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広報誌
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2014年 第138号
かわらんべの活動報告（3月11日～4月10日）、活動予定（5月）、天竜川流域情報などをお届けします。

「天竜河原の岩石図鑑」
どこから来たどんな石かが解る天竜川の
岩石図鑑を作りました。(3/15)

「草もち作り」
年度最後の行事の草もち
作りを153名の参加者の
みなさんとともに楽しみ
ました。 (3/29)

「絵手紙講座」
絵手紙講座が再開です。年始に作る予定
だった干支置物に色づけしました｡(4/3)

「ジャガイモ植え」
サクラの咲く水辺の楽校の畑でジャガイ
モ植えをしました。(4/5)

「キノコ栽培とキノコ汁」
キノコ栽培の準備をして、昨年栽培したヒ
ラタケをキノコ汁で楽しみました. (3/22)

「写真講座」
今期最初の現地撮影。天龍峡付近のサク
ラや春の花々を撮影しました。(4/9)

かわらんべは、天竜川総合学習館の愛称で、河童【カッパ】を意味する伊那谷の方言にちなんで名付けられました。
かわらんべは、天竜川の防災拠点であり、天竜川周辺の自然や地域を学ぶ総合学習の場、地域コミュニティーのシンボルでもあります。

3月11日～4月10日

かわらんべ講座
●
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●
●
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●
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かわらんべで企画・運営する講座です。どなたでもご参加いただけます。

開催日

講座名

開催場所

参加人数

3月12日（水）
3月15日（土）
3月22日（土）
3月27日（木）
3月29日（土）
4月 3日（水）
4月 5日（土）
4月 9日（水）

写真講座
天竜河原の岩石図鑑
キノコ栽培とキノコ汁
かわらんべウォーキング
草もち作り
絵手紙講座
ジャガイモ植え
写真講座

かわらんべ
天竜川・かわらんべ
水辺の楽校・かわらんべ
かわらんべ～天龍峡
天竜川・かわらんべ
かわらんべ
水辺の楽校
かわらんべ～龍江

13
10
70
8
153
18
43
13

リクエスト講座
開催日

名
名
名
名
名
名
名
名

園・学校・各種団体からご依頼を受けて、ご依頼団体と一緒に企画・運営する講座です。

ご依頼団体

講座の内容

● 4月10日（木） ツクイ飯田ディサービス 【実習】押し花しおり作り
リクエスト講座を受け付けています
リクエスト
講座
のようす

ツクイ飯田ディサービス（4/10）

参加人数

20 名
お気軽に
お問い合わせください

学校の生活科、理科、総合学習、社会科の学習や、電車遠足・
遠足のイベントをはじめ、ＰＴＡ親子会、学級・学年レク、地区
子供会、公民館行事など、様々なご要望に対応いたします。お気
軽にお問い合わせ下さい。
＊過去の運営実績をホームページに掲載していますのでイベント
企画の参考にしてください。

「飯伊釣文化を伝承する会*」の活動に協力しています ＊｢飯伊水産多面的機能発揮
対策事業活動組織」の略称です
伊那谷の自然、特に河川を愛護する心を
釣りや漁という伝統文化を通じて深め
次世代の子供たちに継承していく
昭和の時代、釣りは子供たちの当たり前の遊び
の一つでした。釣りを通じて得た川の生き物や河
川環境の知識は豊富で、川の素晴らしさに隠れて
いる危険性のことも良く知っていました。
鮎の放流体験・川や生き物観察
鮎の友釣り体験
川での体験が希薄となった現代、川の
恵みの食材利用が減り、不幸な水の事故
いろんなイベント計画中です。ぜひご参加ください
が増えました。釣りを知らない子どもが
増え、河川生態系や魚の行動特性を巧み
■海産鮎を伊那谷へ! プロジェクトのイベント予定
に利用した伝統漁法も担い手不足で、川
・4月20日（日）鮎の子ども元気に育て（かわらんべ講座と共催）
の伝統文化の絶滅が心配されます。
・5月25日（日）川の生き物とりや環境しらべ（飯田松川）
今回、多くの団体が協力し、現代の子
どもたちに川や魚と親しむ機会を提供し、 ・6月 8日（日）鮎の友釣り体験（アユ調理教室もあり:飯田松川）
伝統の釣りや漁の文化を体験いただく事
■その他、計画中のイベント
業を飯伊地区を中心に展開します。
【構成メンバー】
・下伊那漁業協同組合
・株式会社 天龍
・株式会社 飯田まちづくりカンパニー
・公益財団法人 日本釣振興会長野県支部
・飯伊地産活用調理師会
・天竜川総合学習館かわらんべ
※講座、活動の詳細は、ホームページ

