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平成２５年７月１２（金）、東村と北部ダム統合

管理事務所で行政懇談会を開催しました。

サガリバナ新川ダム

管理事務所で行政懇談会を開催しました。

懇談会は毎年開催され、それぞれの所管事業

の紹介や近年の話題など報告しその後意見交

換で互いに情報共有をはかりダム所在自治体と

ダム管理者相互の理解を深めることを目的とし

ています。

懇談会では防災に関する情報提供や下流道

路の一般開放に向けた話し合いが行われ、今

後のダム管理に関して有意義な会となりました。

平成２５年８月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率：８９ ９％ （前年度同日の貯水率 ９５ ９％）

８月 ２日（金） 東村川田区海神祭ハーリー大会

８月 4日（日） 第３５回名護市長杯争奪 全島職域ハーリー大会

８月１０日（土） 大保ダムまつり＆大宜味村夏祭り

８月１７日（土） 福地ダム夏休み自然体験会＆東村夏祭り

８月１８日（日） 第２２回国頭郡ボウリング大会

８月１８日（日） 第５０回国頭郡ソフトテニス大会

８月２４日（土）～２５日（日） 国頭村まつり

８月２５日（日） 塩屋湾ウンガミ（海神祭)

８月２５日（日） 国頭郡サッカー大会

８月３１日（土） 第１０回国頭郡ゴルフ大会

○北部ダム統合管理事務所の今月（８月）の行事予定

日（曜日） 担　　当 行　　事　　名　　称 内　　　　　容

１日（木） 羽地支所 ＫＵ－ＳＡＴ訓練 防災通信機器の設置訓練

２日（金） 羽地支所 行政懇談会（名護市） ダム所在自治体と情報交換を行う会議

１４日（水） 安波支所 湖水友の会会員安波ダム施設見学会 湖水友の会の特典として実施するダムツアー

１６日（金） 漢那支所 湖水友の会会員漢那ダム施設見学会 湖水友の会の特典として実施するダムツアー

２３日（金） 羽地支所 湖水友の会会員羽地ダム施設見学会 湖水友の会の特典として実施するダムツアー

２５日（日） 羽地支所 羽地ダムカヌー教室 カヌー体験

３０日（金） 大保支所 湖水友の会会員大保ダム施設見学会 湖水友の会の特典として実施するダムツアー

★湖水友の会メ ル会員募集中★（特典満載）

平成２５年８月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率：８９．９％ （前年度同日の貯水率 ９５．９％）

平成２５年４月１１（木）、福地ダムと新川ダムにおいて来訪していただく皆様が安全に利用できるよう、地域の方々

の協力のもと、利用者の視点から点検を行いました。

指摘された箇所はもちろんのこと、これからも安心してダム周辺施設が利用をできるよう、改善していきます。

今回、点検に協力いただきました、東村役場企画観光課、建設環境課、教育委員会、川田区長、高江区長、東小

中学校長、高江小中学校長の皆様、誠にありがとうございました。

安全利用点検での指摘箇所改善事例

★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目的としています。

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

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。

申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数:: １７８名

※希望者多数の場合は、抽選となります。

新川ダムの堤体上を点検する皆さん

破損

防護柵の更新
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7月28日(日）に、第20回漢那ダムまつりが開催され多くの参加者で賑わいました。

体験イベント（親子木工教室やカヌー体験等）は、受け付け開始と同時に多くの申し込みがあり、大盛況でした。

ステージイベントでは、「獣電戦隊キョウリュウジャー」ショーに人気が集中し、ショーが始まる直前から急に多くの親子連れ

が集まりはじめ、ステージ前は子供たちの熱気で盛り上がりました。

また、当事務所では各種パネルや生物の展示等を行いましたが、リュウキュウアユはなかなか間近で見る機会がないので、

皆さん見入っていました。

まつりは天気にも恵まれ無事終了することが出来ました。

来年も皆様の参加をお待ちしています。

毎年恒例のイベントが、今年も開催されます！！

自然観察船やカヌー体験、川遊びやダム管理施設見学などは、すべてが無料！遊びながら、自然と触れ合い、ダ

ムや川の生き物についても学ぶことができ、生きたリュウキュウアユの展示もおこなっています。 つつじエコパーク

会場では昼の部でパークゴルフ大会、夜の部はステージショーがあります。この機会を逃すことなく是非ご来場くだ

さい！ また、間近できれいな花火も楽しめます！

【ダムまつりの様子】

ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）の事業により、沖縄県企業局

沖縄 水に関する事業 研修に来 いた 太平洋島嶼国から

※ 福地ダムへの一般車両の進入、駐車はできませんのでご注意ください。

※写真は、昨年のまつり状況です。

カヌー体験 「獣電戦隊キョウリュウジャー」 リュウキュウアユの展示

へ、沖縄の水に関する事業の研修に来ていた、太平洋島嶼国から

の研修生（クック諸島、フィジー、キリバス、サモア、パプアニューギニ

ア、本国での水道のインフラ整備を指導される皆さん）９名が福地

ダムを見学されました。

通訳を通しながらではありますが、活発な質問が多数あり、特に興

味を示されたのはダムの水を有効に活用するためのダム間をつなぐ

水路トンネルや、水道供給におけるリスクマネジメントであるバックア

ップ体制がどのようなものか等でした。

研修生の皆さんにとって、有意義な研修となり本国での業務の一助

となれば幸いです

。

○ 開 催 日時 ： 平成２５年８月１０日（土）９：３０～１６：００

○ 会 場 ： 大保ダム（大宜味村字田港）

○ ｲﾍﾞﾝﾄ内容： 湖面カヌーツアー、貝殻ランプづくり、バーキ（カゴ） づくり、

木工教室、陶芸教室、丸太切り体験、ダム堤内見学、ドクターヘリ、

学習の川遊び、コカ・コーラ「森に学ぼう」ｉｎ大宜味村、

ハーリー大会、生きたリュウキュウアユの展示など。

※写真は、昨年のま り状況です。

まつり会場位置図

８月２日（金）に行われる地元川田区の由緒ある伝統行

事へ職域枠での参加案内があり、喜んで引き受けました。

福地ダムチームは日頃、淡水に慣れているせいか、海水

では実力が発揮できず、例年、順位は出場チームの後ろ

付近とのこと。

今年は頑張って少しでも順位を上げれればと思っています。

（ケガが無いことが大事ですが）

今年で４回目を迎える大保ダムまつりです。今年も多くの体験教室・ダム堤内見学・学習の川遊び等

の楽しいイベントが盛りだくさん企画されていますので、ご家族・友人などお誘い合わせの上、ご来場

下さい！！

※写真は、第２回のまつり状況です。
※写真は、昨年の様子。
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