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※ダム管理及び広報誌に対する、ご意見・ご要望は、上記の

連絡先までお願いします。

ダムの歳時記

平成２５年６月３日現在

国ダム（８ダム）貯水率：９９．７％（前年度同日の貯水率 ９８．５％）

今年は、５月１４日に平年より５日遅れて梅雨入りしました。

梅雨入り直後の雨により、漢那ダムからも一時期水があふれ

出ました。

間近で見ると迫力がありますので、機会があれば是非お立ち

寄りください。

【イベント情報】 ー「森と湖に親しむ旬間」関連行事予定ー

【今月（６月）の行事予定】

当事務所の今月の予定は 次の表のとおりです

４月３０日（火）に、漢那ダムの管理開

始以来続いている恒例のこいのぼり掲

揚式を行いました。

宜野座村内の３幼稚園（漢那幼稚園、

宜野座幼稚園、松田幼稚園）から８３

名の園児たちが集まり、こいのぼりを

取り付けてくれました。

当日はとても良い天気で、湖面高く舞

うこいのぼりをバックに園児たちは元

気に飛び回り、歓声をあげて喜んでい

ました。

【イ ント情報】 森と湖に親しむ旬間」関連行事予定
○７月２８日（日）・・・・・・漢那ダムまつり （カヌー体験、親子木工教室、森林クイズ等）

○８月４日（日）・・・・・・・倉敷ダム「森と湖に親しむ旬間」行事 （記念植樹等）

○８月１０日（土）予定・・大保ダムまつり （湖面ハーリー大会、湖面カヌーツアー等）

○８月中旬・・・・・・・・・・・福地ダム夏休み自然体験会（カヌー体験、自然観察船、ダム施設見学等）

○９月中旬・・・・・・・・・・・安波ダム・クイナまつり（ダム湖面遊覧、森林ガイドツアー等）

※問い合わせ先等詳細については、下記ホームページをご覧ください。

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

☆湖水友の会メ ル会員募集中！（特典満載）

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

４月１１日（木）に、漢那ダムの施設の安全利

用点検を実施しました。

これは、一般の公園利用者の視点から施設

安全 確 毎

施設の安全利用点検の実施報告

＊こいのぼりが不足しています。

古いこいのぼりを譲っていただける方は、漢

那ダム管理支所までご連絡ください。

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

国頭村行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議下旬 事務所

風水害を想定した訓練２７（木）

２５（火） 事務所 東村行政懇談会

１７（月）

防災専門官

担　当

漢那支所

広域水管理課

漢那ダムまつり担当者会議

沖縄渇水対策連絡協議会

開発建設部防災訓練

事務所 宜野座村行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議

日（曜日）

１２（水）

内　　　容

まつりの運営等を確認する会議

水事情等の現状と今後の見通し等を確認する会議

行　事　名　称

中旬

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

湖水友の会は、会員の皆様にダム管理に関する情報及び各種イベントの案内等を行い、ダム管理業務に

対する一般者の理解を深めること及び水源地域の活性化を図ることを目的としています。

会員特典
①広報誌を毎月配信、②ダムツアーにご招待

③カヌー体験にご招待、④イベント会員枠確保

⑤会員専用駐車場確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申込みは、下記メールアドレスへ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

詳しくは、北部ダム統合管理事務所 管理課 管理係 TEL:0980‐53‐2442まで。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数 163名

用点検を実施 。

これは、一般の公園利用者の視点から施設

の安全について確認するもので、毎年行って

おり、宜野座村役場職員の方や近隣区長さ

んに協力をお願いして点検を実施しました。

点検の結果、ダム管理者として普段意識す

ることのなかったことについて指摘があり、貴

重な意見を多くいただきました。

指摘事項については、早急に改善を図って

いきます。
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漢那ダムは、平成５年４月に管理を開始して今年でちょう

