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１．第１１回合同部会①の進め方 

 「観光、エコツーリズム」について 

 （１）事前アンケート調査の結果について 

第 11 回合同部会①の開催にあたり、「観光・エコツーリズム」に関して、現在の各市町及び

構成団体における取り組みの中で、個人やグループで遊水地を訪れる方を対象として、受け入

れ可能なものについて、照会させていただいた。 

その結果、資料２の一覧表のとおりの取組み等が挙げられた。また、ここに挙げられた事業

等について、実施時期及びテーマ別の区分により整理したものが、資料３となった。 

  今回は、前回までに出された意見やＪＴＢさんのアドバイス等を踏まえて、この一覧表の内

容について、不足すると思われる項目やその他の課題等について意見交換を行う。 

 （２）この一覧表の活用イメージ 

渡良瀬遊水地において各団体が取り組んでいる事業について、資料３をベースにしてまとめ

ることにより、渡良瀬遊水地を訪れる方に対する「おもてなし一覧」のような形として、その

ニーズや目的に応じたメニューとして活用していただけるよう情報発信していく。 

１．実施時期等の区分 

①通年実施しているもの ※申込を受けて随時実施するものを含む 

②季節ごとに実施しているもの 

➂期間限定で実施しているもの 

④実施する時間帯 

 

２．分野別の区分 

①遊水地の概要（広く浅く、全般） 

②歴史 

➂野鳥 

④植物 

⑤治水 

⑥レジャー・スポーツ 

 

３．実施場所（エリア） 

①谷中湖周辺 

②北エントランス周辺 

➂第２調節池周辺 

④第３調節池周辺 

⑤4 市 2 町周辺 
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渡良瀬遊水地周辺事業等実施状況一覧（アンケート結果）

