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かわらんべの活動報告（5月11日～6月10日）、活動予定（7月）、自然通信、SABOコラムなどをお届けします。

「天龍峡遊歩道散策」
天龍峡案内人のみなさんの解説で、
緑の鮮やかな天龍峡遊歩道を散策し
ました。天龍峡にまつわる、いろん
な話が聞けました。（5/12）

「仔アユの放流と魚とり」

晴天の久米川で魚や川虫とり
を楽しんだあと、下伊那漁業協同組合のみなさんが準備してくれたアユ
の子どもを放流しました。大きく育ってほしいですね 。（5/27）

「小川で魚取り」
小学校2年生までの親子を対象に、
水辺の楽校の小川で魚とりをしまし
た。ザリガニがたくさんとれて大喜
びでした。（5/26）

「ウシガエル捕獲作戦」

「メダカの水槽作りと飼育」

ペットボトルを利用してメダ
カの水槽作りをしました。メダカの飼育の方法についてもしっかり学び、
自分だけのオリジナル水槽でのメダカの飼育に心が躍ります。（6/9）

池の生きものを守るため、ウシガエ
ルを駆除しました。30分間で千匹
以上のオタマジャクシをつかまえる
ことができました。（6/3）

かわらんべでは、自然体験講座などを通じて、お子様から大人まで多くの皆様の参加をお待ちしております。
おひとり様でも歓迎しますので、巻末の〈各種申込・問合せ〉まで、お気軽にお問い合わせください。

5月11日～6月10日
かわらんべで企画し、みなさんに参加をよびかける講座。参加するには申し込みが必要です。
このうちの○印は、天竜川上流河川事務所が主体的に計画する講座（天竜川体験講座）。

かわらんべ講座
月日
●5月12日（土）
●5月17日（木）
●5月19日（土）
●5月26日（土）
○5月27日（日）
●6月 2日（土）
○6月 3日（日）
●6月 7日（木）
●6月 9日（土）

講座名
「天龍峡遊歩道散策」
「かわらんべウォーキング」
「春のムシ探検」
「小川で魚取り」
「仔アユの放流と魚とり」
「草木の挿し木」
「ウシガエル捕獲作戦」
「絵手紙講座」
「メダカの水槽作りと飼育」

リクエスト講座
月日
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

5月11日（金）
5月13日（日）
5月18日（金）
5月22日（火）
5月23日（水）
5月25日（金）
5月26日（土）
5月30日（水）
6月 1日（金）
6月 1日（金）

場所
かわらんべ～天龍峡
かわらんべ～天龍峡
かわらんべ～天龍峡
水辺の楽校いいだ
久米川
かわらんべ
水辺の楽校いいだ
かわらんべ
かわらんべ

56名
6名
24名
37名
71名
26名
51名
30名
58名

みなさまからのご要望をうけて行う講座です。事前にスタッフとの調整をお願いいたします。

依頼者

実施内容

松尾小学校3学年
とよおか総合型地域スポーツクラブ
三穂小3・4学年
天龍峡案内人の会
龍江小学校1学年
川路小学校5学年
龍江小学校1学年親子会
川路小学校2学年
清内路小・阿智第三小
上郷小学校2学年

上郷小学校2学年（6/1）
魚とり、自然観察、石ころ
アートなどを体験しました。

自然観察と魚の観察を
しました。

松尾小学校3学年（5/11）

人数

【実習】自然体験(草木・川虫)
144名
【実習】里山散策、野草採集・クッキング 30名
【実習】自然体験・施設見学
24名
【実習】天龍峡散策路の植物
8名
【実習】自然観察・魚の観察
21名
【実習】メダカの水槽作りと飼育方法
19名
【実習】ストーンアート
40名
【実習】総合学習(テントウムシ)
16名
【見学】施設見学
17名
【実習】魚とり・自然観察・石ころアート 127名