ど２０年になりました。

その間、洪水調節や流水の正常な機能の維持及び水道用

水の供給などのダム本来の目的はもちろん 湖畔公園等

国民の皆様に心と体をリフレッシュし

ながら森林やダム等の重要性について理

解していただくことを目的とした「森と

湖に親しむ旬間」の関連行事として「第

２０回羽地ダム鯉のぼり祭り」が５月４

日、５日に行われ、約21,500人の来場者

で賑わいました。

特設ステージでは羽地中学校吹奏学部
その間、洪水調節や流水の正常な機能の維持及び水道用

水の供給などのダム本来の目的はもちろん、湖畔公園等

を活用した様々なイベントやレクリエーションの場としても

十分機能を発揮してきたと考えております。

これも、地元関係機関や地域の方々のご協力があったか

らであり、心から感謝申し上げます。

これからも、３０年、４０年と、安全・安心で地域に親しまれ

る身近なダムを目指して、職員一同がんばりますので、よ

ろしくお願いいたします。

（漢那ダム管理支所職員一同）

特設ステージでは羽地中学校吹奏学部

によるオープニングセレモニーに始まり、

保育園児による踊りやフラダンス、オカ

リナ演奏など多くの方々が自慢の腕前を

披露しました。

今年の特徴は何といっても鯉のぼりの充

実です。羽地地域の小学校、幼稚園、保

育園及び各区に「手作り鯉のぼり」を募

集したところ予想以上の３９点の応募が

あり、来場者による投票の結果、あすな

ろ保育園の作品がグランプリに輝きまし

た。

最後に、運営にあたっては関係区長さ

んの他 交通整理・警護にあたった名護

鯉のぼり掲揚（羽地ダム堤体）

最後に、運営にあた ては関係区長さ

んの他、交通整理・警護にあたった名護

警察署、放水車、はしご車を展示してい

ただいた名護市消防本部等、多くの方々

の御協力もあり、無事故で祭りを終える

事ができました。この場を借りて感謝申

し上げます。

川遊び（下流河川）

リュウキュウアユ展

今年の羽地ダム鯉のぼり祭りの様子です。

カヌー体験

手作り鯉のぼり総選挙

鯉のぼり祭り杯フットサル大会 親子手作り玩具教室

芝ソリ

漢
那
ダ
ム
か
ん
な
八
景景



北部ダム統合管理事務所広報誌（６月号）　２０１３年６月3日発行（２） 北部ダム統合管理事務所広報誌（６月号）　２０１３年６月3日発行（３）

漢那ダムは、平成５年４月に管理を開始して今年でちょう

ど２０年になりました。

その間、洪水調節や流水の正常な機能の維持及び水道用

水の供給などのダム本来の目的はもちろん 湖畔公園等

国民の皆様に心と体をリフレッシュし

ながら森林やダム等の重要性について理

解していただくことを目的とした「森と

湖に親しむ旬間」の関連行事として「第

２０回羽地ダム鯉のぼり祭り」が５月４

日、５日に行われ、約21,500人の来場者

で賑わいました。

特設ステージでは羽地中学校吹奏学部
その間、洪水調節や流水の正常な機能の維持及び水道用

水の供給などのダム本来の目的はもちろん、湖畔公園等

を活用した様々なイベントやレクリエーションの場としても

十分機能を発揮してきたと考えております。

これも、地元関係機関や地域の方々のご協力があったか

らであり、心から感謝申し上げます。

これからも、３０年、４０年と、安全・安心で地域に親しまれ

る身近なダムを目指して、職員一同がんばりますので、よ

ろしくお願いいたします。

（漢那ダム管理支所職員一同）

特設ステージでは羽地中学校吹奏学部

によるオープニングセレモニーに始まり、

保育園児による踊りやフラダンス、オカ

リナ演奏など多くの方々が自慢の腕前を

披露しました。

今年の特徴は何といっても鯉のぼりの充

実です。羽地地域の小学校、幼稚園、保

育園及び各区に「手作り鯉のぼり」を募

集したところ予想以上の３９点の応募が

あり、来場者による投票の結果、あすな

ろ保育園の作品がグランプリに輝きまし

た。

最後に、運営にあたっては関係区長さ

んの他 交通整理・警護にあたった名護

鯉のぼり掲揚（羽地ダム堤体）

最後に、運営にあた ては関係区長さ

んの他、交通整理・警護にあたった名護

警察署、放水車、はしご車を展示してい

ただいた名護市消防本部等、多くの方々

の御協力もあり、無事故で祭りを終える

事ができました。この場を借りて感謝申

し上げます。

川遊び（下流河川）

リュウキュウアユ展

今年の羽地ダム鯉のぼり祭りの様子です。

カヌー体験

手作り鯉のぼり総選挙

鯉のぼり祭り杯フットサル大会 親子手作り玩具教室

芝ソリ

漢
那
ダ
ム
か
ん
な
八
景景



北部ダム統合管理事務所広報誌（６月号）　２０１３年６月3日発行（4） 北部ダム統合管理事務所広報誌（６月号）　２０１３年６月3日発行（１）

TEL ０９８－９６８－５２６２ FAX ０９８－９８３－２００７

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/
※ダム管理及び広報誌に対する、ご意見・ご要望は、上記の

