
・語り部&ダムナイトツアー 
・ダム探検ツアー  
・災害対策車両の展示 
・接岨湖遊覧の旅                      

  主催/ 長島ダム水源地域ビジョン推進会議 
  共催/大井川長島ダム流域連携協議会 

・流木工作 
・ストーンペインティング＆ぬり絵コーナー 
・グランドゴルフ 
                       など 

・語り部＆長島ダムナイトツアー 
・ダム探検ツアー 
・災害対策車の展示 
・接岨湖遊覧の旅 
・流木工作 
・グランドゴルフ 
・ストーンペインティング 
  ＆ぬり絵コーナー    
             など 

イベントによって開催日及び開
催場所が異なります。詳細はち
らしやホームページをご覧くだ
さい。 



平成26年「森と湖に親しむ旬間」 
イベント紹介（長島ダム管理所） 

 地域の語り部とダム内部の見学を続けて行います。 

語り部の話を聞いたあとは薄暗いダムの堤内へとご案
内いたします。 

 ダムを出るとそこには！？ 夜のダムならではの臨場
感と雰囲気をお楽しみください！ 
 なお、中学生以下は保護者同伴とさせていただきます。 

【会場】長島ダム 【主催】長島ダム管理所、川根本町  
【募集人数】40名程度 
【開催日】平成26年7月26日（土） 
【開催時間】18：30～20：00  
①語り部           （18：30～19：00）約30分程度 
②ナイトツアー（19：00～20：00）約 1時間程度 
【問合せ先】長島ダム管理所 （TEL:0547-59-1021） 

語り部 イメージ 

【会場】長島ダム 【主催】長島ダム管理所 
【募集人数】1回8名まで【締め切り】平成26年7月24日（木） 
【開催日】平成26年7月26日（土）、27日（日） 
【開催時間】10：30，13:00，15：30 1時間程度 
【問合せ先】長島ダム管理所（0547-59-1021） 

※当日保険代として３００円程度いただきます。 

日本最大級の放流能力を持つコンジットゲートは迫力満点！！
監査廊を探検しながら堤内散歩をしてみませんか？ 

【会場】長島ダム  【主催】長島ダム管理所  
【募集人数】1回20名程度 
【開催日】平成26年7月25日（金）～31日（木） 
【開催時間】10：00～15：00 毎正時実施 所要時間は1時間程度 
【問合せ先】長島ダム管理所   （TEL:0547-59-1021） 

 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！なお、安全上の
観点から小学生低学年（小学３年生）以下は、ご遠慮させて頂 きます。 

ダムのライトアップ 



平成26年「森と湖に親しむ旬間」 
イベント紹介（長島ダムふれあい館） 

 災害対策車両を展示します。排水ポン
プ車、照明車を近くで体感しよう！ 

災害対策車両と一緒に写真を撮ってみ
ませんか？ 

ストーンペインティング＆ぬり絵コーナー 

【会場】長島ダムふれあい館  
【主催】長島ダム管理所  
【開催日】平成26年7月25日（金）～7月31日（日） 
【開催時間】9：30～16：30 
【問合せ先】長島ダム管理所 （TEL:0547-59-1021） 

 長島ダムに来た記念に、世界に一つだけの作品
を作りませんか？ 

【会場】長島ダムふれあい館  
【主催】長島ダム管理所  
【開催日】平成26年7月25日（金）～7月31日（木） 
【開催時間】9：30～16：30 
【問合せ先】長島ダム管理所  （TEL:0547-59-1021） 

 長島ダムの水は何に使われているの？長島ダム
の水の使われ方をパネルで紹介します。また、治山
事業の紹介や川根本の歴史を紹介します。  

【会場】長島ダム ふれあい館 
【主催】長島ダム管理所  
【開催日】平成26年7月26日（土）,27日（日） 
【開催時間】9：30～16：30  
【問合せ先】長島ダム管理所   （TEL:0547-59-1021） 



【会場】長島ダムふれあい館  
【主催】長島ダム管理所  
【開催日】平成26年7月25日（金）～7月31日（日） 
【開催時間】9：30～16：30 
【問合せ先】長島ダム管理所 （TEL:0547-59-1021） 

