることができます。会員の皆さんもぜひ足を運んでみてください。

今号の『理事長だより～典生のつぶやき～』はお休みいたします。

友の会文化祭『川辺の音楽会』

〇日 時：平成31年3月16日（土）13：30～15：30

〇場 所：信濃川大河津資料館４F展望室／3Fライブラリー

〇参加者：６０名

３回目となる音楽会は天候が雨となりお客さんが来てくれるか心配で

したが、嬉しいことに多くの方が来てくださいました。前回までは4F展

望室だけで開催していたのを、今回は2部構成に分けて1部を4F展望室、

休憩を挟んで2部を3Fライブラリーで行いました。音楽といっても一人芝

居、朗読、ウクレレ、大正琴、声楽、ピアノにチェロとたくさんの演目

がありました。笑いがあったり、手拍子しながら一緒に口ずさんだりと、

お客さんが楽しんでいる様子でした。資料館4Fでのイベントが楽しみで

来てくれた方もいたので規模は小さくても開催する意義を感じました。

お茶を楽しむ会を開催しました

〇日 時：平成31年4月13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：２７０名

毎年、お茶を楽しむ会はおいらん道中と同じ日に開催していたのですが、今

年は日にちをずらして前の週の13日(土)に開催しました。桜の開花時期もちょ

うどよく、お天気にも恵まれ多くの方にお茶を楽しんでいただきました。お菓

子は地元の銘菓 米納津屋の『雲がくれ』を選びました。ふわっとした食感と

上品な甘さのお菓子はお抹茶にとても合い美味しいと好評でした。桜を見なが

ら美味しいお抹茶をいただけて最高です！などの声を多くいただきました。桜

並木と大河津分水路、信濃川の雄大な景色を眺めながら、ゆっくりお抹茶を楽

しめる贅沢なひとときを皆さんに喜んでいただけて良かったです。
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大河津分水展望カフェ