連絡先までお願いします。

ダムの歳時記

平成２５年６月３日現在

国ダム（８ダム）貯水率：９９．７％（前年度同日の貯水率 ９８．５％）

今年は、５月１４日に平年より５日遅れて梅雨入りしました。

梅雨入り直後の雨により、漢那ダムからも一時期水があふれ

出ました。

間近で見ると迫力がありますので、機会があれば是非お立ち

寄りください。

【イベント情報】 ー「森と湖に親しむ旬間」関連行事予定ー

【今月（６月）の行事予定】

当事務所の今月の予定は 次の表のとおりです

４月３０日（火）に、漢那ダムの管理開

始以来続いている恒例のこいのぼり掲

揚式を行いました。

宜野座村内の３幼稚園（漢那幼稚園、

宜野座幼稚園、松田幼稚園）から８３

名の園児たちが集まり、こいのぼりを

取り付けてくれました。

当日はとても良い天気で、湖面高く舞

うこいのぼりをバックに園児たちは元

気に飛び回り、歓声をあげて喜んでい

ました。

【イ ント情報】 森と湖に親しむ旬間」関連行事予定
○７月２８日（日）・・・・・・漢那ダムまつり （カヌー体験、親子木工教室、森林クイズ等）

○８月４日（日）・・・・・・・倉敷ダム「森と湖に親しむ旬間」行事 （記念植樹等）

○８月１０日（土）予定・・大保ダムまつり （湖面ハーリー大会、湖面カヌーツアー等）

○８月中旬・・・・・・・・・・・福地ダム夏休み自然体験会（カヌー体験、自然観察船、ダム施設見学等）

○９月中旬・・・・・・・・・・・安波ダム・クイナまつり（ダム湖面遊覧、森林ガイドツアー等）

※問い合わせ先等詳細については、下記ホームページをご覧ください。

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

☆湖水友の会メ ル会員募集中！（特典満載）

当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

４月１１日（木）に、漢那ダムの施設の安全利

用点検を実施しました。

これは、一般の公園利用者の視点から施設

安全 確 毎

施設の安全利用点検の実施報告

＊こいのぼりが不足しています。

古いこいのぼりを譲っていただける方は、漢

那ダム管理支所までご連絡ください。

ダム所在自治体との情報交換を行う会議

国頭村行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議下旬 事務所

風水害を想定した訓練２７（木）

２５（火） 事務所 東村行政懇談会

１７（月）

防災専門官

担　当

漢那支所

広域水管理課

漢那ダムまつり担当者会議

沖縄渇水対策連絡協議会

開発建設部防災訓練

事務所 宜野座村行政懇談会 ダム所在自治体との情報交換を行う会議

日（曜日）

１２（水）

内　　　容

まつりの運営等を確認する会議

水事情等の現状と今後の見通し等を確認する会議

行　事　名　称

中旬

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

湖水友の会は、会員の皆様にダム管理に関する情報及び各種イベントの案内等を行い、ダム管理業務に

対する一般者の理解を深めること及び水源地域の活性化を図ることを目的としています。

会員特典
①広報誌を毎月配信、②ダムツアーにご招待

③カヌー体験にご招待、④イベント会員枠確保

⑤会員専用駐車場確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申込みは、下記メールアドレスへ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

詳しくは、北部ダム統合管理事務所 管理課 管理係 TEL:0980‐53‐2442まで。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数 163名

用点検を実施 。

これは、一般の公園利用者の視点から施設

の安全について確認するもので、毎年行って

おり、宜野座村役場職員の方や近隣区長さ

んに協力をお願いして点検を実施しました。

点検の結果、ダム管理者として普段意識す

ることのなかったことについて指摘があり、貴

重な意見を多くいただきました。

指摘事項については、早急に改善を図って

いきます。


	1-3
	2-4

