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＊鬼怒川・小貝川流域イベントガイド

（7月～10月）（7月～10月）

＊鬼怒川・小貝川の花火大会

鬼怒川の自然観察会・マスのつかみ取り

＊下館河川事務所からのお知らせ

問合せ先

鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議

事務局：国土交通省下館河川事務所

リーオはＨＰでもご覧いただけます。
リーオはスペイン語で川の意味です。

写真 鬼怒川（阿久津大橋下流）

事務局：国土交通省下館河川事務所

（きぬ・こかい情報発信局）

ＴＥＬ：０２９６－２５－２１６１（代表） ＦＡＸ：０２９６－２２－７００９

ＵＲＬ：http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/
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開催場所：鬼怒川中島橋下流右岸

問合せ先：小山市建設監理課[0285(22)9204]

ﾌｪｽﾀin鬼怒川～魚のつかみどり～

18(日)

開催場所：鹿島神社
問合せ先：益子町観光協会[0285(70)1120]

益子町八坂神社の祗園祭
23(金)～

25(日)

開催場所：桃畑緑地公園河川敷東特設会場
鬼怒川ｸﾘｰﾝ作戦とﾏｽのつかみどり大会
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問合せ先：上三川町都市建設課管理係[0285(56)9146]

24(土)

開催場所：真岡市役所東側五行側沿い
問合せ先：真岡市観光協会[0285(82)7205]

真岡の夏祭り大花火大会
24(土)

開催場所：石下市街地
問合せ先：常総市商工観光課[0297(23)2111]

石下祗園祭り
2４(土)～
25(日)

開催場所：羽黒神社
問合せ先：筑西市観光協会[0296(20)1160]

下館祗園まつり
29(木)～

1(日)
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問合せ先：筑西市観光協会[0296(20)1160]

開催場所：八千代町役場駐車場
問合せ先：八千代町夏まつり実行委員会事務局[0296(49)3943]

八千代町夏まつり

2010日光夏の花火 10 川島花火大会

31(土)

10

31(土)

８ 第2回フェスティバル鬼怒川

問合せ先：きよはら水辺の楽校協議会[ 028（632）2593]
開催場所：きよはら水辺の楽校
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開催場所：大谷川河川敷（大谷橋付近）
問合せ先：日光市今市納涼祭実行委
員会[0288(30)1171]

2010日光夏の花火

1(日)

開催場所：下妻市砂沼湖畔

問合せ先：下妻市商工会事務局[0296(43)3412]

第45回しもつま砂沼の花火大会

7(土)

開催場所：芳賀温泉ロマンの湯西側

問合 先 芳賀町観光協会[028(677)1115]

芳賀町ロマン花火2010

7(土)

10

開催場所：川島橋付近

川島花火大会
1(日)

問合せ先：川島地区
花火大会実行委員会
[0296-20-2283 ]
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問合せ先：芳賀町観光協会[028(677)1115]
7(土)

開催場所：鬼怒川大形橋上流

問合せ先：下妻市商工観光課観光係[0296(43)2111]

第15回鬼怒川流域交流Ｅボート大会
8(日)

開催場所：鬼怒川河川敷緑地公園

問合せ先：尊徳夏まつり実行委員会[0285(74)0324]

尊徳夏まつり花火大会
21(土)

開催場所：橋本運動公園問合せ先：常総市商工観光課[0297(23)2111]

常総きぬ川花火大会2010
21(土)

取手駅
10月

16

17

21総

開催場所：小貝川成田橋下流300m付近

問合せ先：小貝川花火の会[090(8815)4155]

小貝川花火大会
21(土)

開催場所：道場宿鬼怒川河川敷

問合せ先：うつのみや花火大会実行委員会宇都宮市役所 （観光交流課内）
028-632-7016 ]

うつのみや花火大会
21(土)

20

9(土)
開催場所：日光運動公園、大谷川河川敷
問合せ先：日光総合支所観光課[0288(53)3795]

日光けっこうフェスティバル2010

21
10(日)

開催場所：藤代公民館、取手市藤代地先
問合せ先：ハーブフローの会[0297(83)3862]

