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平成30年度 年次総会報告

5月19日（土）燕市分水福祉会館にて、平成30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161名、団体29社、計190名・社に対し出席60名・社、

委任状102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、

三浦 哲郎会員を議長に選出し、議事が進められました。主な議題は次の通りです。

①平成29年度事業報告、決算報告、監査報告（承認）

②平成30年度事業計画案及び予算案（承認）

③定款変更案、事務所所在地変更（承認）

④部体制について報告、信濃川大河津資料館管理補助業務の受託について報告、

その他

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

斉藤 久美・野原 永吉

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・小林 清

斉藤 麗・三浦 哲郎

武田 義信・小林 愛

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 久美・榎本 麻美子

平成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

平成30年度事業計画

平成30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（田部信濃川河川事務所長） 5/19(土) 分水福祉会館

大河津分水講演会2018（中川博次京都大学名誉教授） 12/1(土) アオーレ長岡

（新規）友の会桜まつり（資料館でおもてなし） 4/7(土)～22(日) 大河津資料館

お花見会 4/14(土) 大河津分水公園

お茶を楽しむ会（おいらん道中） 4/15(日) 大河津資料館

信濃川教養講座①「川の花で押し花づくり」 5/12(土) 大河津資料館

信濃川教養講座②「押し花であんどんづくり」 6/24(日) 大河津資料館

県外河川探訪「白山砂防と手取川・梯川」 7/29(日)～30(月) 石川県

水辺の生き物観察会（水環境技術研究会共催） 8/4(土) 体験水路

（新規）大河津改修現場見学会 9月 大河津分水路

河川文化講演会「パナマ運河」 10/14(日) 大河津出張所

サケまつり 10/14(日) 大河津資料館

特別講演会「パナマ運河展示記念講演会」 10/20(土) 大河津資料館

県内河川探訪 11月 県内

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」 3/16(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51～54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 4/1(日)、6/2(土)～3(日)、6/16(土)

ガイド実践（運営員) 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 6/16(土)、11/3(土) 大河津資料館

クリーン作戦（信濃川をきれいにする会） 6/16(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（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 第24回総会 7月 新潟市
その他

奉仕活動

ガイド

講演会

講座
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総会特別講演会【大河津分水路の改修事業について】

〇日時：平成30年5月19日（土）16：00～17：00

〇場所：燕市分水福祉会館 〇参加者：１１３名

〇講師：北陸地方整備局 信濃川河川事務所長

田部 成幸 氏

総会後に開催した講演会には昨年同様100名を超える

参加者がお越しくださいました。やはり近隣の方が多く

見られました。改修事業から4年目を迎える今年度は分

水路河口部の工事が本格的に始まるということで、昨年

より一層詳しい施工イメージ資料が加わり、大きく変化

し、これからの進捗状況から目が離せません。

♪川辺の音楽会 開催しました

〇日 時：平成29年3月17日（土）14：00～16：00

〇場 所：信濃川大河津資料館４F展望室

〇参加者：８０名

前回の音楽会の参加者は60名でしたが、大盛況の今

回は80名ものお客さんがお越しくださいました。雄大

な景色をバックに、朗読、ピアノやチェロの演奏、合

唱と様々なプログラムを披露し、音楽をお楽しみいた

だきました。大盛況に終わったのも出演者の皆さんの

ご協力のお陰です。ありがとうございました。

花びら舞い散るお花見会🌸

〇日 時：平成30年4月14日（土）12：00～14：00

〇場 所：大河津分水公園 〇参加者：３９名

穏やかな天気の中、多くの方にご参加いただきました。桜の花も綺麗に咲き、風

に揺られるとひらひらと散る風情のあるお花見会となりました。会員はもちろん今

年も午前中に行われた「第83回大河津分水殉職者慰霊式」に参加された北陸地方整

備局及び信濃川河川事務所の方々も多く来られて賑やかで楽しい会となりました。

🍂恒例のお茶を楽しむ会

〇日 時：平成30年4月15日（日）10：00～14：00

〇場 所：信濃川大河津資料館4F展望室 〇参加者：２３０名

前日の天気予報でお茶会当日は風も強く雨も降り荒れるとの予報でした。当日

は残念ながら予報通りとなってしまいました。それに伴い、おいらん道中も燕市

分水総合体育館で行うことに。予定した300名には届きませんでしたが、それで

も有り難いことに資料館には多くのお客さんがお越しくださいました。スタッフ

の心を込めたおもてなしと美味しいお抹茶をとても喜んでいただけたようです。

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。
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川の花で押し花づくり🌼

