
差出有効期限
平成20年3月
31日まで

1

１　興味のあった記事に〇をつけてください。（いくつでもけっこうです）
　・特集「ここまで進んだ水源地域ビジョン」 ・WaiWaiひろば
　・教えて！蓮ダムＱ＆Ａ 　　　                ・あそびにおいで
　・蓮＆飯高掲示板 　　　                ・奥香肌湖自然さんぽ
　
２　今回の特集「ここまで進んだ水源地域ビジョン」はいかがでしたか？
　　あてはまるものに〇をつけてください。（いくつでもけっこうです）
　・良かった  　　   ・もっと知りたい
　・つまらなかった 　　   ・とくに興味はない
　・その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

３　今後「はちゅ～す」で取り上げてほしい話題、企画などがありま
　　したら教えてください。

［　　　　　　　　　　　　　　　　］

三重県松阪市飯高町森1810-11

国土交通省中部地方整備局

はちゅ～す担当者　行
蓮ダム管理所

（受取人）

蓮ダムNow

ススキ原の広がる山頂付近の八丁平

生物調査の様子

カレンダーのイメージ（2007年カレンダー）
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松阪ICまたは勢和多気ICから約1時間

松阪駅から三重交通バスで約1時間30分
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宇藤木

〒515-1615  三重県松阪市飯高町森1810-11
TEL（0598）45-0371　FAX（0598）45-0343
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/国土交通省 蓮ダム管理所
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飯高の山や櫛田川を望む
温泉で癒されてください奥香肌湖水源地ハイキングの

お知らせ

32 2007.
November

全国の雨量・川の水位などの情報が見られます。
http://www.river.go.jp/（パソコン版）
http://i.river.go.jp/（携帯版）

リアルタイム
川の防災情報

　｢道の駅 飯高駅｣ 支配人　田中正一さん田中正一田中正一　｢道の駅 飯高駅｣ 支配人　田中正一さん

　｢森のホテル スメール｣ 支配人　中井宏則さん中井宏則中井宏則　｢森のホテル スメール｣ 支配人　中井宏則さん
なか い ひろのりなかなか い ひろのりひろのりなか い ひろのり

た　なかまさかずた　なかまさかずた　なかまさかずた　なかまさかず
あそびにおいで

教えて！蓮ダムＱ＆
A

貯水率はどうやって計測するの？貯水率はどうやって計測するの？

蓮＆飯高 掲示板

蓮ダムNow蓮ダムNow

読者プレゼントのお知らせ読者プレゼントのお知らせ

水源地ハイキングのお知らせ水源地ハイキングのお知らせ

奥香肌峡の紅葉

「いいたかの湯」の露天風呂はとても開放的で広さも十分

ダム等の管理に係るフォローアップについて

【蓮ダムにおけるフォローアップ調査の実施状況】

読者プレゼントのお知らせ

まさ かずた　なか
｢道の駅 飯高駅｣支配人

田中 正一さん

ひろのりなか　い
｢森のホテル スメール｣支配人

中井 宏則さん

営業時間：11:00～20:00（月曜日のみ14:00～20:00）
入浴料：大人700円、70歳以上および子供500円
三重県松阪市飯高町森２２９６－１
お問い合わせ：0598-45-0003
（予約専用フリーダイヤル：0120-57-0003）
ＵＲＬ： http://www.smeall.co.jp/

森のホテル　スメール

入湯受付：10:00～20:00
水曜定休（水曜日が祝日の場合はその翌日）12/30～1/1休業
入浴料：大人600円、65歳以上400円、小学生以下は300円
三重県松阪市飯高町宮前１７７
お問い合わせ：0598-46-1111
ＵＲＬ： http://www.iitakatown.jp/̃iitakaeki/