〇日 時：令和元年4月7日（日）～21日（日）9：00～16：00

〇場 所：信濃川大河津資料館4F展望室 〇参加者：１３００名

つばめ桜まつり期間中に資料館4F展望室で展望カフェを開催しまし

た。麦茶と紅茶とちょっとしたお菓子を無料でふるまい、桜並木全体を

眺めることができる展望室でゆっくりくつろいでもらおうとイベントを

企画しました。桜が徐々に開花していくのと同時にお客さんも日に日に

増えて賑わいをみせていました。

友の会桜まつりイベント

大河津分水クイズ&こどもスタンプラリー

〇日 時：令和元年4月13日（土）9：00～16：00

〇場 所：信濃川大河津資料館

資料館内のどこかにあるクイズの答えを探したり、スタンプ用紙のヒ

ントを見つけ出しスタンプを押して全て集めると、ある言葉になるスタ

ンプラリーを1日限定開催。それぞれクリアするとシールや折り紙の傘

などの景品を差し上げました。「あった！」と答えを見つけ出したち

びっ子達が嬉しそうでした。

お休み処「しりょうかん」

〇日 時：令和元年4月20日（土）・21（日）11：00～

〇場 所：信濃川大河津資料館前

20・21日の2日間、資料館前で温かい甘酒とおしるこを100食ずつ無

料でふるまいました。20日は燕さくらマラソン大会、21日は分水おい

らん道中が開催されました。資料館周辺は交通規制がかかっていたので

はじめは人がまばらでしたが、徐々に来てくれました。肌寒かったのも

あり温かくておいしいと皆さんに喜んでいただけて良かったです。

第2回ガイド研修「千曲川を巡る」

今年度2回目のガイド研修は千曲川を巡る旅でした。千曲川をさかのぼ

る形で地形や川筋、過去の洪水について詳しく学び、堤防整備の重要性を

実感。浅川ダムは実際にダムの内部に入ってダムの底まで下りて内部を見

ることができました。研修を通して千曲川を深く知り、治水の重要性を改

めて知ることができ、とても有意義な1日でした。今回の研修行程は千曲

川河川事務所調査課長の岡崎さんが行程や見学場所の手配をしていただき、

さらには最初から最後まで吉田副所長も同行して丁寧にご案内していただ

きました。そして最後には千曲川河川事務所長の木村さんも来られご挨拶

していただきました。参加者全員大満足！！大変素晴らしい研修でした。

〇日 時：令和元年6月3日（月）8：00～18：30 ○参加者：１６名

〇行 程：飯山盆地（道の駅花の駅千曲川）⇨ 昭和58年9月洪水破堤箇所（千曲川右岸・広井川周辺）と戸狩狭窄

部 ⇨ 昼食 月あかり ⇨ 古牧地区水防災 ⇨ 赤沼・善光寺平水位標 ⇨ 浅川ダム ⇨ 川中島古戦場（八幡

原）史址



Non -Pro f i t Organ iza t i on The Sh inano R ive r Ohkozu Museum Suppo r te r s So c ie ty News Le t t e r

≪編集後記≫

★今年の県外河川探訪（1泊2日バスツアー）は『阿賀野川上

流 猪苗代湖、安積疏水を訪ねる』ということで福島県に行

きます。日程は10月6日（日）～7日（月）です。会津地域の

隠れた重要ポイントを巡る旅と題して、川に関係する場所、

ダム、観光地も見学します。詳細は次号8月のたよりでお知

らせします。興味のある方はぜひご参加ください。（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/

信濃川クリーン作戦にご参加ください！

加盟している「信濃川をきれいにする会」の活動

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。一緒にゴミ拾いしませんか？大勢の参加

をお願いします。

◇日 時：令和元年6月15日(土)13：00～14：00

◇集 合：信濃川大河津資料館

◇持ち物：トング、手袋、レジ袋等

※ご参加いただける方は事務局までご連絡ください。

庭木の剪定と花壇の整備にご協力ください！

資料館の庭木の剪定と花壇の整備を行います。お手持

ちの道具を持参してください。剪定くず集めの方も募集

しています。花壇の整備は種の植え付けなどを行います。

※ご参加いただける方は事務局までご連絡ください。

第3回ガイド研修 避難・消火訓練

第3回ガイド研修を行います。合わせて資料館避

難訓練・消火訓練を実施します。業務担当者の参加

をお願いします。業務担当者以外の方もぜひご参加

ください。

◇日 時：令和元年6月15日(土)

ガイド研修 10：00～11：00

避難訓練 11：00～12：00

◇場 所：信濃川大河津資料館

※ご参加いただける方は事務局までご連絡ください。

大河津分水で水辺の生き物観察会

大河津分水で魚や水辺の生き物を捕まえて観察してみませんか？小さな魚

やザリガニなどがとれるかも？！生き物の取り方や名前についても教えます。

◇日 時：令和元年7月13日(土)・7月27日(土)・8月24日(土)

9：00～11：30

◇定 員：各回20人（最少催行人数：2人）

◇参 加 費 ：無料

◇集 合：9：20に信濃川大河津資料館

◇開催場所：大河津分水公園内の体験水路

◇持 ち 物 ：網、虫かご、水筒、着替え、タオル

◇当日の服装：濡れても良い服装、運動靴もしくは脱げないサンダル、帽子

※備考：小雨決行。天候により中止になる場合は主催者から連絡します。定

員になり次第締め切ります。

◇日 時：令和元年6月15日(土)14：00～15：00

◇集 合：信濃川大河津資料館

◇持ち物：剪定道具、脚立等持参ください。

共催：信濃川大河津資料館友の会
水環境技術研究会
LoveRivernet

夏休み宿題教室

夏休み期間中に資料館3Fラ

イブラリーを開放します。お

子さんやお孫さんの宿題など

の学習の場にぜひご利用くだ

さい。

◇期 間：令和元年8月1(木)

～31日(土)の開館日

◇時 間：9：00～16：00

※館内設備の都合上、予告な

く中止する場合があります。

ご了承ください。