平成26年「森と湖に親しむ旬間」 
イベント紹介（長島ダムふれあい館） 

  大井川のダムに漂着した流木で、動物作りに挑戦しよう！ 
今年の干支「馬」を作ってみよう！！ 

グランドゴルフ 

【会場】長島ダムふれあい館  
【開催日】平成26年7月25日（金）～7月31日（日） 
【開催時間】9：30～16：30 
【問合せ先】長島ダム管理所 （TEL:0547-59-1021） 

グランドゴルフ イメージ 

 長島ダムの周辺にいる昆虫や、魚の模型を展示します！ 
分かりやすい説明付き！  見学自由！  

 長島ダムふれあい館で、グランドゴルフも楽しめます!
芝生のうえで思いきり体を動かしてみては!?予約不要! 

 
【会場】長島ダムふれあい館 
【主催】中部電力（株）大井川電力センター業務グループ 
【開催日】平成26年7月26日（土） 開催時間：13：30～16：00 
【募集人数】先着30名 
【問合せ先】中部電力（株）大井川電力センター業務グループ（TEL:0547-59-3120） 

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

応 募 方 法 

＜応募資格＞ 
 語り部＆長島ダムナイトツアー ：中学生以下は保護者同伴 
 ダム接岨湖遊覧の旅 ：小学生低学年（小学３年生）以下は参加できません 

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

※語り部＆長島ダムナイトツアー、ダム探検ツアー、
接岨湖遊覧の旅につきましては、電話にて先着順で
受付しています！ 



関連イベントのご紹介 

【会場】川根本町榛原川地区の治山工事現場  
【主催】大井川治山センター 
【集合場所】川根本町役場駐車場 
【開催日】平成26年8月8日（金） 9:00～16:00 
【対象者】小学校4～6年生 
【募集人数】25名  
【締め切り】平成26年7月18日（金） 
【問合せ先】大井川治山センター（TEL:0547-59-3344） 

林野庁大井川治山センターが実施している工事
現場を案内いたします。 

祝 

南アルプスユネスコエコパーク登録 

 地元奥泉振興会が、そば・うどん・味ごはん・お弁当など地場産品を販売！！ 

【会場】森と湖の里 （長島ダムふれあい館 隣り ） 
【主催】奥泉振興会 
【開催日】平成26年7月26日（土）、27日（日） 



周辺イベントのご紹介 
～大井川鐵道（株）南アルプスアプトセンター～ 

【実施期間】7月12日（土）～10月12日（日） の間の50日間 
 ※土日が中心ですが、各月運転日が変わります。 
  詳細は大井川鐵道ホームページをご参照ください。 
  尚、既に予約受付を開始されており、各運転日満席の状態です。     
  ただし、キャンセルの可能性もありますので問合せ先までご確認ください。 
【実施場所】新金谷駅～千頭駅間 
【関連イベント】新金谷駅・千頭駅・音戯の郷では、「トーマスフェア」を開催します。 
         ※実施期間等の詳細は大井川鐵道ホームページをご参照ください。 
【問合せ先】大井川鐵道営業部 （TEL:0547-45-4112） 

日本ではじめて迫力のトーマスが大井川鐵道を走ります！ 

話題の赤色機関車「アプトくん」を運転します！ 
 
【実施期間】7月12日(土)～9月28日（日）の毎日  
【実施場所】アプトいちしろ駅～長島ダム駅間  
【問合せ先】南アルプスアプトセンター     
      （TEL:0547-59-2137） 

(c) 2014 Gullane (Thomas) Limited. 



周辺イベントのご紹介 
～川根本町エコツーリズムネットワーク～ 

 

【開催日時】 平成26年7月26日（土） 集合：10時 解散：14時  
 ※雨天・強風時中止（催行の決定は前日の正午） 
【集合・解散場所】 奥大井接岨湖カヌー競技場 
【参加費】 有料 ※詳細はホームページをご覧ください。 
            http://eco2kawane.eshizuoka.jp/e1316951.html 
【持ち物】 濡れても良い服・靴,濡れた場合の着替え,タオル,帽子, 
       飲料（水分補給用） 
【募集人数】 先着16名 ※最小催行人数4名 
【締め切り】 平成26年7月19日（土） 
【申し込み・問合せ】 川根本町エコツーリズムネットワーク  （TEL:0547-58-7077） 