ハーブフローのつどい

22 カワラノギク観察会

18
まつりつくば2010

開催場所：TXつくば駅及び研究学園駅周辺各会場
28(土)～

上記については、７月 １５日現在で掲載しています。詳細については、問合せ先へお尋ね下さい。

９月

19

29(日) [029 (883)1273]

開催場所：氏家大橋付近河川敷
問合せ先：うじいえ自然に親しむ会事務局（さくら市ミュージアム内）

秋の鬼怒川自然観察会

[028 (682)7123]

22
開催場所：氏家病院西側河川敷
問合せ先：うじいえ自然に親しむ会事務局（さくら市ミュージアム内）

カワラノギク観察会
[028 (682)7123]

問合せ先：つくば市観光物産課
28(土)

17(日)

ポピーの種まきとさつまいも堀り
23

24

問合せ先：花と１万人の会 (下妻市役所都市整備課)[0296-43-2111]
開催場所：大形橋上流左岸河川敷鬼怒フラワーライン

小貝川ふれあい花の会ボランティア種まき
開催場所：小貝川ふれあい公園
問合せ先：小貝川ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 (下妻市役所都市整備課)[0296-43-2111]未定

17(日)
２６(日)
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築堤が完成し､安心して生
活ができるようになったこと
を記念して始まった花火大
会も今年で6回目を迎えま
した。

開催場所：橋本運動公園

問合せ先：常総市商工観光課

0297(23)2111

開催場所：開催場所：道場宿鬼怒川河川敷

問合せ先：うつのみや花火大会実行委員会

宇都宮市役所 （観光交流課内）028-632-7016

開催場所：開催場所：道場宿鬼怒川河川敷

問合せ先：うつのみや花火大会実行委員会

宇都宮市役所 （観光交流課内）028-632-7016

15
17

0297(23)2111

14

鬼怒川・小貝川流域各地で花火大会が開
催されます 夏の夜空に咲く大輪をご家族

開催場所：小貝川成田橋下流300m付近

問合せ先：小貝川花火の会
090(8815)4155

開催場所：鬼怒川河川敷緑地公園

問合せ先：尊徳夏まつり実行委員会
0285(74)032

開催場所：鬼怒川河川敷緑地公園

問合せ先：尊徳夏まつり実行委員会
0285(74)032

＊うつのみや花火大会パンフレットより引用＊

催されます。夏の夜空に咲く大輪をご家族
そろってご堪能ください。詳しくは各市町
ホームページなどをご覧ください

地域環境の美化のためゴミは各自持ち帰り
ましょう！

鬼怒川の自然を観察してみましょう！ マスのつかみどりにチャレンジ！

鬼怒川(さくら市）で自然観察会が行われます。

秋の鬼怒川自然観察会 9月26日（日）

氏家大橋付近の河川敷で鬼怒川に動植物の観察会
を行います。うじいえ自然に親しむ会の講師の方の
「昆虫や草花などの説明」を聞きながら河原を散策し
鬼怒川の自然を観察します

鬼怒川の自然を観察してみましょう！

鬼怒川ｸﾘｰﾝ作戦とﾏｽのつかみどり大
会が行われます。 7月24日（土）

集合場所： 桃畑緑地公園河川敷東特設会場
受付時間：午前9時00分～9時30分

受付後 クリ ン作業（鬼怒川河川敷のごみ拾い）

マスのつかみどりにチャレンジ！

鬼怒川の自然を観察します。

カワラノギク観察会 10月17日（日）

氏家病院西側河川敷の東大カワラノギク実験地で、
うじいえ自然に親しむ会の皆さん、東京大学保全生
態学研究室、氏家出張所が参加し、カワラノギクの観
察会と外来種のシナダレスズメガヤの抜き取り作業
が行われます。この場所は、れき質河原の動植物保

受付後、クリーン作業（鬼怒川河川敷のごみ拾い）
を参加者全員で実施します。

クリーン作業後にマスのつかみどり大会を実施し
ます。

※クリーン作業に参加しないと、
マスのつかみどり大会には参加できません。

【対象】小学生対象（ただし、保護者同伴のこと）が行われます。この場所は、れき質河原の動植物保
全地となっており、うじいえ自然に親しむ会の皆さん
が中心となり活動されています。