龍江小学校1学年（5/23）

川路小学校2学年（5/30）

自然体験として草木や
川虫について学びました。

自然体験としてテントウム
シなどを観察しました。

そのほかの活動
竜丘大人の学校など（5/23）

人数

かわらんべやその周辺で行われた活動や出来事を紹介します。

信州水生生物研究会（6/2）

施設見学など

総会と発表会

地域のみなさんが かわらんべ周辺の
草刈りをしてくださいました

近くのダム湖で合同調査
をしたのち、かわらんべ
へ移動して総会、研究発
表会を行いました。
地区の皆様が水辺の楽校周辺の草刈りをしてください
ました。講座が快適に楽しめるのも、環境整備をして
くれる地域の皆様のおかげです。

※講座、活動の詳細はホームページ

でみることができます。

★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

★7月1日（日）9:00～11:30
「アレチウリ駆除とワラビ植え」

幼児
～成人

【講師】堤 久（かわらんべスタッフ）
【持ち物】軍手、長靴、飲み物
【内容】アレチウリを取ってワラビを植えよう!

★7月5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】筆記用具、印、飲み物、教材費200円
【内容】自然の草花で、絵手紙を楽しく描きます

★7月7日（土）9:00～11:00
「ジャンボシャボン玉作り」

幼児
～成人

【講師】堤 久（かわらんべスタッフ）
【持ち物】シャボン玉の入れ物、飲み物
【内容】大きなシャボン玉を作ってあそぼう！

★7月11日（土）9:00～11:00
「写真講座」

成人

【講師】宮島 功（飯田市写真家）
【持ち物】撮影機器、筆記用具、飲み物
【内容】デジカメでの花や風景の撮影方法の指導を受けます

☆7月14日（土）9:00～11:00
「トンボとヤゴ探し」

幼児
～成人

★7月21日（土）9:00～11:30
「夏のムシ探検」

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：雑木林でムシをつかまえよう！

【講師】久保田 憲昭（かわらんべスタッフ）
【持ち物】虫とり網、水に入る靴、飲み物
【内容】川や池でトンボやヤゴをつかまえよう！

☆7月22日（日）9:00～16:00
「砂防ダム見学と魚つかみ」

※青枠はかわらんべ講座予定日
赤文字は休館日

親子参加で
お願いします

講師：天竜川上流河川事務所
持ち物：費用500円、お弁当、飲み物
内容：バスで渓流にいって魚つかみをしよう！
行き先は上村の大島河原河川公園です。バスの乗車定員
が40名ですので、先着申し込み順となります。魚つか
みでとったアマゴを炭火で焼いて食べます。

★7月28日（土）9:00～15:00
「かわらんべ祭り」

幼児
～成人

～みんな集まれ！ 家族で遊ぼう“かわらんべ”～
＊今年は子供向けの楽しい防災イベントもおこないます
＊魚つかみや水鉄砲作りなど、人気イベントがいっぱい！
•小学2年生以下のお子さんは、保護者の同伴をお願いします。
•準備や安全管理の都合により事前申し込みが必要です。
•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、万が一に備えて保険をかけますので（参加者は無料）、
氏名、住所、電話番号などの個人情報をお伺いします。

7月講座のおすすめポイント

●アレチウリのぬき取り作業のあとは「ふかしイモ」を食べるよ
（7/1） ●大きなシャボン玉をつくるコツがわかるよ。夏の遊びにピッタリ！（7/7） ●ヤゴっておもしろい生
きものなんだ。トンボとりのコツもわかるよ（7/14） ●夏の雑木林には みんなの大好きなムシがいっぱい。ムシ
好きじゃなくても楽しい雑木林探検（7/21） ●大好評の砂防ダム見学と魚つかみ。親子で楽しむ夏の渓流は最
高！（7/22） ●絵手紙講座・写真講座も皆さんの申し込みをお待ちしております。

特集：もうすぐ 「かわらんべ祭り」
’12 かわらんべ祭り
～みんな集まれ！家族で遊ぼう“かわらんべ”～

今年は、子供向けの
防災イベントもおこないます！
■期日：2012年7月28日（土）
9:00～15:00 （開会は8:45）
■場所：天竜川総合学習館かわらんべ と 水辺の楽校いいだ（川路）
【開催予定の主なイベント】
●カエルキャラバン 遊びながら防災体験
●小川で魚つかみ
●金魚つかみと金魚の入れもの作り
●ソーラーカー作り
●竹で水鉄砲と箸作り
申込み・問い合せは

