
市町村名 日 時 会 場 （所在地）

甦る一日川湊町 6月12日

・
・

15:00～21:00

船上民話ライブ 6月13日

・ 11:00～12:00

若鮎の放流 6月13日

・ 12:30～15:00

昔の長良川写真展 6月12日

・

関市環境フェア 6月12日～6月13日

10:00 16:30

岐阜公園総合案内所
大宮駐車場（大宮
町）

岐阜グランドホテル
前の河原

長良川や金華山に関する民話の朗読等、「一石山」他

関市本町商店街
テーマゾーン

「環境 をテ としたパネ 展示 環境活動展示

一般の方や幼稚園児(親子)による若鮎200kg(約10,000匹)
の放流

岐阜グランドホテル

歓迎レセプション招待者控室において、長良川の昔を写
した写真を展示

行事名・内容

長良川の水運で繁栄した湊町の活気を再現する祭り
上流域との川のつながりを深めるため、郡上踊り保存会
による郡上踊りを開催

岐阜市

第30回全国豊かな海づくり大会
関連行事のご案内

◆ふれあい交流行事

ふれあい交流行事：岐阜市、関市

・ 10:00～16:30

エコ・ＥＣＯ体験コーナー 6月12日～6月13日

・ 10:00～16:30

ステージ催事 6月13日

・ 10:00～16:30

水環境をテーマとした県関係ブース 6月12日～6月13日

・ 10:00～16:30

刃物関係コーナー 6月12日～6月13日

・ 10:00～16:30

特産品展示・販売コーナー 6月12日～6月13日

・
・

10:00～16:30

ステージ催事 6月12日～6月13日

・ 10:00～16:30

おもてなしコーナー 6月12日～6月13日

・ 10:00～16:30

協賛出展 6月12日～6月13日

・ 10:00～16:30

協賛イベント 6月12日～6月13日

・
・
・
・
・

10:00～16:30

テ マゾ ン
「環境」をテーマとしたパネル展示、環境活動展示

関市

海づくり大会のライブ中継、海づくり大会への取組み放
映など

関市本町商店街
まちおこしゾーン

刃物パネル展示、刃物クイズ、刃物廉売市

魚のタッチングプールや、花植え体験など

関市本町商店街

飛騨牛串焼き、円空汁、鮎雑炊、鮎塩焼き、鮎の唐揚
げ、焼き椎茸、焼きトウモロコシ、奥美濃古地鶏串焼
き、しし鍋汁

郵便局が海づくり大会記念フレーム切手の販売など

関の農産物・観光物産等特産品展示・販売
県内外市町村の特産品販売、観光ＰＲ

海づくり大会のライブ中継、郷土芸能の発表やクイズ大
会など

関鍛冶伝承館（本
町）

関伝日本刀鍛錬一般公開
刀剣研磨外装技術一般公開
関アウトドアナイフショー2010
わくわくミュージアム広場
スタンプラリーなど

パネル展示、環境保全活動紹介、体験学習コーナー

第30回全国豊かな海づくり大会
関連行事のご案内

◆ふれあい交流行事

ふれあい交流行事：岐阜市、関市

1



市町村名 日 時 会 場 （所在地）

歴史文化教室 6月12日～6月13日

・ 9:00～17:00

舟下りと俳句コンクール 6月12日

・ 10:30～12:00

放流 6月12日

・ 10:00～10:30

美化清掃 6月12日～6月13日

・ 9:00～10:00

五色ヶ原の森保全体験ツアー 6月12日

・ 8:00～11:45

源流の森環境教育フォーラム 6月12日

・ 13:00～17:00

河川の美化清掃 6月13日

・ 7:30～12:00

魚の放流 6月13日

・ 14:00～14:30

源流の森づくり 6月13日

・ 9:00～15:30

土岐川遊び 6月13日

・ 10:00～14:00

総合学習成果発表会 6月13日

9 30 10 00

土岐川河川敷（産業
文化センター前）

「うながっぱ、土岐川あそび」の実施

産業文化センター

小学校児童 よ 発表

モンデウス飛騨位山
周辺（一之宮町）

広葉樹の植樹活動、自然散策、ツリークライミング等

奥の細道むすびの地
記念館（馬場町）

俳人松尾芭蕉と大垣のかかわり歴史

四季の広場（馬場
町）

貴船橋から四季の広場までの舟下りと俳句コンクールの
表彰式

西小学校児童による魚の放流

高山市民文化会館(昭
和町）

四季の広場・貴船広
場・水門川沿い・西
小学校周辺

四季の広場・貴船広場・水門川・西小学校周辺地域

五色ヶ原の森（丹生
川町久手）

五色ヶ原の森の保全活動（外来植物除去）と案内人のガ
イドで森林散策

大垣市

高山市 宮川､苔川､江名子川
の河川敷

町内会・ボランティア団体等による河川敷の清掃活動

一宮､丹生川､荘川､
久々野､上宝の河川敷

