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5月29日(土)開催予定でしたが、総会が延期となったため開催できず、6月12日(土)の総会後に開催しました。

主な議題は以下の通りです。

・議題1. 役員の選出 ① 理事長 出席全理事で互選の結果、氏田公基 氏を再選しました。

② 副理事長及び常務理事 理事長より次のとおり指名されました。

副理事長 横山正二理事、小黒憲雄理事 常務理事 岡村幸弘理事

令和3年度 臨時理事会

役 員

5月22日(土)に令和3年度年次総会を分水福祉会館にて開催する予定で

したが、会員のうち2名が新型コロナウィルス感染者との接触があったこ

とが判明し、急遽延期となりました。6月12日(土)に予定を変更し、少人

数による書面議決方式を取り入れた総会を開催しました。5月15日現在

の正会員総数188名に対し出席143名（うち委任状52名、議決権行使出

席81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、

岡村 幸弘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2年度事業報告及び決算報告（承認）

・議題2. 令和3年度事業計画(案)及び特別会計の設置と予算(案)（承認）

・議題3. 役員改選（承認）

・議題4. その他（報告）

令和3年度 年次総会

部会体制

事業部 部長 （新） 酒井 大助 支援部 部長 横山 正二

副部長 樋口 勲 副部長 小黒 憲雄

副部長 解良 節子 三浦 哲郎

笠柳 シズ 佐藤 善市

若月 夏子 小林 恒男

山田 薫 （新） 斉藤 麗

清水 保 （新） 古澤 徹

岡村 幸弘 広報部 部長 （新） 氏田 公基

小林 愛 副部長 （新） 小甲 由利子

（新） 田部 成幸 野原 永吉

（新） 柳 正市 斉藤 久美

野原 永吉 榎本 麻美子

斉藤 久美

理事長 氏田 公基

副理事長 横山 正二

副理事長 小黒 憲雄

常務理事 岡村 幸弘

理事 解良 節子

笠柳 シズ

若月 夏子

山田 薫

樋口 勲

野原 永吉

清水 保

三浦 哲郎

小甲 由利子

小林 愛

小林 恒男

酒井 大助

佐藤 善市

（新） 斉藤 麗

（新） 田部 成幸

（新） 古澤 徹

（新） 柳 正市

監事 小田切 俊雄

若林 久

事務局長 野原 永吉

事務局 斉藤 久美

榎本 麻美子

※信濃川大河津資料館を利用された方が新型コロナウィルス感染症に感染していたことが判明したことにより、
5月22日(土)から27日(木）まで館内の消毒作業のため臨時休館しました。念のため、対応した職員もPCR検
査を行い、全員陰性の結果でした。予定していた総会が急遽延期となりましたが、会員の皆様のご協力により書
面議決による総会を無事に開催することができました。ご協力いただき、ありがとうございました。中止となり
ました信濃川河川事務所長による講演会は、別の機会に開催することを検討しております。
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令和3年度事業計画

新規事業 《講演会・講座》

・街歩きナビゲーター（資料館周辺の施設をガイドと共に巡ります）

・夏休み「竹細工」体験教室（昨年、中止になったため今年度初開催）

区分 名称 日時 会場 担当

総会 総会【書面議決書方式により少人数で開催】 6月12日(土) 資料館 事務局

第1回理事会 5月15日(土) 分水福祉会館 事務局

臨時理事会 6月12日(土) 資料館 事務局

第2回理事会 12月11日(土) 分水福祉会館 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 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） 4/6(火)～4/18(日) 資料館 事務局

お茶を楽しむ会 4月11日(日) 資料館 事業部

（新規）街歩きナビゲーター（周辺施設巡り） 4月～10月(5回) 資料館周辺 事業部

水辺の生き物観察会（水環境技術研究会・LoveRiverNet共催） 7月～8月(3回) 体験水路 事業部

（新規）夏休み「木工細工」体験教室 7月31日(土) 資料館 事務局

信濃川教養講座「水彩画教室　大河津分水を描く」 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 9月 清津峡 事業部

県外河川探訪「庄川上流と世界遺産を訪ねる」 10/24(日)～10/25(月) 富山県・岐阜県 事業部

河川文化講演会 12月11日(土) 分水福祉会館 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

企画展「友の会会員作品展」（ギャラリーカフェ併設） 2月～3月 資料館 事務局

「信濃川大河津資料館友の会」設立20周年記念事業 4月～3月 実行委員会

友の会フェイスブック 通年 広報部

友の会ホームページ 通年 広報部

友の会だより第63号 5月 広報部

友の会だより第64号 8月 広報部

友の会だより第65号 11月 広報部

友の会だより第66号 2月 広報部

年次報告 あゆみ 3月 広報部

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) 資料館 事務局・支援部

ガイド研修① 4月3日(土) 資料館 事務局・支援部

ガイド研修②（避難・消火訓練） 6月12日（土） 資料館 事務局・支援部

ガイド研修③（先進地等視察） 7月12日（月） 長岡市 事務局

ガイド実践（運営員）　　　　　　 実務実施日(308日) 資料館 事務局・支援部

花壇植替・種まき 6月12日（土） 資料館 支援部

庭木剪定 6/12（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12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） 開館日(308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） 通年 資料館 事務局