7回目となる「かわら
んべ祭り」は、かわら
んべにかかわる地域の
皆さんと関係機関一体
で、真夏の一日を水に
親しみながら防災や学
びも取り入れて、幼児
から大人まで家族みん
なの夏祭りとして開催
します。

●パン！クズ大会
●絵手紙を描こう：防災絵手紙
●ジャンボシャボン玉と草花遊び
●砂防コンテスト
＊詳しくは7月上旬のチラシで紹介

TEL：0265-27-6115

FAX：0265-27-6125

E-mail：kawaranbe@gmail.com

まで。

SABOコラム

山地河川、渓流域での土砂災害を防止、軽減する「砂防」の取り組みやマメ知識を紹介します。

●砂防を学ぶ・知る・体験する施設の紹介

小渋川にはイワナ・アマゴなど渓流の生きものがすんでいます。
近くには、桜の名所の大西公園のほか、大鹿村総合グラウンド
運動公園、大鹿村中央構造線博物館など、他の観光施設とと
もに一日中楽しめます（詳細は大鹿村役場にご確認下さい）。

『水辺の楽校 小渋川(大鹿村大河原)』
水辺の楽校とは、川を「楽しみ」ながら「学習」で
きる場所（学校）にしたいということから「楽校」と
名づけられ、川遊びや自然体験の場として身近に感じ
てもらうことを目的に整備されました。
天竜川流域では、天竜川（駒ヶ根市・豊丘村・飯田
市の３か所）と小渋川（大鹿村）にあります。 今回ご
紹介する「水辺の楽校 小渋川」は、大鹿村の大河原床
固工群という砂防施設の一部が利用されています。
広々とした河原や高水敷のスペース、澄んだ空気、清
冽で冷たい水が、地元の学校はもちろん遠方から訪れ
た学校の学習にも利用されています。
写真は5月連休の頃で風景で、遠くに雪を頂いた赤
石岳を望む雄大な景観が最大の魅力です。

手前が河川敷広場、中央の流れが小渋川、奥が赤石岳

かわ

べ

“川らん辺”の自然通信

川とかかわりの深い生き物や川の自然現象について、専門的に解説します。
4月29日のかわらんべ講座、「春の鉱山巡り」でみつかった金属鉱物
を紹介します。他にも黄鉄鉱、磁硫鉄鉱などがあったそうです。

No.27 ドウトク沢の金属鉱物

黄銅鉱（おうどうこう）

方鉛鉱（ほうえんこう）

硫砒鉄鉱（りゅうひてっこう）

銅・鉄・硫黄の化合物。正方晶系。
黄金色で金属光沢がある。

硫化鉛からなる鉱物。立方晶系。鉛
灰色で金属光沢がある。

鉄・ヒ素の硫化物。三斜晶系に属し、
黄色をおびた銀白色の金属光沢があ
る。毒砂。

写真：三点とも今村理則さん

※このコーナーでは、みなさまからの話題を募集しています。

編集だより
天竜川周辺が夏の風景になりました。今年の天竜川は澄んだ水が流れる日が多く、5月に放流し
たアユの稚魚も元気に育っているようです。ラフティング体験の学生さんで毎日賑やかな季節の到来です。（く）
★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）
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■休館日：月曜・祝日の翌日
（7月の休館は

かわらんべ
看板

★ 水辺の楽校いいだ
天竜川沿いに広がる「多
自然型ビオトープ」。
堤防沿いの散歩道・子ど
もたちの遊び場・野鳥観

★

察・水遊びの場として、

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

多くの人に利用されてい
ます。

当館では、小中学校の総合学習など団体でのご利用について、レクリエーションや体験学習などのプログラムを提供することが
できます。ご相談は随時承りますが、夏休みなどの繁忙期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
＊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。

