
H22.7.16
奥大井森と湖に親しむ旬間実行委員会

（事務局：国土交通省長島ダム管理所）

①目的

②実施日
平成２２年７月２１日（水）～３１日（土）

③実施内容

実施機関 内容 場所 期間 申込状況 備考

長島ダム管理所
長島ダムナイトツ
アー

長島ダム管理所 7月23日（金）,30日（金）
23日△　残り僅か
30日×  締切（予定人数に達しました）

詳細は別紙参照

〃
ダム湖パトロール体
験ツアー

長島ダム管理所 7月24日（土）,30日（金）
24日×  締切（予定人数に達しました）
30日×  締切（予定人数に達しました）

〃

〃 ダム公開ツアーＡ
長島ダム管理所～長島
ダム堤体内

7月21日（水）～24日（土）,26
（月）～30日（金）

◎　お申し込みいただけます 〃

〃 ダム公開ツアーＢ
長島ダム管理所～長島
ダム堤体内

7月21日（水）～24日（土）,26
（月）～30日（金）

◎　お申し込みいただけます 〃

〃
職員と行くダム管理
体験ツアー

長島ダム堤体内
7月22日（木）,24日（土）,27
（火）,29日（木）

◎　お申し込みいただけます 〃

〃
ストーンペインティン
グ

長島ダム防災施設ふれ
あい館BF

7月21日（水）～31日（土）
　順次実施します
　事前申し込みは不要です

〃

〃 図書コーナー
長島ダム防災施設ふれ
あい館BF

7月21日（水）～31日（土） - 〃

林野庁大井川治山セン
ター

治山事業パネル展
示

長島ダム防災施設ふれ
あい館BF

7月21日（水）～31日（土） - -

川根本町役場

パネル・パンフレット
（今の大井川絵地
図、60年前の大井
川絵地図）

長島ダム防災施設ふれ
あい館BF

7月21日（水）～31日（土） - -

静岡県 - - - -
奥大井・南アルプスNET
ＨＰでの紹介、長島ダム
ＨＰのリンク

大井川広域水道企業団
水処理の工程を紹
介（パネル、模型展
示）、下敷き配布

長島ダム防災施設ふれ
あい館BF

7月21日（水）～31日（土） - -

東遠工業用水道企業団
長島ダムの水を
使ってできる工業製
品紹介

長島ダム防災施設ふれ
あい館BF

7月21日（水）～31日（土） - -

大井川鐵道株式会社 - - - -
楽者のすすめシリーズ7
月企画「夏休みSLカメラ
マン」を関連紹介

中部電力(株)
フォトコンテスト（井
川線）優秀作品展
示

長島ダム防災施設ふれ
あい館1F

7月21日（水）～31日（土） - -

〃

流木工作（大井川
のダムに漂着した
流木でタヌキ作りに
挑戦）

長島ダム防災施設ふれ
あい館BF

7月26日（月）～27日（火）
13:00～15:00

　１日５０名
　先着順で順次実施します
　事前申し込みは不要です

-

NPO法人
エコツーリズム

Eボート体験試乗 奥大井湖上駅周辺 31日（土） ◎　お申し込みいただけます

【申込先】
080-5646-1368 (金丸)
0547-58-7078 or 59-
4025 川根本町商工観
光課

　国土交通省及び林野庁では、昭和62年度から、国民の皆さんに森林や湖に親しむことにより、心身をリフレッシュしながら、森林やダム等のもっている自然豊かな空間や社
会生活にはたしている役割について理解を深めていただくことを目的として、毎年7月21日から7月31日までを「森と湖に親しむ旬間」として定めています。

平成２２年森と湖に親しむ旬間実施要領



長島ダムイベント一覧（全て無料です！）

（平成22年奥大井森と湖に親しむ旬間）

暗いダムの中、冷たい空気、滴り落ちる水・・・恐怖の夜のダムを体感してみよう。明かりは懐中電
灯のみ！ダムの奥へ進むとコウモリが現れるかも！？長島ダムナイトツアーは、いつも実施してい
ないので貴重な体験になるはず！

実施場所：長島ダム管理所
期間：7月23日（金）,30日（金）
出発時間：20:00 1時間程度
募集人数：1回20名

長島ダム巡視船から、ダム湖に水没した井川線の線路やトンネル、ダムや貯砂ダムを間近で見る
ことが出来ます。運が良いとニホンザルやカモシカに会えるかも！？通常のダム案内で巡視船に乗
ることはできません！

実施場所：長島ダム管理所
期間：7月24日（土）,30日（金）
出発時間：10:30,15:00 各1時間程度
募集人数：1回8名

ダムの中には色々な部屋がいっぱい！ダムの中を探検してみよう。

実施場所：長島ダム管理所
期間：7月21日（水）～24日（土）,26（月）～30日（金）
出発時間：10:00～16:00 適宜実施 １時間程度
募集人数：1回10名程度 お待ちいただくことがあります。

通常のダム案内で入れないダムの一番底や発電機室を特別にご案内します。ダムマニア必見！
ダムの一番底、発電機室、全漏水計測、プラムラインetc.
※発電機室は大きな音が鳴ります
実施場所：長島ダム管理所
期間：7月21日（水）～24日（土）,26（月）～30日（金）
出発時間：10:00～16：00 適宜実施 １時間３０分程度
募集人数：1回10名程度 お待ちいただくことがあります。

ダム内通路

発電機室

漏水計



申し込み・お問合せ 国土交通省 長島ダム管理所
℡：０５４７－５９－１０２１

応 募 方 法

＜応募資格＞
長島ダムナイトツアー ：中学生以下は保護者同伴
ダム湖巡視体験ツアー ：小学生低学年（小学３年生）以下は、保護者同伴
その他のイベント：どなたでも応募できます

