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かわらんべの活動報告（8月11日～9月10日）、活動予定（10月）、天竜川流域情報などをお届けします。

「はじめてのアユ友釣り教室」
夏の久米川で子供たちがアユ釣りを楽し
みました：４面に詳細を掲載｡(8/11 )

こんなに大きな
アマゴもとれました

「久米川で魚とりや川遊び」
夏休みの最後の土曜日に久米川で
川 遊 びを し ました。ライフジャ
ケットを着て川を流れたり、魚と
りではアユやアマゴもとれ、夏の
里 川 の楽 し さを満喫しました。
(8/17)

「ダイコン播きとジャガイモ料理」
秋の収穫に向けてダイコンを播きました。
作業後のふかしイモは最高でした(8/24)

｢子どものための草木染｣
野草のアカネとコブナグサで布をきれい
に染めました。(8/31)

「シャボンダマ遊び」
かわらんべ祭りでも好評だったシャボン玉遊び。
今回は一度にたくさん飛ばして楽しみました。(9/7)

■韓国カンウォン大学視察に対応
イ教授兄弟ら5名が訪問され､伊那谷の
自然についてご案内しました｡(8/29)

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。

8月11日～9月10日

かわらんべ講座
○
○
●
●
●

開催日

講座名

8月11日（日）
8月17日（土）
8月24日（土）
8月31日（土）
9月 7日（土）

はじめてのアユ友釣り教室
久米川で魚とりや川遊び
ダイコン播きとジャガイモ料理
子どものための草木染
シャボンダマ遊び

リクエスト講座
開催日

●
●
●
●
●
●
●

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。
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天竜川体験講座です。

開催場所

参加人数

久米川
久米川
水辺の楽校いいだ
かわらんべ
かわらんべ

51
77
34
53
57

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

参加人数

【実習】総合学習「竜峡タイム」
15
8月23日（金）竜峡中学校
【実習】水生生物調べと水質判定
35
8月28日（水）南箕輪小学校4年2組
カンウォン大学産学協力団
【視察】伊那谷の自然と保全活動
8
8月29日（木）
【実習】総合学習「竜峡タイム」
15
8月30日（金）竜峡中学校
【実習】総合学習「榧の実チャレンジ」 42
9月 5日（木）旭ヶ丘中学校
【実習】総合学習「竜峡タイム」
15
9月 6日（金）竜峡中学校
【講演】伊那谷の自然Ⅱ
90
9月10日（火）シニア大学飯伊学部

名
名
名
名
名
名
名

■上伊那地域へも
出張講座で学習支援します
かわらんべのある飯田市川路に来
ることが難しい場合や、地域の川や
自然のことを知りたい場合には、講
師が出張講座で現地にうかがいます。
8月28日には南箕輪小学校4年2組
のみなさんが、地域の身近な川にす
む水生昆虫と水質を調べたいとのご
要望から、上伊那郡南箕輪村の大泉
川に出張して講座を運営しました。

■中学校の総合学習のお手伝い

地域の身近な川【大泉川】で生き物しらべ

様々な生き物を見て･触って 感動

天竜川や伊那谷の自然に関する体験学習をお手伝いします。
かや

竜峡中学校【竜峡タイム】の自然講座
【魚】【水生昆虫】【植物(桑)】の3グループに
分かれて、6月～9月の7回をかわらんべと天竜川
などの周辺の自然の中で体験学習をしました。
魚と水生昆虫は、地域の身近な川で生き物を採
集･観察･記録し、餌の分析や水質なども調べ、さら
にザザムシの佃煮作りも体験しました。植物では、
桑の有効性について、桑の実ジャム、葉の天ぷら、
染め物、紙すきなどを通じて学習しました。

旭ヶ丘中学校【榧の実チャレンジ】の
自然環境探索コース

天竜川の岩石の実習

天竜川の魚･水生昆虫の採集と観察

桑の葉をとって利用の実習

※講座、活動の詳細は、ホームページ

天竜川の水生生物の実習

【飯田市･天竜川の岩石】と【天竜川の水生生物】
の２グループに分かれて、9月5日にかわらんべで
学習しました。岩石では天竜川の岩石標本を作製し
て、伊那谷の成り立ちや地史について学びました。
水生生物では水生昆虫の種類の見わけを双眼実体顕
微鏡で実習し、河川生態系の｢食べる･食べられる｣
の関係を実物で確認しました。
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

★10月5日（土）9:00～15:00
「ダムや発電所の見学」

幼児
～成人

バス【定員22名】
【講師】中部電力 株式会社
【持ち物】弁当、飲み物、筆記用具
【内容】南向発電所(中川)と南向ダム(駒ヶ根)に行きます

★10月20日（日）9:00～14:00
「千代の自然観察」 バス【定員22名】

小3年
～成人

【講師】村松 武（飯田市美術博物館）･かわらんべスタッフ
【持ち物】昼食、飲み物、化石を入れる袋
【内容】化石･よこね田んぼ･善意の川などバスで巡ります

★10月26日（土）9:00～11:30
「伊那谷の断層巡り」

小3年
～成人

集合解散：鈴岡公園
【講師】村松 武（飯田市美術博物館）
【持ち物】筆記用具、飲み物
【内容】飯田市竜丘の念通寺断層を観察します
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※青■はかわらんべ講座予定日
赤文字は休館日

