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平成 24 年 4 月 26 日

国土交通省東北地方整備局

北上川ダム統合管理事務所

四十四田ダム見学会の開催のお知らせ

昨年8月に四十四田ダム水源地域ビジョンが策定されたこともあり、今年度より「四十四田ダム

さくらまつり」（四十四田ダムさくらまつり実行委員会主催）が行われます。

催し物としては、地域の方々による、神楽演舞会、キッズダンスショーなどの湖畔ステージショ

ーや地元の商店街の食べ物を出店するダムサイトマーケット、フリーマーケット、流域市町村の紹

介などが行われます。

これらの催し物と合わせて、北上川ダム統合管理事務所では、一般の方々に広くダムに親しん

でいただくとともに、ダムの役割と重要性等を理解していただくため、「四十四田ダム見学会」を開

催します。

１． 開催日時 平成 24 年 4 月 29 日（日）10:00～16:00

２． 開催場所 四十四田ダム駐車場

（盛岡市下厨川字四十四田１ TEL 019-643-7972）

３． 開催内容 別紙チラシによる

問い合わせ先

国土交通省北上川ダム統合管理事務所

管理第二課長 藤原 巌

TEL ０１９－６４３－７972

発表記者会：岩手県政記者クラブ



主催／四十四田ダムさくらまつり実行委員会（こーでねぇと松園、まつぞのスポーツクラブ、川又神楽復活後援会、川前神楽保存会、
　　　うわのリンゴ園、松園商工会、四十四田ダム水源地域ビジョン推進会議事務局）
共催／岩手県、盛岡市、滝沢村、岩手町、八幡平市、北上川ダム統合管理事務所、岩手県企業局

四十四田ダム水源地域ダムビジョン推進会議事務局（管理第二課内）　TEL.019-643-7972お問い合わせ

湖畔ステージショー
川又神楽及び川前神楽を始め、四十四田ダムビジョン関係者及び、

盛岡市内にて活動している音楽団体等のステージショー

ダムサイトマーケット
＆フリーマーケット

四十四田ダム見学会

地元の皆様の商店街！いろんな食べ物があるよ！

カレーライス、焼きそば・焼き鳥、
手打ちそば、おにぎり・
おいなり、駄菓子・飲料　

　　　　　　　　などなど

受付が必要です。ご注意下さい!

ダム監査廊・発電所見学ダム監査廊と発電所
を見てみよう！

午前・午後 各30名募集 （受付・移動時間含め約８０分の所要時間です）
《午前の部》 受付11:00～  11:20～12:20
《午後の部》 受付14:00～  14:20～15:20

小学生ボート湖面巡視体験船に乗ってダム湖の
調査してみよう！

午前・午後 各30名小学生のみ募集 （約１０分の巡視時間です）
《午前の部》 受付11:00～  11:15～12:00
《午後の部》 受付14:00～  14:15～15:00

※小学生のみです。中学生以上不可。
　フリーでの搭乗はできませんので
　ご注意下さい。

南部片富士湖ものしり館イベント

時間／10：00～16：00

フリーマーケットは
各種出店！

時間／10：00～16：00
　　　（常時開放）

南部片富士湖
ものしり館見学

ダムのことをいっぱい勉強しよう！

流域市町村紹介ブース、岩手県企業局の紹介、
水源地域ビジョンパネル展示

場所／ものしり館内・外
時間／10：00～16：00

情報パネル展示
いろんなパネルが展示しています！勉強しよう！

場所／ものしり館セミナールーム
時間／11：00～15：00

四十四田ダムに
「まちの保健室」がやってきた！

血圧測定や健康相談受け付けます！（出張健康チェック）

場所／ものしり館外
時間／10：00～16：00

いろんな水の
水質調査

県内の５種類の水を調査してみよう！

場所 四十四田ダム駐車場
※当日は、係員の指示に従って
　ご駐車下さい。
※駐車場には限りがございます
　ので、お近くの方は可能な限
　り別の手段でご来場下さい。