皆さんぜひご参加下さい。

問合せ先：うじいえ自然に親しむ会事務局
（さくら市ミュージアム内) 028-682-7123

【対象】小学生対象（ただし、保護者同伴のこと）
【参加料】無料
毎年夏休みの恒例イベント、河川愛護作業
を通じて自然とふれあいましょう！

問合せ先：上三川町都市建設課管理係
0285-56-9146



下館河川事務所からのお知らせ

９月３日(金)総合地震防災訓練

総合地震防災訓練は、首都圏直下型地震が発生した場合を想定して、事務所職員等の災害対策能力の向
上を目的として 地震発生時の鬼怒川 小貝川の堤防等の河川管理施設の被害状況等の点検 情報収集

河川愛護団体等表彰

上を目的として、地震発生時の鬼怒川・小貝川の堤防等の河川管理施設の被害状況等の点検、情報収集・
伝達及び被害発生後の復旧対応など、具体的な訓練を行います。

下館河川事務所では、毎年７月の河川愛護月間に、河

河川愛護団体表彰

が５月２３日に

「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰

鬼怒川を愛する福島みちくさ会下館河川事務所では、毎年７月の河川愛護月間に、河
川愛護の意識が広く醸成されることを目的として、河川
の大切さ、楽しさ、怖さ等河川に関する理解と感心を深
める活動や、川とのつながりの中で地域の活性化や地域
環境の美化、子どもへの環境教育など、地域に貢献し、
他の模範となる活動を行っている団体･個人のかたに感
謝状をお贈りしています。 今年は、市町等から推薦の
あった下記の７団体に感謝状を贈与します。

が５月２３日に
「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を受
賞しました。

鬼怒川を愛する福島みちくさ会

同会は鬼怒川橋下周辺を主として、カンナの
植栽管理や蛍の育成鑑賞会を開催したり、橋梁
の落書き消しを行うなど河川緑化・美化活動と
ともに豊かな自然環境づくりに積極的に取り組
んでいることが評価されました。

「水生生物調査」参加者を募集しています

○板戸鬼怒川一里塚愛護会 ○栃木県小山市立福良小学校

○茨城県下妻市立高道祖小学校 ○鬼怒川を愛する会

○ＮＰＯ法人 未来につなごう鬼怒川・小貝川の会

○ 筑西市旭ヶ丘自治会 ○しもだて紫水ロータリークラブ

感謝状等の授与・伝達式は

７月２９日(木)１３：３０～

下館河川事務所会議室で行います。

評価さ し 。

「水生生物調査」参加者を募集しています

下館河川事務所では参加者を募集しています。
年齢・経験を問わず、どなたでもご参加いただけます。実施内容・調査箇所・日程申し込み方法
等につきましては、下館河川事務所ホームページに掲載していますのでご覧下さい。

河川に生息する水生生物は、水質汚濁の影響を反映しており、それらの水生生物を指標として水質
を判定することができ、今回の水生生物調査は、一般の方にも分かりやすく、高価な機材等を必要と
しないことから誰でも簡単に調査できるものです。

「河川愛護月間」“推進標語”と“絵手紙”を募集します

「河川愛護月間（７月１日～７月31日）」における広報活動の一環として、河川愛
護の意識をより高めていくことを目的として、推進標語および絵手紙を小学生、中学
生、高校生及び一般の方々から募集します。

等につきましては、下館河川事務所ホ ムペ ジに掲載していますのでご覧下さい。
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/event/suiseiseibutu/annai.pdf

＊河川愛護月間ポスターより引用＊

鬼怒川・小貝川への思いや出来事などを標語や絵手紙にして、ぜひご応募下さい。

募集内容、応募方法、応募期間等、詳細
は下記ホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/river/index.html

リーオでは皆さんのお便りをお待ちしております。川のこと、自然のこと、河川事業
に関することなど、電話又はホームページのお問い合わせにお寄せ下さい。

電話番号 ：０２９６－２５－２１６１（代表)
ＨＰ：https：//www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/toiawase/input.htm

＊河川愛護月間ポスタ より引用＊