・河川のヨシ帯（水際植物）の保全活動（5月～9月の毎月）
・河川清掃（4月～8月の毎月）
・移動釣り堀での釣り体験と川魚調理教室（6月･9月･11月）

【お問い合わせ】
・下伊那漁業協同組合（23-0327） ・かわらんべ（27-6115）
でご確認ください。

かわらんべ講座

★印：かわらんべが計画する体験講座
☆印：天竜川上流河川事務所が計画する天竜川体験講座

★5月3日（土）9:00～11:30
「春のムシ探検」

★5月24日（土）9:00～11:00
「小川で魚とり」

幼児
～成人

小学生
以上

成人

【講師】宮島 功（飯田市写真家）
【持ち物】撮影機材、筆記用具、飲み物
【内容】デジカメで野外の花や風景を撮影します。

幼児
～成人

とった生き物は
【講師】中村 貴俊（かわらんべスタッフ）
あとで逃がします
【持ち物】川に入る服装、飲み物
【内容】かわらんべの小川で魚やザリガニとりを楽しもう！

幼児
～成人

【講師】中村 貴俊（かわらんべスタッフ）
【持ち物】軍手、飲み物
【内容】水辺の楽校で草木を利用して基地づくり。

【講座主催】天竜川上流河川事務所 【講師】天竜川漁協など
【持ち物】釣り具、昼食、飲み物
【内容】上伊那箕輪で開催の外来魚調査の釣り大会に参加

★5月14日（水）9:00～11:00
「写真講座」

日
4
11
18
25

幼児
～成人

★5月31日（土）9:00～11:30
「カッパの基地づくり」

小学生
以上

【講師】中村 貴俊（かわらんべスタッフ）
【持ち物】筆記用具、飲み物
【内容】カエルや草花などの水辺の生き物を観察しよう！

☆5月18日（日）9:00～17:00
バス定員22名
「天竜川で魚釣り体験」

土
3
10
17
24
31

【講座主催】天竜川上流河川事務所 【講師】下伊那漁協など
【持ち物】川に入る服装、飲み物
【内容】久米川で子アユの放流と川あそびを楽しもう。

【講師】中村 貴俊（かわらんべスタッフ）
【持ち物】筆記用具、飲み物
【内容】河川敷の菜の花と、そこに集まる虫たちを観察します。

★5月17日（土）9:00～11:00
「春の水辺の生き物調べ」

金
2
9
16
23
30

※青■はかわらんべ講座予定日
赤文字は休館日

☆5月17日（土）13:30～15:30
現地集合
「子アユの放流と川遊び」

幼児
～成人

【講師】四方 圭一郎（飯田市美術博物館）
【持ち物】虫とり道具、筆記用具、飲み物
【内容】天龍峡で虫を探そう！ 楽しい虫とり遠足です。

★5月10日（土）9:00～11:30
「ナノハナの観察」

月 火 水 木
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

★5月1日（木）9:00～11:00
「絵手紙講座」

成人

【講師】黒河内 秀幸（日本絵手紙協会）
【持ち物】教材費200円、印、筆記用具、飲み物
【内容】自然の草花で、絵手紙を楽しく描きます

★5月15日（木）14:30～16:30
「かわらんべウォーキング」

成人

【講師】酒井 浩文（ソウル五輪競歩代表）
【持ち物】ウォークできる服装、飲み物
【内容】初夏の天竜川の景色を楽しみながら歩きます。

●参加費は無料です。参加費が必要な場合は持ち物に書いてあります。 ●申し込みは電話、FAX、メール、窓口で受け付けています。
その際、氏名、住所、電話番号などの個人情報をお伺いします。
●小学2年生以下のお子さんは、保護者同伴でお願いします。
（万が一に備えての傷害保険加入のためです：保険代は無料）
●準備や安全管理の都合により、事前申し込みが必要です。

川の生き物が
元気になる5月

川の水の冷たさが気持ちよくなり、水辺の草が
生長して日かげをつくるようになると、水中の
生き物たちの動きが活発になります。
かわらんべの小川や久米川の元気な生き物たち
が、元気なみなさんが来るのを待っています。

お知らせ

【花じぃ】の愛称でかわらんべ講座を10年間担当した堤 前教育担当が今年3月末で退任しました。
長い間おつかれさまでした。 ４月からは中村貴俊 新教育担当が就任しました。

新教育担当が就任しました

なかむら

教育担当

たかとし

中村 貴俊

スタッフ一同、みなさん
のご来館をまっています

ほかのスタッフは
昨年度と同じです

本年度より、堤先生の後を引き継ぎ、教育担当を
させていただくことになりました。昨年度まで、座
光寺小学校に勤めさせていただきましたが、度々、
かわらんべも利用してまいりました。かわらんべは、
地域の皆様、協力員の皆様、ボランティアの皆様、
そして、受講者の皆様の思いが詰まったすばらしい
施設であることを強く感じております。天竜川流域
の豊かな自然、温かく優しい人の心に接して、教育
担当としてできるだけのことをしたいと気持ちを新
たにしました。
人も自然も共に生きる、自然から学ぶ講座がたく
さん計画してあります。ぜひ、多くの方に参加して
いただき、共に学び合いたいと思います。力足らず
でありますが、よろしくお願いいたします。