番号 実施日時 事業等名称 実施主体 参加条件等 問合せ・連絡先 その他、実施場所等

1 8/4（土） 古河花火大会 古河市
有料観覧席(4人用・1万円)
事前販売

古河市観光物産課
0280-22-5111

会場：古河ゴルフリンクス

2 3/23（土）、24日（日）
古河まくらがの里花桃
ウォーク

古河市

【4市2町在住・在勤】
事前申込：700円、当日申
込：1,000円
【上記以外】
事前申込：1,500円、当日
申込：2,000円

古河市スポーツ振興課
0280-92-0555

土日のいずれかが古河市
総合公園から遊水地へ散
策するコース（もう1日 古
河市内を散策するコース）

3
通年（毎週月曜日、年
末年始など谷中湖の
閉園日を除く）

渡良瀬遊水地ボランティ
アガイド

栃木市、渡良瀬遊水
地ガイドクラブ

4名以下の個人 申込不
要、5名以上のグループ・
団体の場合 事前申込が
必要、参加費無料

栃木市遊水地課
０２８２－６２－０９１９

【コース例】：ウォッチングタ
ワー、谷中村史跡保全
ゾーン、子供広場など、【内
容】：自然環境や遊水地の
役割など

4
４/30（月）
10：00～13：00

渡良瀬遊水地周遊バスツ
アー

（栃木市まちづくり実
働組織）ハートランドま
ちづくり隊

参加費：3,000円
定員：25人（先着順）

ハートランドまちづくり隊
０２８２－６２－２８１３

渡良瀬遊水地内の旧谷中
村や田中正造翁に関わる
見どころをガイド付きで案
内、郷土料理の試食付き

5
5/3（木）
9：30～14：30

ウォータースポーツ教室
※カヌー・ヨット・ボートの
体験

栃木市教育委員会

小学生５年生以上（４年生
以下 保護者同伴）カヌー
のみ事前予約、各種目３０
分1人200円

渡良瀬遊水地ハートランド城
０２８２－６２－１３０１
（藤岡スポーツ振興係）

谷中湖子ども広場ゾーン
（北ブロック湖畔）

6
6/9（土）
10：00～13：00

夏のわくわく大作戦
（植物保全ミッション）
（わくわく体験ミッション）

栃木市

事前申込不要、
当日受付9：30～10：00、
参加費無料、
小学生以下保護者同伴

栃木市遊水地課
０２８２－６２－０９１９

集合場所：渡良瀬遊水地
谷中村史跡保全ゾーン※
保全作業、野鳥観察、ミニ
よしずづくり、Eボート体験
など

7
6/9（土）
13：30～15：00

遊馬の時間・夏
※ポニーとのふれあい・
乗馬体験

栃木市教育委員会、ミ
カモライディングクラブ

申込不要、参加費無料、
どなたでも

渡良瀬遊水地ハートランド城
０２８２－６２－１３０１
（藤岡スポーツ振興係）

会場：藤岡渡良瀬運動公
園芝生広場

8
6/15（金）
9：00～12：00

栃木県民の日協賛イベン
ト渡良瀬遊水地ハートラン
ドぐるり旅

栃木市、渡良瀬遊水
地ガイドクラブ

事前申込、参加費無料、
定員：20人（栃木県民限
定・先着順）

栃木市遊水地課
０２８２－６２－０９１９

集合場所：渡良瀬遊水地
ハートランド城

資料２
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渡良瀬遊水地周辺事業等実施状況一覧（アンケート結果）

番号 実施日時 事業等名称 実施主体 参加条件等 問合せ・連絡先 その他、実施場所等

資料２

9
7/7（土）
10：00～12：00

ヨシに願いを★
（ヨシを使った七夕飾り、ミ
ニよしずづくり等）

栃木市
事前申込、小学生以下の
お子さんとその保護者
定員：12組（先着順）

栃木市遊水地課
０２８２－６２－０９１９

集合場所：渡良瀬遊水地
ハートランド城

10
7/3（火）､7/6（金）､
7/17（火）､7/20（金）
8/1（水）､8/3（金）

渡良瀬遊水地ハートラン
ドぐるり旅
（全６回）

栃木市、渡良瀬遊水
地ガイドクラブ

事前申込、参加費無料、
定員：各回6人（先着順）

栃木市遊水地課
０２８２－６２－０９１９

集合場所：渡良瀬遊水地
ハートランド城
9：00～12：00

11 7/22（日）
親子で遊水地を知ろう
夏休み 親子水辺教室

栃木市
事前申込、小学生とその
保護者
定員：10組（先着順）

栃木市遊水地課
０２８２－６２－０９１９

集合場所：体験活動セン
ターわたらせ
※水質調査、ミニよしずづ
くり、カヌー体験

12
8/9（木）、8/21（火）
16：30～18：00

つばめのねぐら入り観察
会（2日間開催）

栃木市
協力：渡良瀬遊水地
野鳥観察会

7/23～申込、参加費無
料、定員：各回18人（先着
順）

栃木市遊水地課
０２８２－６２－０９１９

集合場所：渡良瀬遊水地
ハートランド城

13 9/2（日）

渡良瀬遊水地フェスティ
バル（ＪＢＣＦタイムトライ
アルチャンピオンシップ※
自転車競技と同時開催）

栃木市（渡良瀬遊水
地フェスティバル実行
委員会）

栃木市遊水地課
０２８２－６２－０９１９

谷中湖子ども広場ゾーン

14

5/12（土）　7時から
7/14（土）　7時から
12/2（日）　9時から
2/23（土）　9時から

ヤナギ・セイタカアワダチ
ソウ除去作戦

小山市他
ボランティア参加のため特
にありません。

小山市渡良瀬遊水地ラム
サール推進課
０２８５-２２-９３５４

会場：第2調節池環境学習
フィールド３

15 5/26（土）　10時から おさかなワイワイ大作戦 小山市
事前申込み
小学生とその保護書を中
心とした先着160名

小山市渡良瀬遊水地ラム
サール推進課
０２８５-２２-９３５４

会場：第2調節池環境学習
フィールド３

16 8月 ツバメのねぐら入り観察会 小山市
事前申込み
先着３０名

小山市渡良瀬遊水地ラム
サール推進課
０２８５-２２-９３５４

小山市役所集合

17 1月 チュウヒの飛立ち観察会 小山市
事前申込み
先着３０名

小山市渡良瀬遊水地ラム
サール推進課
０２８５-２２-９３５４

小山市役所集合
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渡良瀬遊水地周辺事業等実施状況一覧（アンケート結果）