いいたかの湯（道の駅 飯高駅内）

冬 三峰山を歩こう！

日時：平成20年1月27日（日）8時～　予備日：2月3日（日）

集合：飯高地域振興局（道の駅「飯高駅」隣）

定員：15名

申込方法：はがき、FAXまたは電子メールで、必要事項（参

加者の氏名・年齢、代表者の住所・緊急連絡先）をご記入

の上、蓮ダム管理所までお送り下さい。

申込〆切：平成19年12月20日（木）

（抽選結果は、平成20年1月初旬までにご案内予定）

注意事項：安全のため、アイゼンが必要となります。申し

込み時に必ずアイゼンの有無をお知らせ下さい。貸し出し

希望者が多い場合には、抽選とさせていただきます。

至
桜
井

　飯高に天然温泉があるのをご存知ですか。

11種類の豊富な湯船を持つ『いいたかの湯』

の支配人、田中さんにお話をうかがいました。

　「この付近の川原は“赤湯波”と呼ばれ、

湧き出る冷鉱泉が戦前から地元の人々に利用

されていました。源泉は非常に成分が濃いため、

入浴用に３倍に希釈しています。県産材をふん

だんに使った施設と、露天風呂はもちろん、

内湯からも櫛田川を望める展望の良さが大変

好評です。」

　利用者の女性からは「清潔なのと木の香り

が漂うお風呂が好きでよく来るのよ。」との声

が聞かれました。伊勢市からの常連客もいらっ

しゃるとか。

　一方、山あいに建つ『森のホテル スメール』

の香肌の湯には、“この地に住む大変美しい

若嫁が、大蛇となって召される前に赤子を湯

あみさせて病気を治した”という伝説が残って

います。支配人の中井さんにお話をうかがいま

した。

　「源泉は鉄分豊富なにごり湯（黄金湯）で、

一時期ろ過してにごりが薄い時期もありましたが、

現在はそのままかけ流しています。ポンプなど

設備への負担は大きいのですが、にごり湯は

大変好評を得ております。保温効果が高く、

婦人病の方にもおすすめです。また、松阪牛

櫛田川の紅葉（波瀬植物園付近）

木梶三滝の紅葉
（写真提供：森のホテルスメール）

スメールの「黄金湯」は見た目よりさらっとして
体ポカポカ

あか　ゆ　わ

み うねやま

櫛田川・蓮ダムの水源地を巡る
ハイキングの参加者を募集し
ます。
今回は、厳冬期の三峰山を歩き
ます。うまく冷え込んでくれれば、
ススキ原の霧氷に出会えるか
もしれません。

温泉入湯券 はちゅ～す特製カレンダー

フォローアップ制度は、ダム等について洪水調節の実績、環境
への影響等を客観的、科学的に分析・評価し、一層適切な管理
が行われることを目的とした制度です。おおむね5年ごとにそ
れまでの調査を取りまとめ、定期報告書を作成することになっ
ています。
蓮ダムは、今年が定期報告書を作成する年となっており、蓮ダ
ム管理所ではこれまでの水質、生物、堆砂状況、洪水調節等の
調査結果の分析・評価を行い、取りまとめる作業に取り組んで
いるところです。

水質や堆砂状況は、定期的
に調査を行っています。また、
生物については、哺乳類や
魚類、昆虫類やプランクト
ンなど、毎年調査対象を変
えて継続的に実施しています。
平成17年度は、蓮川のアユ
の分布状況の調査も行いま
した。
なお、毎年フォローアップ調査の結果をまとめて年次報告
書を作成しています。蓮ダムホームページで閲覧できます
ので、チェックしてみてください。
（トップページ→蓮ダム図書館→中部地方ダム管理フォローアップ

委員会提出資料）

プレゼントご希望の方は、添付はがきに「はちゅ～す」の感想などをご記入の上、
ご希望のプレゼントを選んでお送りください（両方選択も可）。　締め切り：平成20年1月14日（月）消印有効

（カレンダーはHPからもダウンロードできます。）

1その 2その

ご好評をいただいております「はちゅ～す」の表紙絵
を使った2008年の特製カレンダーを、ご希望の方
にもれなくプレゼントいたします。

「あそびにおいで」でご紹介
した「いいたかの湯」と「森
のホテル　スメール」からは、
温泉入湯券をプレゼント。希望者の中から
抽選で20組40名の方に。

ここまで進んだ蓮ダム水源地域ビジョンここまで進んだ蓮ダム水源地域ビジョン特集

　櫛田川上流域や支流の蓮川周

辺は「奥香肌峡」と呼ばれ、豊かな

自然を残しています。秋の紅葉シ

ーズンには、黄や赤に染まった木々

とエメラルドグリーンの水をたたえ

た櫛田川のコントラストが目を引き

ます。蓮ダムのダム湖（奥香肌湖）

の周囲や上流の色鮮やかな渓谷

美がすばらしく、ドライブやツーリ

ングしながらでも楽しめます。

　また、奥香肌峡にはたくさん

のハイキングコースがあります。

江馬小屋渓谷では、林道を歩き

ながら美しい紅葉が楽しめます。

木梶三滝は、駐車してから徒歩

10～20分で渓谷の紅葉スポッ

トにたどり着くため、比較的気

軽に立寄ることができます。宮

ノ谷渓谷は奇岩・原生林･滝などがあり、登山道を歩きながらゆっく

りと紅葉を楽しむことができますが、一部危険な登山道もあります

から十分気を付けてください。

　登山道の状況については、飯高山岳会事務局にお問い合わせ

ください〔電話番号：090-7603-8829（佐野会長）〕。

国土交通省 蓮ダム管理所