お申込み・お問い合せは

TEL：0265-27-6115

FAX：0265-27-6125

館長
井上 晃男

事務員
加藤富貴子

広報員
柳生将之

広報員
久保田憲昭

広報員の柳生と久保田は交代で勤務します

E-mail：kawaranbe@gmail.com

河川協力団体に指定されました

3月19日に天竜川上流河川事務所で授与式がありました

かわらんべ講座の運営や特定外来生物対策、防
災に関する資料の展示・提供など、これまでの
【かわらんべ】の活動等が審査され、【河川協力
団体】に指定されました。
今後も、講座の充実や防災意識啓発などを、地
域のみなさんと共に取り組んでいきます。

■河川協力団体とは？
河川管理者と連携して活動する団体として法律に位
置づけることにより、自発的な活動を支援するもの
です。河川の維持、河川環境の保全等に関する活動
を適正かつ確実に行うことができると認められる団
体が対象で、河川管理者に申請し、審査を受け指定
されます。期待される活動内容は以下の4点です。
・河川管理者に協力して行う河川工事又は河川の維持
・河川の管理に関する情報又は資料の収集及び提供
・河川の管理に関する調査研究
・河川に関する学習活動

■今回指定された流域の団体
第14号
第15号
第16号
第17号
第18号

指定証を受け取るかわらんべ館長（平成26年3月19日）

一般財団法人 飯田市天竜川環境整備公社
天竜川総合学習館
特定非営利活動法人 天竜川ゆめ会議
西春近自治協議会
三峰川みらい会議

「語り継ぐ“濁流の子”文庫」を設置します

「人と暮らしの伊那谷遺産事業」が発展します

三六災害の資料収集整理と
オリジナル資料等の収蔵を
【かわらんべ】が担当します
3月3日におこなわれた「人と暮らしの伊那
谷遺産プロジェクト選定委員会」の会議で
「語り継ぐ“濁流の子”プロジェクト」の発
足が決定しました。この中で【かわらんべ】
は「語り継ぐ“濁流の子”文庫」（仮称）を
講座リピーターのみなさん
担当することになりました。

■語り継ぐ“濁流の子”文庫とは？
三六災害の資料を収集整理し、そのオリジ
ナル資料等を文庫に収蔵します。つまり、三
六災害の書籍や写真、資料などを総合的に網
羅した「三六災害の資料館」となります。

河童だより

今後のプロジェクトの動向は、随時この
広報誌でご紹介していきます。

かわらんべの小川に【魚道】があるのをご存じですか？ 春になって魚道に詰まったゴミなど取り除く
と魚がどんどん上がってきます。7月には【魚道展】を開催予定。今年は魚道にも注目です。（川）

★ かわらんべの利用について＜入館無料＞
■開館時間9:00～17:00（貸室は21時まで）
■休館日：月曜・祝日の翌日
（ 5月の休館は，7 ，12 ，19 ，26 日

天龍峡IC入口
大明神原
天龍峡

かわらんべ
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天龍峡IC

案内

峡
天竜

★

上川路
かわらんべ
看板
開善寺

川路

★

水辺の楽校
いいだ（川路）

至 豊橋

天竜川総合学習館
かわらんべ

わんぱく
芝広場 多目的広場

グラウンド

★水辺の楽校
いいだ（龍江）
今田平

かわらんべ
看板

サンヒルズ入口

久
米
川

・中央自動車道飯田ICより車で30分

セブンイレブン
シェルＧＳ

川路浄化センター

天竜川

■交通案内

★ 水辺の楽校いいだ

飯田市役所
川路支所

かぶちゃん農園

★

水辺の楽校
いいだ（竜丘）

・三遠南信自動車道天龍峡ICより車で5分

時

・JR飯田線天竜峡駅、川路駅より徒歩15分

至 飯田駅

又

天竜川の河川敷に広がる
「多自然型ビオトープ」。
小川や草地は子どもたち
の遊び場や野鳥観察の場
として賑わい、堤防沿い
の散歩道はウォーキング
にも利用されています。

当館では、保育園･幼稚園、小中学校、高校などの教育機関や、学年･学級PTA、公民館、児童クラブなど、幅広く各種団体の
ご要望に応じた体験活動のプログラムをご提供いたします。6月～10月には予約が殺到しますので、お早めにご連絡ください。

各種申込・問合せ

天竜川総合学習館かわらんべ

住所：〒399-2431 長野県飯田市川路7674番地 TEL：0265-27-6115 FAX：0265-27-6125
ホームページ：http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/kawaranbe/
E-mail：kawaranbe@gmail.com
＊かわらんべ講座のお申し込みの際には

住所、氏名、電話番号、学校名、学年

をお知らせください。