番号 実施日時 事業等名称 実施主体 参加条件等 問合せ・連絡先 その他、実施場所等

資料２

18 2月
渡良瀬遊水地第２調節池
フォトコンテスト
ラムサール写真展

小山市
事前申込不要、参加費無
料

小山市渡良瀬遊水地ラム
サール推進課
０２８５-２２-９３５４

会場：道の駅思川小山評
定館

19 4/21、5/29、9月
渡良瀬遊水地植物観察
会

野木町 事前申込、参加費無料
野木町未来開発課
電話：0280-57-4260

20 5/26、7月、10月
のぎ水辺の楽校外来植物
等除去活動

野木町 事前申込不要、参加費無料
野木町未来開発課
電話：0280-57-4260

21 6/9、6/10 第７回ホタル祭り
のぎ水辺の楽校応援
倶楽部

事前申込不要
野木町未来開発課
電話：0280-57-4260

22 7/27～7/29 煉瓦窯夏フェスタ 野木町 事前申込不要

野木ホフマン館
電話：0280-33-6667
野木町未来開発課
電話：0280-57-4260

23 8月、1月
渡良瀬遊水地野鳥観察
会

野木町 事前申込、参加費無料
野木町未来開発課
電話：0280-57-4260

24 11月
渡良瀬遊水地サイクリン
グ＆ピザ焼き体験講座

野木町 事前申込、参加費あり
野木町未来開発課
電話：0280-57-4260

25 12月 煉瓦窯冬フェスタ 野木町 事前申込不要

野木ホフマン館
電話：0280-33-6667
野木町未来開発課
電話：0280-57-4260

26 3月 ヨシ焼き見学バスツアー 野木町 町内在住・在勤者、事前申込、参加費無料
野木町未来開発課
電話：0280-57-4260

27
4/13，4/18，5/15，
5/17，6/13，6/15

植物観察会
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

事前申込，参加費無料
渡良瀬遊水地湿地資料館
電話0282-62-5558

谷中湖周辺(谷中村史跡保
全ゾーン)
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渡良瀬遊水地周辺事業等実施状況一覧（アンケート結果）

番号 実施日時 事業等名称 実施主体 参加条件等 問合せ・連絡先 その他、実施場所等

資料２

28 5/30，12/5，1/24 野鳥観察会
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

事前申込，参加費無料
渡良瀬遊水地湿地資料館
電話0282-62-5558

谷中湖周辺(中の島)

29
5/26，6/30，9/29，
10/27，11/24，12/15，
1/26，2/23

野鳥観察指導
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

事前申込不要，参加費無料
体験活動センターわたらせ
電話080-8818-9381

谷中湖周辺(中の島)

30 12/1，1/12，2/9 野鳥写真教室
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

事前申込，参加費無料
体験活動センターわたらせ
電話080-8818-9381

体験活動センター(学習ハウ
ス)

31
7/13（金）
9：30～16：00

Ｅボート講習会
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

事前申込，参加費500円（保
険代等）、定員20名（高校生
以上）

体験活動センターわたらせ
電話080-8818-9381

体験活動センター(学習ハウ
ス)及び谷中湖

32 7/27～7/29 夏休み宿題サポート教室
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

事前申込不要，参加費無料
渡良瀬遊水地湿地資料館
電話0282-62-5558

体験活動センター(学習ハウ
ス)

33
平成30年度上半期
4/15,5/20,6/10,
7/15、8/19,9/16

定例：湿地保全再生プロ
ジェクト

わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川事
務所

事前申込不要、参加費無料
HP等お知らせで現地集合

事務局：090-6938-5490
HPアドレス
https://watarase-
mirai.jimdo.com/

第2調節池環境学習フィール
ド①周辺モニタリング、メンテ
ナンス

34 5/6(日)
（午前）湿地のグリーンウ
エイブ2018
（午後）湿地保全作戦

わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川事
務所

事前申込不要、参加費無料

事務局：090-6938-5490
HPアドレス
https://watarase-
mirai.jimdo.com/

（午前）自然観察会
（午後）湿地保全作業

35
6/17(日)
13：00～15：00

①ヨシ利用二胡紹介とミ
ニコンサート②講演会「琵
琶湖のヨシ原と保全」

わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川事
務所

事務局：090-6938-5490
HPアドレス
https://watarase-
mirai.jimdo.com/

ヨシ原保全とヨシ利用を考え
る講演会・ミニコンサート
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渡良瀬遊水地周辺事業等実施状況一覧（アンケート結果）