4.29日
10：00～16：00
小雨決行

入場無料 駐車場有

さくらまつりさくらまつり

10：00～10：10
10：10～11：20
11：30～11：50
12：00～12：30
13：00～13：55
14：10～14：30
15：45～16：00

オープニング
川又神楽・川前神楽披露（１回目）
キッズダンスショー
キャラクター交流会  企業局キャラクター みずりん＆みどりん
川又神楽・川前神楽披露（2回目）
ガールズユニット「Aria」ダンス
エンディング

岩手県企業局キャラクター

「みずりん・みどりん」

北上川シンボルキャラクター

「キタちゃん」
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場所 四十四田ダム駐車場四十四田ダム駐車場
10：00～16：0010：00～16：00 小雨決行

★湖畔ステージショー 

★
湖畔ステージ
ショー 

10:00～16:00

10:00～16:00 常時開放

10:00～16:00

ダム湖集
落の

伝統芸能
をご披露

神楽演舞
会

神楽演舞
会

（川又神楽
・川前神楽

）

1回目 10：
10～11：2

0

２回目 13：
00～13：5

5

さくらまつりさくらまつり

川又神楽及び川前神楽を始め、四十四田ダムビジョン関係者及び、盛岡市内にて活動し
ている音楽団体等のステージショー

10:00～10:10 オープニング
10:10～11:20 川又神楽・川前神楽披露（１回目）
11:30～11:50 キッズダンスショー
12:00～12:30 キャラクター交流会  企業局キャラクター みずりん＆みどりん
13:00～13:55 川又神楽・川前神楽披露（２回目）
14:10～14:30 ガールズユニット「Aria」ダンス
15:45～16:00 エンディング

★ダムサイトマーケット＆フリーマーケット 10:00～16:00
地元の皆様の商店街！いろんな食べ物があるよ！

カレーライス、焼きそば・焼き鳥、手打ちそば、おにぎり・おいなり、駄菓子・飲料  などなど
フリーマーケットは各種出店！

★四十四田ダム見学会 （受付が必要です。ご注意下さい!）
ダム監査廊と発電所を見てみよう！①ダム監査廊・発電所見学

午前・午後各3０名募集
※受付・移動時間含め約８０分の所要時間です。

船に乗ってダム湖の調査してみよう！②小学生ボート湖面巡視体験
午前・午後各３０名募集
※約１０分の巡視時間です。

〈午前の部〉 受付11:00～ 11:20～12:20
〈午後の部〉 受付14:00～ 14:20～15:20

〈午前の部〉 受付11:00～ 11:15～12:00
〈午後の部〉 受付14:00～ 14:15～15:00
※小学生のみです。中学生以上不可。

★南部片富士湖ものしり館イベント

いろんなパネルが展示しています！勉強しよう！
②情報パネル展示

11:00～15:00

10:00～16:00

場所／ものしり館内・外
流域市町村紹介ブース、岩手県企業局の紹介、水源地域ビジョンパネル展示

血圧測定や健康相談受け付けます！
③四十四田ダムに「まちの保健室」がやってきた！
　（出張健康チェック）
場所／ものしり館セミナールーム

県内の５種類の水を調査してみよう！
④いろんな水の水質調査

場所／ものしり館外

ダムのことをいっぱい勉強しよう！
①南部片富士湖ものしり館見学

四十四田ダム水源地域ダムビジョン推進会議事務局（管理第二課内）
TEL.019-643-7972

入場無料 駐車場有
※当日は、係員の指示に従ってご駐車下さい。
※駐車場には限りがございますので、お近くの方は可能な限り別の手段でご来場下さい。
※気象状況により、実行委員会が判断し中止する場合がございます。

四十四田ダム
見学会受付

★
★

ダムサイトマーケット

フリーマーケット
★

情報パネル展示★
★
いろんな水の
水質調査

まちの保健室
★

南部片富士湖ものしり館

各見学とも定員になり次第
締め切りとなります。

岩手県企業局キャラクター

「みずりん・みどりん」

北上川シンボルキャラクター

「キタちゃん」