【開催日時】 平成26年7月27日（日） 集合：10時 解散：14時  
 ※雨天・強風時中止（催行の決定は前日の正午） 
【集合・解散場所】 奥大井接岨湖カヌー競技場 
【参加費】 有料 ※詳細はホームページをご覧ください。 
            http://eco2kawane.eshizuoka.jp/e1316951.html 
【持ち物】 濡れても良い服・靴,濡れた場合の着替え,タオル,帽子,  
       飲料（水分補給用） 
【募集人数】 先着16名 ※最小催行人数4名 
【締め切り】 平成26年7月20日（日） 
【申し込み・問合せ】 川根本町エコツーリズムネットワー（TEL:0547-58-7077） 

 



  
  ア セ ク ス 

※開催場所Ａ、Ｃ、Ｄ、で行うイベントは事前予約が必要です。 
 また、治山工事教室をご希望の方も事前予約が必要です。 
開催場所Ａ ： ０５４７ー５９ー１０２１ 
開催場所Ｃ、Ｄ ： ０５４７ー５８ー７０７７ 
治山工事教室 ： ０５４７ー５９ー３３４４ 
※その他イベントのお問合せ先 
蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」の運行 ： ０５４７ー４５ー４１１２ 
赤い機関車「アプトくん」の運行 ： ０５４７ー５９ー２１３７ 
 

（お車をご利用の方） （電車をご利用の方） 
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  レインボーブリッジを湖面から眺めよう！【募集人数】先着16名　【締め切り】平成26年7月19日（土）まで　※有料

夏の奥大井

青空カヤック体験
D

　接岨湖に浮かぶ無人島にカヌーで上陸！【募集人数】先着16名　【締め切り】平成26年7月20日（日）まで　※有料

長島ダム周辺にいる昆虫や魚の模型を展示します！

こちらで道具は準備いたします。ご自由にお使いください。

  林野庁大井川治山センターが実施している工事現場を案内します！

                                                       トーマス号が大井川鐵道を走ります。

※尚、既に予約受付を開始されており、各運転日満席の状態です。ただし、キャンセルの可能性もありますので問合せ先ま

でご確認ください。【問合せ先】大井川鐵道営業部（TEL:：0547-45-4112）

9：30～16：30

9：30～16：30

長島ダムの水がどのようにみなさんの飲み水になるか（静岡県大井川広域水道企業団）

長島ダムの水で作られた部品について（東遠工業用水道企業団）

長島ダムの水で牧之原台地の茶畑に使われるのか（牧之原畑地総合整備土地改良区）

大井川、今と昔（川根本町）

森林の働きや、森林を守るための事業について（林野庁大井川治山センター）

世界に一つだけの作品を作ろう！こちらで道具は準備いたします。

募集人数40名程度　①語り部（18:30 ～19:00）　②ナイトツアー（19:00～20:00） ※7月26日（土）のみ開催です。

毎正時実施　所要時間は1時間程度。

【募集人数】1回8名　※当日保健代として300円程度いただきます。　所要時間は1時間程度。

※なお、安全上の観点から小学生低学年（小学3年生）以下のご参加は、ご遠慮させていただきます。

災害時に活躍している排水ポンプ車や照明車を展示します！

9：30～16：30

9：30～16：30

10：00～15：00

パネル展示

ダム探検ツアー

接岨湖遊覧の旅

A

Bストーンペインティング＆

ぬり絵コーナー

昆虫、魚の模型展示

治山工事教室

グランドゴルフ

流木工作コーナー

夏の奥大井

カヤックツーリング

-
蒸気機関車「きかんしゃ

トーマス号」の運行

赤い機関車「アプトくん」の

運行

7月

イベント 開催場所

語り部＆長島ダム

ナイトツアー

災害対策車両の展示

流木で動物を作ってみよう!!　【募集人数】先着30名

7月12日～10月12日の間の50日間運行します。土日中心の運行ですが、各日運転日が変わります。

-
7月20日（土）～8月25日（日）の間、毎日運行します。

  話題の赤色機関車「アプトくん」を運行します。

-