〇日 時：平成30年5月12日（土）10：00～12：00

〇場 所：信濃川大河津資料館2F多目的ホール・資料館周辺 〇参加者：１３名

恒例行事となりました押し花づくりは今回も会員以外の一般の方も参加してく

れました。素朴で可愛らしい野花や草を摘んで押し花制作をしてもらいました。

身近な道具で簡単に作れると好評です。6月24日（日）に「押し花であんどんづ

くり」も開催します。詳細はイベントコーナーをご覧ください。開催前から大好

評の行事ですので、ご興味のある方はお早めにお申込みください。

大盛況！つばめ桜まつり期間中イベント

〇日 時：平成30年4月7日（土）～22日（日）

〇場 所：信濃川大河津資料館内

〇主 催：信濃川大河津資料館友の会・Love River Net

協 力：信濃川河川事務所

つばめ桜まつり期間中に燕市観光協会さんと連携して資料館で様々なイベント

を開催しました。1Fおいらん衣装羽織体験、2F特別展示、4F展望カフェ・さく

らメッセージカード・紋切体験と盛り沢山。衣装を羽織り記念撮影したり、展望

室でお茶を飲みながら景色を眺めたりと、小さなお子さんからご年配の方まで大

勢の方が楽しんでくれました。初めてのイベントは大好評でとても良かったです。

～事務所所在地変更のお知らせ～

平成30年5月19日(土)に行いました友の会総会にて、事務効率化の観点から事務所所在地の変更の承認を得

ましたのでお知らせいたします。郵便等は下記住所へお願いいたします。

旧：〒959-0181 新潟県燕市上諏訪10番地16号 分水福祉会館内

⇩

現：〒959-0123 新潟県燕市大川津1215番地の7

信濃川大河津資料館 インフォメーション

子ども達がつくってくれた大河津分水新聞

平成29年度に資料館を見学いただいた小学生のみな

さんが大河津分水新聞や大河津分水カルタの解説書を

作ってくれました。クイズやしかけ、なるほど！と思

わせられる作品がたくさん。工夫がこらされた作品を

ぜひご覧ください！

新聞などをつくってくれた学校

〇新潟市立桜が丘小学校 〇新潟市立立仏小学校

〇燕市立分水小学校 〇長岡市立寺泊小学校

【展示期間】平成30年5月11日(金)～7月1日(日)

【会 場】2F企画展示スペース

【主 催】信濃川河川事務所

企画展示
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≪編集後記≫

◆新年度になり今年の事業計画が決まりました。大河津分水

改修現場見学会など新規の行事も加わり盛りだくさんの一年

になります。会員の方の積極的なご参加をお待ちしています。

◆6/2(土)・3(日)とガイド研修『信濃川水源地調査』で甲武

信ケ岳へ登り信濃川の源流を見てきます。今回は掲載できま

せんが、8月発行のたよりにてご報告いたします。（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/

押し花であんどんづくり 🍃

身近な草花の押し花を使ってあんどんを作ってみ

ませんか？新聞にイベント情報で掲載されたところ、

大反響ですぐに午後の部は定員に達してしまいまし

たが、会員限定に急きょ午前の部を開催することに

しました。作ってみたいという方はお早めにお知ら

せください。

◇日 時：平成30年6月24日(日)10：00～11：30

◇場 所：信濃川大河津資料館 2F多目的ホール

◇定 員：16名（定員になり次第締め切ります）

◇持ち物：『川の花で押し花づくり』にご参加され

た方は作った押し花をお持ちください。

参加されていない方も押し花があればお

持ちください。

押し花でしおりづくり 🌼

押し花を使ってオリジナルのしおりをつくりませ

んか？初めての方も大歓迎です。参加ご希望の方は

事務局までご連絡ださい。

◇日 時：平成30年7月21日(土)10：00～11：30

◇場 所：信濃川大河津資料館 2F多目的ホール

◇定 員：15名（定員になり次第締め切ります）

◇持ち物：なし（押し花があればお持ちください）

◇参加費：無料

県外河川探訪『白山砂防と手取川・梯川』🚌

今年の1泊2日県外バスツアーは石川県白山市、小松市にある白山砂防と手取川、梯川周辺を巡ります。国の登

録有形文化財で昭和初期に建設された石積みの砂防堰堤群や、無人化施工で建設した砂防堰堤、土石流で運ばれ

た巨大な百万貫の岩など見所たくさん。お申込み、お問合せは事務局まで。詳細は参加者に別途お知らせします。

◇日 時：平成30年7月29日(日)～30日(月) ◇費 用：23,000円（変更する場合があります）

◇定 員：40名（定員になり次第締め切ります。定員数まで、あとわずかです。お申込みはお早めに！）

◇行程（案）

【1日目】大川津ふれあいセンター発(7:30) ⇨梯川 小松天満宮(梯川改修見学) ⇨手取川 川北町スポーツ公園

(手取川見学) ⇨白山比咩神社 ⇨手取川 不老橋(手取峡谷見学) ⇨手取川ダム見学 ⇨宿泊(ホテル八鵬)

【2日目】国交省 白山砂防科学館見学 ⇨手取川 百万貫の岩見学 ⇨白山砂防 甚乃助谷見学

※行程は変更する場合がありますのでご了承ください。

避難消火訓練・クリーン作戦・庭木の剪定

◇日 時：平成30年6月16日(土)

＜避難消火訓練〉10：30～12：00

＜クリーン作戦＞13：00～14：00

＜庭木の剪定＞ 14：00～15：00

◇場 所：＜避難消火訓練＞資料館

＜クリーン作戦＞資料館周辺及び

本川橋下流側

＜庭木の剪定＞資料館敷地内

◇道 具：クリーン作戦及び剪定ご参加の方は手袋、

ビニール袋、剪定道具をお持ちください。

※雨天時の場合、クリーン作戦、庭木の剪定は中止

となります。ご参加いただける方は事務局までご連

絡ください。

水辺の生き物観察会 🐟

夏休みに子供向けの観察会を開催します。専門家の

指導の下、川や魚の勉強をします。お子さん、お孫さ

んの自由研究にいかがですか？参加費は無料です。

◇日時：平成30年8月4日(土)9：00～12：00

◇場所：大河津分水公園 体験水路

◇定員：20名（小学生又は未就学児童は保護者同伴）

※服装・持ち物等の詳細は参加者へ別途お知らせしま

す。お申込み・お問合せは事務局へ
（友の会押し花クラブ主催）