★10月12日（土）9:00～11:00
「秋の鳥の観察」

幼児
～成人

【講師】信州野鳥の会
【持ち物】双眼鏡(ある人)、筆記用具、飲み物
【内容】モズやジョウビタキなどを観察します

★10月19日（土）9:00～11:00
「木の実･草の実集め」

幼児
～成人

【講師】堤 久（かわらんべスタッフ）
【持ち物】実を入れる袋、筆記用具、飲み物
【内容】木の実や草の実を集めて標本を作ろう！

★10月17日（木）13:30～15:00
「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
【内容】歩きの専門家と かわらんべ周辺を楽しく歩きます

成人
●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。 ☆10月24日（木）9:00～16:00
●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。
「写真講座(伊那谷遺産巡り)」
●準備や安全管理の都合により、事前申し込みが必要です。
【講師】宮島 功（飯田市写真家）
●申し込みは電話、FAX、メール、窓口で受け付けています。
写真講座受講者限定
【持ち物】撮影機材、昼食
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。
【内容】講座集大成の作品撮影に伊那市三峰川周辺に行きます
（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）

10月の特別展示のご案内 ―見て聞いて触って学ぶ展示―

体感して、危険に備える
この夏、各地で「観測史上最大」の降雨が何度
もニュースに登場しました。最近、このような猛
烈な雨が増えているようです。豪雨は大きな災害
を引き起こす可能性があるため非常に危険です。
今回、その豪雨についてシッカリ知っていただ
くため、巡回企画展を開催いたします。この企画
展では「ゲリラ豪雨の発生から収束」について学
校帰りの小学生の行動をたどるストーリーで、
「雨の降る仕組み」「ゲリラ豪雨の影響」「身を
守るためのポイント」を図解や映像で解りやすく
展示してあります。社会科で自然災害を学習する
小学校5年生にはぜひ体感いただきたい展示です。

【主
催】国土交通省 天竜川上流河川事務所
【開催場所】天竜川総合学習館かわらんべ
【開催期間】平成25年10月12日(土)～10月24日(木)
【開催時間】9:00～17:00
【企画制作】水の巡回展ネットワーク
【協
力】NPO法人気象キャスターネットワーク、ファン ザ
巡回中の他の会場での展示のようす

お申込み・お問い合せは

ミューズ、東京学芸大学環境教育研究センター、東
京学芸大学グラフィックデザイン研究室

TEL：0265-27-6115 FAX：0265-27-6125 E-mail：kawaranbe@gmail.com

下伊那漁協さんと共催で【はじめてのアユ友釣り教室】を開催しました
■様々な反響がありました

■貴重な体験ができました

今回、県外からも数件のお申し
込みをいただきました。また、参
加したかったけど予定があってと
いう方も多くいらっしゃいました。
終了後も、｢来年もやってほし
い｣、｢気になっていた。どうだっ
た？ ｣、｢釣り具を寄贈したい｣な
ど、様々な反響がありました。
こんな体験ができたのも、下伊那漁業協
こんな声に答える講座企画･運営
同組合さんのおかげに他なりません。20名 を今後も続けてまいります。
近いインストラクターさんや、アユ料理を
提供いただいた料理人さん、運営スタッフ
のみなさんには釣り具までご提供いただき
ました。天竜川での友釣りの文化が将来ま
で受け継がれるようにとの願いのもと、惜
しみない協力には感謝のひと言です。

夏休み中の8月11日に久米川で【は
じめてのアユ友釣り教室】を開催しま
した。アユの友釣りは日本独自の伝統
文化で、難易度の高い釣りですが、多
くの子供たちにその楽しさと、その美
味な食味も楽しんでいただきました。
＜開催の様子はホームページで＞

天竜川 川の旅

天竜川の源流から河口にかけて、天竜川の姿や自然、人々の関わりをご紹介します。
よこかわがわごうりゅう

八ヶ岳連峰

第11回 天竜川らしい流れの始まり-横川川合流-

諏訪湖

流れ・水質・生物・管理の変化点

釜口水門

横川川は、天竜川に合流する最初の大きな支
川です。横川川が合流して天竜川の流量が増加
し、狭い流れから天竜川らしい広い流れが始ま
ります。同時に水質、生物も変化します。これ
は横川川の透明できれいな水が流れ込むためで
す。また、ここから下流は、川の管理が長野県
から国土交通省に代わる場所でもあります。

上伊那
天竜川
下伊那
城前橋から上流の風景：写真中央左から横川川が合流する かわらんべ

天竜川との合流部の横川川では、毎年、
夏休み中に「天竜川上流水生生物調査」が
開催されます。横川川の最下流ですが、渓
流性の生き物が多く見られ、渓流魚のアマ
ゴや水生昆虫のオオヤマカワゲラなどは、
天竜川に流れ込んで天竜川でも生活してい
ます。この合流部は人々の賑わう場所で、
春から秋頃まで大型のアマゴ・ニジマスや
オオヤマカワゲラ
アユを求めて釣り人姿が絶えません。大きな石の多い層

夏の市民参加の水生生物調査の定点でもある

河童だより

辰野町
横川川

秋の遠足・行楽シーズン到来です。どこに遊びに行こうか迷っていたら【かわらんべ】にどうぞ。バス
移動の講座はちょっとした旅行気分も味わえます。12日からの【ゲリラ豪雨展】にも ぜひ。（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）

天龍峡IC入口
大明神原
天龍峡

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

■休館日：月曜・祝日の翌日
10月の休館は，7 ，15 ，21 ，28 日

かわらんべ
看板

★

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。