番号 実施日時 事業等名称 実施主体 参加条件等 問合せ・連絡先 その他、実施場所等

資料２

36
7/28(土)
（予備日7/29（日））

（仮称）生き物調べ大会
わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川事
務所

事前申込不要、参加費無料

事務局：090-6938-5490
HPアドレス
https://watarase-
mirai.jimdo.com/

第2調節池環境学習フィール
ド➂（小池）

37 8/18(土)
渡良瀬遊水地ツバメ塒入
り観察会

日本野鳥の会栃木・わた
らせ未来基金（共済）

事前申込不要、参加費、保険
料（会員種別による）

日本野鳥の会栃木
：028-625-4051
（火・木・金・祝日を除く
9時～16時）

藤岡遊水池会館駐車場集合
後、現地へ移動

38 12/9(土) ヨシ刈りデー
わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川事
務所

事前申込不要、参加費無料

事務局：090-6938-5490
HPアドレス
https://watarase-
mirai.jimdo.com/

（第１調節池）
谷中村史跡保全ゾーン

39 1/28
防火帯作り
※第１調節池内の屋敷林
周囲のヨシの刈り倒し

わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川事
務所

事前申込不要、参加費無料

事務局：090-6938-5490
HPアドレス
https://watarase-
mirai.jimdo.com/

藤岡遊水池会館駐車場集合
後、現地へ移動

40
3/10
9：00～12：00

ヨシ焼き前のゴミ拾い
わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川事
務所

事前申込不要、参加費無料

事務局：090-6938-5490
HPアドレス
https://watarase-
mirai.jimdo.com/

（第１調節池）
親水多目的ゾーン駐車場集
合

41
通年（土日祝日、火水
木）

スカイダイビング
NPO法人スカイダイブ
藤岡

事前申込・当日参加も可能
NPO法人スカイダイブ藤岡
電話0282-62-5390
電話090-6473-2267

スカイフィールドわたらせ
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渡良瀬遊水地周辺事業等実施状況一覧（分類整理）

