
 

 

平 成 28 年 10 月  7 日  

国土交通省中部地方整備局  

庄 内 川 河 川 事 務 所  

～「りばーぴあ庄内川 2016 in みずとぴぁ」を開催～ 

子どもたちを中心に川を知り楽しむ＆自らの防災力を高めるイベント

を開催します 

 

１．開催日時 平成28年10月16日（日） 午前10時より午後2時頃まで 

（雨天中止。但し、共催の「朝市」「サバイバルキャンプ」は小雨決行です） 

２．開催場所  メイン会場：庄内川右岸 13.6～13.8㌔付近 

清須市西枇杷島町北枇杷池 みずとぴぁ庄内館前河川敷 

 サブ会場：みずとぴぁ庄内館内  

３．主 催 者 りば－ぴあ庄内川実行委員会 

（共催、協賛、協力団体は、別紙のとおりです） 

４．目 的 別添のとおり 

５．開催内容 メイン会場：下記のとおり 

ボート体験、ぼうさいクイズ、防災展示・体験、炊き出し体験、浄水体験、かざぐるまづくり、

火起こし体験  など 

サブ会場：下記のとおり 

ぼうさいボードゲーム、ロープワーク教室 など 

（詳細は、別添のチラシ等を参照願います。） 

※なお、同会場にて中日新聞主催の「中日サバイバルキャンプ（10/15～10/16）」を開催して

います（別途、募集済み）。一部のプログラムは、「りばーぴあ庄内川」と共催しています。 

６．配 布 先 中部地方整備局記者クラブ 

※ 取材について現地取材を希望される報道機関におかれましては、10月12日（水）13時頃迄に別紙「取材登録書」を

ファクシミリ又は電子メールにて提出をお願いします。 

 

 [問合せ先・事務局] 〒462-0052 名古屋市北区福徳町5-52 

(TEL)052-914-6924  (FAX)052-914-6947  

riverpiashonai2016@yahoo.co.jp 

庄内川河川事務所 調査課（地域連携グループ長）新田良彦 又は調査課専門官 坂口賢二 
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川を知り、 

楽しもう！ 

 

自らの防災力を

高めよう！ 

 

源流域文化と 

交流しよう！ 

 

 
きよ丸 

『りばーぴあ庄内川』は、土岐川庄内川流域にお住まいの方々・企業・自治体・市民団体がそれぞれ交流し、地域や川への理解と関心を深めること

を目的として、毎年、夏（7 月第3 金曜・多治見市内）と秋（10 月第 3 日曜・清須市内）の２回実施されているイベントです。 

例年は、文化交流、環境学習、展示物販、川あそびをテーマに行事を運営しておりますが、本年は前述の目的に加え、近年頻発している大規模水害

や近い将来に必ず発生すると言われている『南海トラフ地震』に対する備え（自助）、地域で連帯することの大切さ（共助）などについて広く訴えて

いくこと（防災・減災教育）を加えて実施することとしました。 

お問い合わせ先 
『りばーぴあ庄内川2016』実行委員会事務局 
国土交通省庄内川河川事務所  
調査課地域連携グループ 坂口 

（TEL）052-914-6924 （FAX）052-914-6947 
Web）http://wwww.cbr.mlit.go.jp/shonai/chiikirenkei/riverpia 
Mail）riverpiashonai2016@yahoo.co.jp 

【主催】りばーぴあ庄内川実行委員会 

【共催】みずとぴあ朝市実行委員会、中日新聞社 

【協力】清須市役所、,認定特定非営利活動法人・土岐川庄内川サポートセンター 

【後援】清須市教育委員会、名古屋市教育委員会 

【協賛・景品等ご協力】  

本イベントは「河川基金」の助成を受けて実施しております。 

基金の仕組みなどの詳細は、（公財）河川財団の下記のサイトでご確認ください。 

https://www.kasenseibikikin.jp/outline/index.html  

 

雨天 

中止 



 

学習・体験・川遊び 実演・展示・販売 「備える！中日サバイバルキャンプ」 

○1   

川遊び『ボート体験』 

りばーぴあ事務局・庄内川ボート協議会 

○6   

防災グッズ展示・販売 

(株) 眞照 

 
「備える！中日サバイバルキャンプ」は、地域防災
を支援する中日新聞防災プロジェクトの避難生活体
験プログラム。 
親子で1 泊2 日のキャンプを通じて災害時に役立つ
知識や技を身につけます。 
 
