
記 者 発 表 

平成 30 年 4 月 24 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◇アドベンチャー！ 

４／２９ 四十四田ダム見学会開催のお知らせ 

 

 

平成30年4月29日に「四十四田ダムさくらまつり2018」（四十四田ダムさくらまつり実行委員会主

催）が開催されます。 

その中で、北上川ダム統合管理事務所では、広く一般の方々に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」としてダムの内部見

学と小学生によるダム湖の巡視体験を行います。 

また、四十四田ダムは昭和43年に完成し、今年で50年を迎えることから、建設当時の写真や四

十四田ダムの模型等の50周年特設展示も行います。 

その他の催し物として、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

ジショーや四十四田ダム水源地の盛岡市、滝沢市、岩手町、八幡平市の情報や食材を集めた

「流域うまいもの市」、フリーマーケットなどが行われます。また、水源地域のキャラクター出演や、

いわて八幡平の大湧水を使ったコーヒーを提供する「さくらカフェ」もOPENしますので、広く皆様の

来場をお待ちしています。 

 

１． 開催日時   平成 30 年 4 月 29 日（火）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 

４． 事務所 HP  http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/ 

 

問い合わせ先 

 

国土交通省北上川ダム統合管理事務所 

副所長（管理）  槙田 雅士  

管理第二課長 小野寺 将海 

盛岡市下厨川字四十四田１ 

TEL ０１９－６４３－７９７２ 

発表記者会：岩手県政記者クラブ 



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

主催／四十四田ダムさくらまつり実行委員会　　
共催／盛岡市、滝沢市、岩手町、八幡平市、国土交通省北上川ダム統合管理事務所、岩手県企業局
お問い合わせ 四十四田ダムさくらまつり実行委員会事務局　担当 ： 佐井  TEL.090-4551-8653

地元のみんなの商店街・流域うまいもの市
&フリーマーケット

四十四田ダム＆発電所見学会 定員になったらすぐに出発します
ので、早まる場合があります。

地元の皆様の商店街！　いろんな食べ物があるよ！

焼きそば・焼き鳥、駄菓子、
おもちゃ、野菜、飲料
などなど

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 神楽終了後～  11:45～12:45
《午後の部》 受付 神楽終了後～  14:30～15:30

南部片富士湖ものしり館イベント

時間／10：00～16：00

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！

時間／10：00～16：00
　　　（常時開放）

四十四田ダム
50周年記念特設展

今年で四十四田ダムは50周年！

岩手県企業局の紹介、水源地域ビジョンパネル展示

場所／ものしり館付近
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／ものしり館付近
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！

※イベント内容が変更になる場合がございます。ご了承下さい。
※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。

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 神楽終了後～  11:45～12:30
《午後の部》 受付 神楽終了後～  14:30～15:15

※小学生のみです。
中学生以上不可。
※定員になり次第受付終了

《午前の部》 11:45～12:45
《午後の部》 14:30～15:30発電所施設見学

10：00～10：10
10：10～11：10
11：10～11：40
12：00～12：40
13：00～14：00
14：00～14：30
15：45～16：00

その他「ダンススペース」のキッズダンスショー、「エスメラルダ」のベリーダンスショー、
「Yosakoiチーム鴒」のよさこいショーを予定しております。ご期待下さい！

オープニング
川又神楽・川前神楽披露
四十四田ダム＆発電所見学会受付
キャラクター交流会
川又神楽・川前神楽披露
四十四田ダム＆発電所見学会受付
エンディング

Sports camp COZY
「スラックライン」体験コーナー 時間／10：00～16：00

時間／10：00

16：00
〜

さくらカフェ OPEN！
日本の名水100選 バナジウム天然水
いわて八幡平の大湧水を使ったコーヒー

※定員になり次第受付終了

北上川シンボルキャラクター

「キタちゃん」

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。

入場無料 駐車場有

4.29日祝

10:00～16:00 小雨決行

ダム
こいのぼり

!!

掲揚中！2018

岩手県企業局キャラクター
「みずりん・みどりん」

八幡平市キャラクター
「ありんちゃん」

岩手町キャラクター
「たまなぼうや＆ブルベリーナ」

滝沢市キャラクター
「ちゃぐぽん」



ダム湖集
落の

伝統芸能
をご披露

（川又神楽
・川前神楽

）

1回目 10：
10～11：1

0

２回目 13：
00～14：0

0

ダム湖集
落の

伝統芸能
をご披露

（川又神楽
・川前神楽

）

1回目 10：
10～11：1

0

２回目 13：
00～14：0

0

★湖畔ステージショー 10:00～16:00
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
10:10～11:10 川又神楽・川前神楽披露
11：10～11：40 四十四田ダム＆発電所見学会受付
12：00～12：40 キャラクター交流会
13：00～14：00 川又神楽・川前神楽披露
14：00～14：30 四十四田ダム＆発電所見学会受付
15：45～16：00 エンディング

★四十四田ダム＆発電所見学会
ダム監査廊と発電所を見てみよう！

※定員になったらすぐに出発します

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。

②発電所施設見学

〈午前の部〉 受付 神楽終了後～ 11:45～12:45
〈午後の部〉 受付 神楽終了後～ 14:30～15:30
※定員になり次第受付終了

〈午前の部〉 11:45～12:45
〈午後の部〉 14:30～15:30

船に乗ってダム湖の調査してみよう！③小学生ボート湖面巡視体験
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 神楽終了後～ 11:45～12:30
〈午後の部〉 受付 神楽終了後～ 14:30～15:15
※小学生のみです。中学生以上不可。 ※定員になり次第受付終了

★南部片富士湖ものしり館イベント

10:00～16:00
いろんなパネルが展示しています！勉強しよう！

③情報パネル展示

場所／ものしり館付近
岩手県企業局の紹介、水源地域ビジョンパネル展示

10:00～16:00 常時開放
ダムのことをいっぱい勉強しよう！

②南部片富士湖ものしり館見学

★地元のみんなの商店街・流域うまいもの市
　&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！

焼きそば・焼き鳥、駄菓子、おもちゃ、野菜、飲料  などなど
フリーマーケットは各種出店！

★「スラックライン」体験コーナー 10:00～16:00

★「さくらカフェ」10:00～16:00

10:00～16:00
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／ものしり館付近

各見学とも定員になり次第締め切りとなります。 入場無料 駐車場有

★
湖畔ステージ　　
ショー　　 

★
「スラックライン」
体験コーナー

★

地元のみんなの商店街・
流域うまいもの市

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

四十四田ダム
50周年記念特設展
 ★

南部片富士湖ものしり館

ダムこいのぼり!!掲揚中！

※駐車場が変わりました。
　係員の指示に従ってご駐車下さい。

さくらカフェ
 ★

みなさんで
桜を楽しん

で
ください。

10:00～16:00 常時開放①四十四田ダム50周年記念特設展

その他「ダンススペース」のキッズダンスショー、「エスメラルダ」のベリーダンスショー、
「Yosakoiチーム鴒」のよさこいショーを予定しております。ご期待下さい！

小雨決行10:00～16:00

四十四田ダム駐車場
場所

4.29日祝

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」

八幡平市キャラクター
「ありんちゃん」

岩手町キャラクター
「たまなぼうや＆ブルベリーナ」

滝沢市キャラクター
「ちゃぐぽん」

2018
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