長島ダムＨＰ ： http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/index.html

長島ダムイベント一覧（全て無料です！）

（平成22年奥大井森と湖に親しむ旬間）

※７月１日より電話にて先着順で受付開始！

ダムのお仕事をいっしょに体験しよう。ダムの底で出ている水を量ってみよう。

実施場所：長島ダム管理所
期間：7月22日（木）,24（土）,27（火）,29日（木）
出発時間：9:00,13:30 各1時間程度
募集人数：1回10名

長島ダムに来た記念に、貯砂ダムからとれた石に絵を描いて持って帰ろう。

実施場所：長島ダム防災施設ふれあい館
期間：7月21日（水）～31日（土）
時間：9:30～16:30
見学自由

夏休みの自由研究にダムのことを調べてみよう！分かりやすい物から専門的な物まで置いてあり
ます。

実施場所：長島ダム防災施設ふれあい館
期間：7月21日（水）～31日（土）
時間：9:30～16:30
見学自由

長島ダム防災施設
ふれあい館

長島ダム管理所



 

     

南アルプスあぷとライン、奥大井湖上駅周辺を散策！ 

手漕ぎの 10 人乗りカヌーで湖から接岨地区を眺めてみませんか 
 

日時 ２０10 年 7 月 31 日（土） 

参加費 5００円 (保険代として) 

参加募集人数 各１0 名 （定員になり次第〆切ります。） 

         7 月 29 日 事前参加申し込みの締切日 
 

 プログラム内容  

奥大井湖上駅に集合 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 (計 5 回) 
 

地元ガイド 1 名 が同行して湖面をクルーズします。 

試乗して頂くのは、E ボート(10 人乗りのインフレータブルカヌー)。 
 

井川方面                                               千頭方面 
 

千頭駅 長島ダム駅 奥大井湖上駅  体験試乗  奥大井湖上駅 千頭駅 

8:55 9:49 9:57  10:30 ～ 11:15  11:23 12:23 

9:37 10:30 10:48  1130 ～ 12:15  12:00 13:00 

10:40 11:34 11:43  12:30 ～ 13:15  14:16 15:15 

12:14 13:06 13:14  13:30 ～ 14:15  14:16 15:15 

12:51 13:43 13:51  14:30 ～ 15:15  16:42 17:43 

 

※ 奥大井湖上駅のそばにも駐車場はございますが、千頭駅や長島ダム駅 

などに車を駐車して井川線をご利用下さい。よろしくお願いします。 
 

主催 奥大井森と湖に親しむ旬刊実行委員会 

協力 B&G 接岨地区・彩の会 川根本町エコツーリズムネットワーク（順不同） 
 

第１回 ｢長島ダム・E ボート体験試乗｣参加申し込み書  （ご記入の上 FAX にてお申し込み下さい） 
希望する試乗時間帯 

 

氏名
ふりがな

                  性別       氏名
ふりがな

                 性別    
 

住所                           氏名
ふりがな

                 性別    
 

TEL           FAX         保護者氏名                参加･不参加 
 

 

お申し込み_お問い合わせ  080-5646-1368 (金丸) 

TEL&FAX 0547-58-7078 59-4025 川根本町商工観光課 

 

 

 

URL http://blog.canpan.info/adventure/ 

 10 : 30 ・ 1 1 : 30 ・ 1 2 : 30 ・ 1 3 : 30 ・ 1 4 : 30  人数   名 

カップル、親子での参加、お待ちしています! 



 

 

 

 

 

 

 

EEEE ボートボートボートボート体験試乗の方は 

「「「「奥大井湖上駅奥大井湖上駅奥大井湖上駅奥大井湖上駅」」」」で下車して下さい。 

 

   

towntowntowntown    

kawanehonkawanehonkawanehonkawanehon    

期間期間期間期間中中中中はははは、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道ととととバスバスバスバスをををを利用利用利用利用できるできるできるできる便利便利便利便利なななな周遊券周遊券周遊券周遊券がががが、、、、大井川大井川大井川大井川鉄道鉄道鉄道鉄道からからからから発売発売発売発売されされされされてててていいいいますますますます。。。。    

詳細詳細詳細詳細はははは    http://www.oigawahttp://www.oigawahttp://www.oigawahttp://www.oigawa----railway.co.jp/100815okuoi_syuyu.htmlrailway.co.jp/100815okuoi_syuyu.htmlrailway.co.jp/100815okuoi_syuyu.htmlrailway.co.jp/100815okuoi_syuyu.html    

乗乗乗乗降降降降がががが自由自由自由自由なななな駅駅駅駅    乗乗乗乗降降降降がががが自由自由自由自由なななな停留所停留所停留所停留所    

駐車場駐車場駐車場駐車場についてについてについてについて    

千頭駅千頭駅千頭駅千頭駅、、、、奥泉駅奥泉駅奥泉駅奥泉駅、、、、長島長島長島長島ダダダダ

ムムムム駅駅駅駅、、、、ひらんだひらんだひらんだひらんだ駅駅駅駅、、、、接岨峡接岨峡接岨峡接岨峡

温泉駅温泉駅温泉駅温泉駅にもにもにもにも無料駐車場無料駐車場無料駐車場無料駐車場

がありますがありますがありますがあります。。。。    



 

「「中中部部電電力力  流流木木工工作作ココーーナナーー」」（（無無料料））  
大井川のダムに漂着した流木で、タヌキ作りに挑戦しよう！ 
実 施 場 所：長島ダム防災施設ふれあい館 
期 間：７月２６日(月)、２７日(火) 
時 間：１３：００～１５：００ 
募 集 人 数：１日５０名 先着順 
お問合せ先：中部電力㈱大井川電力センター 業務グループ 

 ℡ ０５４７－５９－３１２０ 