番号 実施日時 事業等名称 実施主体 通年 春 夏 秋 冬 歴史自然学び 見る 知る 体験保全参加条件等 その他、実施場所等

1 8/4（土） 古河花火大会 古河市 ○ ●
有料観覧席(4人用・1万
円) 事前販売

会場：古河ゴルフリンクス

2 3/23（土）、24日（日）
古河まくらがの里花桃
ウォーク

古河市 ○ ● ●

【4市2町在住・在勤】
事前申込：700円、当日申
込：1,000円
【上記以外】
事前申込：1,500円、当日
申込：2,000円

土日のいずれかが古河市
総合公園から遊水地へ散
策するコース（もう1日 古
河市内を散策するコース）

3
通年（毎週月曜日、年
末年始など谷中湖の
閉園日を除く）

渡良瀬遊水地ボランティ
アガイド

栃木市、渡良瀬遊水
地ガイドクラブ

● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

4名以下の個人 申込不
要、5名以上のグループ・
団体の場合 事前申込が
必要、参加費無料

【コース例】：ウォッチングタ
ワー、谷中村史跡保全
ゾーン、子供広場など、【内
容】：自然環境や遊水地の
役割など

4
４/30（月）
10：00～13：00

渡良瀬遊水地周遊バスツ
アー

（栃木市まちづくり実
働組織）ハートランドま
ちづくり隊

○ ● ● ● ●
参加費：3,000円
定員：25人（先着順）

渡良瀬遊水地内の旧谷中
村や田中正造翁に関わる
見どころをガイド付きで案
内、郷土料理の試食付き

5
5/3（木）
9：30～14：30

ウォータースポーツ教室
※カヌー・ヨット・ボートの
体験

栃木市教育委員会 ○ ● ● ●

小学生５年生以上（４年生
以下 保護者同伴）カ
ヌーのみ事前予約、各種
目３０分1人200円

谷中湖子ども広場ゾーン
（北ブロック湖畔）

6
6/9（土）
10：00～13：00

夏のわくわく大作戦
（植物保全ミッション）
（わくわく体験ミッション）

栃木市 ○ ● ● ● ● ●

事前申込不要、
当日受付9：30～10：00、
参加費無料、
小学生以下保護者同伴

集合場所：渡良瀬遊水地
谷中村史跡保全ゾーン※
保全作業、野鳥観察、ミニ
よしずづくり、Eボート体験
など

7
6/9（土）
13：30～15：00

遊馬の時間・夏
※ポニーとのふれあい・
乗馬体験

栃木市教育委員会、ミ
カモライディングクラブ

○ ○ ○ ● ● ● ●
申込不要、参加費無料、
どなたでも

会場：藤岡渡良瀬運動公
園芝生広場

8
6/15（金）
9：00～12：00

栃木県民の日協賛イベン
ト渡良瀬遊水地ハートラ
ンドぐるり旅

栃木市、渡良瀬遊水
地ガイドクラブ

○ ● ● ● ●
事前申込、参加費無料、
定員：20人（栃木県民限
定・先着順）

集合場所：渡良瀬遊水地
ハートランド城

9
7/7（土）
10：00～12：00

ヨシに願いを★
（ヨシを使った七夕飾り、ミ
ニよしずづくり等）

栃木市 ○ ● ● ●
事前申込、小学生以下の
お子さんとその保護者
定員：12組（先着順）

集合場所：渡良瀬遊水地
ハートランド城

（季　節） （テーマ） 資料３
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10
7/3（火）､7/6（金）､
7/17（火）､7/20（金）
8/1（水）､8/3（金）

渡良瀬遊水地ハートラン
ドぐるり旅
（全６回）

栃木市、渡良瀬遊水
地ガイドクラブ

○ ● ● ● ●
事前申込、参加費無料、
定員：各回6人（先着順）

集合場所：渡良瀬遊水地
ハートランド城
9：00～12：00

11 7/22（日）
親子で遊水地を知ろう
夏休み 親子水辺教室

栃木市 ○ ● ● ● ● ●
事前申込、小学生とその
保護者
定員：10組（先着順）

集合場所：体験活動セン
ターわたらせ
※水質調査、ミニよしずづ
くり、カヌー体験

12
8/9（木）、8/21（火）
16：30～18：00

つばめのねぐら入り観察
会（2日間開催）

栃木市
協力：渡良瀬遊水地
野鳥観察会

○ ● ●
7/23～申込、参加費無
料、定員：各回18人（先着
順）

集合場所：渡良瀬遊水地
ハートランド城

13 9/2（日）

渡良瀬遊水地フェスティ
バル（ＪＢＣＦタイムトライ
アルチャンピオンシップ※
自転車競技と同時開催）

栃木市（渡良瀬遊水
地フェスティバル実行
委員会）

○ ● ● ● ● 谷中湖子ども広場ゾーン

14

5/12（土）　7時から
7/14（土）　7時から
12/2（日）　9時から
2/23（土）　9時から

ヤナギ・セイタカアワダチ
ソウ除去作戦

小山市他 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●
ボランティア参加のため特
にありません。

会場：第2調節池環境学習
フィールド３

15 5/26（土）　10時から おさかなワイワイ大作戦 小山市 ○ ● ● ● ● ● ●
事前申込み
小学生とその保護書を中
心とした先着160名

会場：第2調節池環境学習
フィールド３

16 8月 ツバメのねぐら入り観察会 小山市 ○ ● ●
事前申込み
先着３０名

小山市役所集合

17 1月 チュウヒの飛立ち観察会 小山市 ○ ● ●
事前申込み
先着３０名

小山市役所集合

18 2月
渡良瀬遊水地第２調節池
フォトコンテスト
ラムサール写真展

小山市 ○ ●
事前申込不要、参加費無
料

会場：道の駅思川小山評
定館

19 4/21、5/29、9月
渡良瀬遊水地植物観察
会

野木町 ○ ○ ● ● ● ● 事前申込、参加費無料

20 5/26、7月、10月
のぎ水辺の楽校外来植物
等除去活動

野木町 ○ ○ ○ ● ● ● ● 事前申込不要、参加費無料
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21 6/9、6/10 第７回ホタル祭り
のぎ水辺の楽校応援
倶楽部