（事前申込み制） 
※降雨時は「みずとぴぁ庄内館」でイベントを実施
します。 
なお、「備える！中日サバイバルキャンプ」の見学や
飛び入り参加については、オリエンテーリング受付
で中日側スタッフにお申し付けください。 

○2   

展示『防災関係Web 閲覧／パネル』 

りばーぴあ事務局 

○7   

救助レスキュー用ウレタンボート実演 

浜口ウレタン(株) 

○3   

クイズ『防災クイズだ！どんと来い！』 

りばーぴあ事務局 

○8   

非常用電源「E.P.Smobile」展示/実演 

(有)ムツダ商会 

○4   

実験『庄内川の水も飲めるかも？？』 

NPO 法人クオリティオブライフ 

○9   

ドローンによる災害現場対策支援 

(株)フカデン 

○5   

ぼうさいボードゲーム『いえまですごろく』 

Yamory 

○10   

スターリングエンジンによる焚火発電 

NPO 法人ロケットストーブ学火舎 

○13   

環境学習・秋の河原で 『かざぐるまづくり』 

「なごや環境大学」実行委員会 

○11   

携帯ロケットストーブで炊き出し体験 

NPO 法人ロケットストーブ学火舎 

 
上記の拡大図□囲みは本部テント、県立聾学校の占有
エリアとなります。 
 
また、各イベントの詳細については、「りばーぴあ」の
スタッフが配布する冊子にてご確認ください。 

○14   

体験『プロジェクトwet 』 

(公財)河川財団名古屋事務所 

○12   

トイレカーを体験しよう! 

(有)N&N コーポレーション 

○15   

体験『炊き出しを体験しよう！』 

みずとぴあ朝市実行委員会 ほか 

○17   

災害対策車の役割を知ろう！ 

（一社）庄内川災害対策協力会 

○16   

体験『ロープワーク教室・紙芝居・ぬり絵』 

あいち防災リーダー会あまブロック 

○19   

みずとぴぁ朝市 

みずとぴぁ朝市実行委員会 

○18   

あそび『バンブーコースター』 

清須市役所 

○21   

太鼓隊演奏 

チーム北っ鼓、あおぞら・つばさ、鳳凰 

○20   

ふれあい『草刈りヤギさん』 

(有)吉星造園土木 

○23   

スターキャットのご紹介 

スターキャットケーブルネットワーク(株) 

○22   

体験『火起こし』ほか 

小里川ダム里山教室 

  

 

ボートエリア 中央広場エリア西

グランドエリア東緑地部 ボートエリア

中央広場エリア西 グランドエリア東緑地部

グランドエリア東緑地部 中央広場エリア東端

みずとぴぁ庄内館内 グランドエリア東緑地部

グランドエリア東緑地部 グランドエリア東緑地部

グランドエリア東緑地部 中央広場エリア南

中央広場北通路前 中央広場エリア・川岸 

みずとぴぁ庄内館内 朝市エリア

みずとぴぁ庄内館前 中央広場エリア南

中央広場エリア南 グランドエリア東緑地部

グランドエリア東緑地部

9

本部

約30台

P
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りばーぴあ庄内川2016 in みずとぴぁwith 備える！中日サバイバルキャンプ 

取材登録書 

平成28 年10 月16 日（日）に庄内川（清須市西枇杷島町北枇杷池付近）河川敷で行われます『りばーぴあ2016』に

ついて、取材をご希望される報道機関におかれては、事前にご登録（FAX 又は下記アドレスまで）をお願いいたします。 

登録期限：平成 28 年 10 月 12 日(水) 午後 1 時頃まで 

取材対応場所：清須市西枇杷島町北枇杷池 付近  

  

１）報道機関名 

           

２）取材者等 

（１）ご氏名 

           

（２）ご連絡先 

           

（３）取材人数、車両の種類、台数 

           

３）お問い合わせ先 

りばーぴあ庄内川2016 実行委員会事務局 

庄内川河川事務所 調査課（地域連携グループ） 

〒462-0052 名古屋市北区福徳町5-52 

担当者：新田良彦 又は調査課専門官 坂口賢二 

【電話番号】 

052-914-6924  

【ファクシミリ】 

052-914-6947 

【電子メール】 

riverpiashonai2016@yahoo.co.jp 

 

会場付近の河川敷内に数台程度の

駐車は可能です。 