信濃川をきれいにする会　令和3年度総会 7月 新潟市 支援部

河川協力団体　合同意見交換会 12月 新潟市 事務局

その他

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



6

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

○令和3年4月11日(日)【第1回】13：00～13：30

【第2回】13：45～14：15

【第3回】15：15～15：45

○参加者：65名

○会場：信濃川大河津資料館2Ｆ 企画展示スペース

昨年は新型コロナウィルス感染症のため、開催することができませんでしたが、

ようやく今年開催することができました。資料館玄関前で野点を予定していまし

たが、風が強い予報だったので資料館2Fのホールで行いました。回数を分け少

人数にしたので密にならずゆったりとお茶とお菓子を楽しんでいただけました。

ようやく開催『お茶を楽しむ会』

○令和3年4月10日(土)・11日(日) 9：00～16：00

○会場：信濃川大河津資料館

今回のクイズは資料館内に設置した4箇所のスタンプを

集めた後、最後に簡単なクイズに挑戦。参加賞として、友

の会オリジナルチロルチョコをプレゼント！家族連れはも

ちろん、大人のグループも楽しそうに資料館内を巡ってい

ました。特にチロルチョコは大好評でした。

大好評の『大河津分水クイズ』

3種類のパッケージ、3
種類の味のオリジナル
チロルチョコ

○令和3年4月11日(土) 13：00～16：00

○参加者：9名

○行程：大河津資料館➝自在堰跡➝旧可動堰➝石碑➝大河津資料館（お抹茶とお菓子で一休み）➝旧洗堰➝

洗堰➝石碑➝大河津資料館（秘蔵資料見学）➝解散

燕三条まちあるき～もうすぐ通水100周年！桜の大河津分水を歩こう～

燕三条地場産業振興センター主催の『燕三条まちあるき 春』に友の会初参

加し、氏田理事長がナビゲーターとなり資料館周辺などを案内するイベントを

開催しました。桜を見ながら石碑や堰を巡った後に、同日開催した『お茶を楽

しむ会』のお抹茶とお菓子を堪能していただきました。資料館では一般展示し

ていない秘蔵資料を特別紹介。初参加の方は、大河津分水の歴史と重要性を

知ってとても勉強になりましたと言っていただきました。

○令和3年5月29日(土) 13：30～15：10

○参加者6名

○行程：大河津資料館➝自在堰跡➝旧可動堰・信濃川補修工事竣功記念碑

➝句仏上人句碑➝信濃川治水紀功碑➝旧洗堰・洗堰・閘門➝大河

津分水工事殉職之碑➝大河津資料館

友の会まちあるき～石碑めぐり歴史探訪～

友の会の周辺施設巡りガイドの第1弾は、資料館周辺にたくさんある石碑

にスポットを当てて、その中から特に大河津分水に関りの深い石碑を、友

の会が作成した石碑マップを参考にしながらいくつか巡りました。青空の

下、気持ち良く巡ることができました。近くに住んでいても初めて知る事

多かったから参加して良かったと、感想をいただきました。
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イベント情報

夏休み「木工細工」体験教室

パズル、竹とんぼなどの「木工細工」を作る体

験教室を開催します。簡単なので小さなお子さん

も作ることができます。昔懐かしの素朴なおも

ちゃを作ってみませんか？（事務局）

◇日 時：令和3年7月31日(土)

▶午前の部 10：00～12：00

▶午後の部 13：30～15：30

◇定 員：各回 子ども10名

◇参加費：無料

◇会 場：大河津出張所1F会議室（燕市大川津）

◇申込み締切：7月25日(日)

※定員になり次第、締め切ります。

【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

【ホームページ】https://ohkouzu-tomo.org/

【Mail】ohkouzu_tomonokai@yahoo.co.jp 

【Facebook】

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

運営員のみなさまへ

第3回ガイド研修を行いますので、運営員（業務担当者）の方はご参加ください。今回は長岡市地域の見

学地へ行きます。参加可能の方は事務局へご連絡ください。（事務局）

◇日 時：令和3年7月12日(月) 13：00～16：45頃

◇行 程：大河津資料館（集合）➝大竹邸記念館➝長岡市立科学博物館➝長岡市内➝大河津資料館（解散）

※12：55までに集合してください。

イベント参加される皆様へ

※新型コロナウィルス感染症の状況により、急きょ中止にな

る場合がありますので、お出かけ前に友の会ホームページ

をご確認ください。

※体調が悪い、熱があるなどの方はご遠慮くださいますよう

お願いいたします。

※検温・マスク着用・手指消毒等の感染予防対策にご協力く

ださい。

○令和3年6月12日(土) ガイド研修 10：00～11：00 参加者 15名

クリーン作戦 11：00～12：00 参加者 11名

庭木の剪定 13：00～14：30 参加者 10名

第2回ガイド研修・クリーン作戦・庭木の剪定

運営員のガイド研修として避難・通報訓練を実施しま

した。消防へ通報、館内放送、避難誘導という一連の流

れを行いました。クリーン作戦は資料館周辺と信濃川下

流域の本川橋付近を重点的にごみ拾いをし、その後に資

料館敷地内の庭木剪定作業を行いました。暑い中、ご協

力いただいき、ありがとうございました。
クリーン作戦剪定

水辺の生き物観察会

大河津分水公園の体験水路で魚や水辺の生き物を捕ま

えて観察してみよう！小さな魚やザリガニなどの捕り方

や、その他の生き物の名前も学べます。（事業部）

◇日 時：令和3年8月21日(土) 9：30～11：30

◇集 合：信濃川大河津資料館

（9：15までにお越しください）

◇定 員：20名（小学生又は未就学児童は保護者同伴）

◇参加費：無料

◇申込み締切：8月20日(金)

※定員になり次第、締め切ります。

※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・お問い合わせは事務局へ。

共催 水環境技術研究会
LoveRiverNet