○ ● ● 事前申込不要

22 7/27～7/29 煉瓦窯夏フェスタ 野木町 ○ ● ● ● ● 事前申込不要

23 8月、1月
渡良瀬遊水地野鳥観察
会

野木町 ○ ○ ● ● ● ● 事前申込、参加費無料

24 11月
渡良瀬遊水地サイクリン
グ＆ピザ焼き体験講座

野木町 ○ ● ● ● ● 事前申込、参加費あり

25 12月 煉瓦窯冬フェスタ 野木町 ○ ● ● ● 事前申込不要

26 3月 ヨシ焼き見学バスツアー 野木町 ○ ● ● ● ● 町内在住・在勤者、事前申込、参加費無料

27
4/13，4/18，5/15，
5/17，6/13，6/15

植物観察会
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

○ ○ ● ● ● ● 事前申込，参加費無料
谷中湖周辺(谷中村史跡保
全ゾーン)

28 5/30，12/5，1/24 野鳥観察会
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

○ ○ ● ● ● ● 事前申込，参加費無料 谷中湖周辺(中の島)

29
5/26，6/30，9/29，
10/27，11/24，12/15，
1/26，2/23

野鳥観察指導
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 事前申込不要，参加費無料 谷中湖周辺(中の島)

30 12/1，1/12，2/9 野鳥写真教室
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

○ ● ● 事前申込，参加費無料
体験活動センター(学習ハ
ウス)

31
7/13（金）
9：30～16：00

Ｅボート講習会
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

○ ● ● ●
事前申込，参加費500円（保
険代等）、定員20名（高校生
以上）

体験活動センター(学習ハ
ウス)及び谷中湖
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32 7/27～7/29 夏休み宿題サポート教室
渡良瀬遊水地アクリメー
ション振興財団

○ ● ● 事前申込不要，参加費無料
体験活動センター(学習ハ
ウス)

33
平成30年度上半期
4/15,5/20,6/10,
7/15、8/19,9/16

定例：湿地保全再生プロ
ジェクト

わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川
事務所

○ ○ ○ ○ ● ● ●
事前申込不要、参加費無料
HP等お知らせで現地集合

第2調節池環境学習フィール
ド①周辺モニタリング、メンテ
ナンス

34 5/6(日)
（午前）湿地のグリーンウ
エイブ2018
（午後）湿地保全作戦

わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川
事務所

○ ● ● ● 事前申込不要、参加費無料
（午前）自然観察会
（午後）湿地保全作業

35
6/17(日)
13：00～15：00

①ヨシ利用二胡紹介とミ
ニコンサート②講演会「琵
琶湖のヨシ原と保全」

わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川
事務所

○ ● ● ● ●
ヨシ原保全とヨシ利用を考え
る講演会・ミニコンサート

36
7/28(土)
（予備日7/29（日））

（仮称）生き物調べ大会
わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川
事務所

○ ● ● ● ● ● ● 事前申込不要、参加費無料
第2調節池環境学習フィール
ド➂（小池）

37 8/18(土)
渡良瀬遊水地ツバメ塒入
り観察会

日本野鳥の会栃木・わ
たらせ未来基金（共済）

○ ● ●
事前申込、参加費あり、保険
料（会員種別による）

藤岡遊水池会館駐車場集合
後、現地へ移動

38 12/9(土) ヨシ刈りデー
わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川
事務所

○ ● ● ● ● 事前申込不要、参加費無料
（第１調節池）
谷中村史跡保全ゾーン

39 1/28
防火帯作り
※第１調節池内の屋敷林
周囲のヨシの刈り倒し

わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川
事務所

○ ● ● ● 事前申込不要、参加費無料
藤岡遊水池会館駐車場集合
後、現地へ移動

40
3/10
9：00～12：00

ヨシ焼き前のゴミ拾い
わたらせ未来基金
後援：利根川上流河川
事務所

○ ● ● 事前申込不要、参加費無料
（第１調節池）
親水多目的ゾーン駐車場集
合

41
通年（土日祝日、火水
木）

スカイダイビング
NPO法人スカイダイブ
藤岡

● ○ ○ ○ ○ ● ● 事前申込・当日参加も可能スカイフィールドわたらせ
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