地域住民・子ども達によるヤマメ・アマゴの放流

貴船広場（東外側
町）

地元小学生等による環境教育実践発表とネーチャーゲー
ム・ものづくり

行事名・内容

◆サテライト行事

・ 9:30～10:00

環境保全保護団体活動発表展 6/12～6/13

・ 10:00～16:00

野菜等の直売 6月13日

・ 9:30～16:00

魚の放流 6月13日

・ 10:30～11:00

樹林地整備 6月13日

・ 10:00～12:00

放流 6月13日

・ 9:45～10:30

植樹 6月13日

・ 10:45～12:15

見学会 6月13日

・ 13:40～15:20

河川清掃、稚魚放流 6月13日

・ 7:30～9:30

長良川アドベンチャーⅡ 6月12日

・ 8:30～16:30

美濃和紙、長良川の魚の展示等 6月13日

・ 9:30～15:00

神洞ホタル祭り 6月12日

・ 18:00～21:00

木曽ヒノキ備林（加
子母裏木曽国有林）

付知中学校緑化少年団、地域住民、名古屋市民等が参加
して、千年の森の見学会

市内各河川（長良
川、板取川）（須
原、蕨生、前野等）

小中学校生が河川清掃と放流を実施

神洞ホタルの里公園
（神洞）

和楽器コンサート

長良川沿岸（前野～
生櫛）

ラフティングボートで川を下り、ゴミ拾い、クイズ等

道の駅美濃にわか茶
屋（曽代）

各種展示や体験コーナーを設置する

新鮮な野菜の直売

土岐川河川敷（産業
文化センター前）

土岐川への魚の放流

中津川市有林（付知
町白沢）

付知中学校緑化少年団、地域住民、名古屋市民等による
植樹作業及びヒノキのポット苗木づくり

市之倉会場（市之
倉）

おりべの森、どんぐりの森、やすらぎの森等の整備

道の駅付知（付知町
安楽満）

付知中学校緑化少年団、地域住民、名古屋市民等による
川魚の放流

小学校児童による発表

パネル展示

中津川市

美濃市

多治見市

◆サテライト行事
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市町村名 日 時 会 場 （所在地）

竜吟峡滝開き 6月13日

・ 9:30～10:30

ウォーキング 6月13日

・ 8:00～10:00

河川美化清掃 6月12日

・ 9:45～10:30

河川の生物教室 6月12日

・ 10:30～11:00

放流 6月12日

・ 11:00～11:30

魚の放流 6月12日

・ 9:10～9:30

山や川に関する取組発表 6月12日

・ 10:00～11:00

魚つかみ＆塩焼き体験 6月12日

・ 11:00～13:00

体験コーナー 6月12日

・ 9:00～15:00

物産展 6月12日

・ 9:00～15:00

矢作ダム見学 6月12日

・ 11:30～15:00

河川清掃、稚魚放流、学習発表会 6月12日

・ 9:00～12:00

竜吟の滝(一の滝)
（釜戸町）

矢作川流域の子どもたちの山・川に関する活動発表
愛知県豊田市立西広瀬小学校
長野県根羽村立根羽小学校
岐阜県恵那市立串原小学校

小学生以下の子どもを対象に魚つかみと流木炭を使用し
た魚の塩焼き体験

小里川ダム湖周辺
（陶町水上）小学生等による小里川ダムウォーキング

川魚等に実際に視て触れる勉強会

長良川左岸河川敷
（堀津町）

河川清掃

串原小学校全校児童による魚の放流

間伐材工作、マイ箸つくり、クラフト体験、流木炭の無
料配布など

流域の各種特産品の販売

矢作ダム（串原）

矢作ダムの説明、堤内見学

堀津小学校の子供会児童によるアユの放流

三和小学校（三和
町）

小学生や近隣住民による河川清掃 カワニナ・アマゴの

瑞浪市

羽島市

奥矢作レクリエー
ションセンター（串
原）

恵那市

行事名・内容

うなぎ放流

・ 9:00 12:00

水辺の時間 4月24日～6月13日

・ 9:00～17:00

ふらっとみゅーじあむ

・

里山の写真展 6月1日～6月21日

・ 9:00～17:00

河川清掃 6月13日

・ 8:00～10:00

うなぎの放流 6月13日

・ 11:00～12:00

ホタル観賞会 6月13日

・ 19:00～21:00

エコ川柳発表と表彰 6月12日

・ 10:00～10:30

コンサート 6月12日

・ 11:00～15:00

キムチ鍋試食、水のカフェテリア等 6月12日

・ 10:00～15:00

川は友だち・エコツアー 6月12日

・ 9:30～15:30

川風景のスケッチ会 6月12日

・ 9:30～16:00

河川環境楽園（川
島）

各学校から募集したエコ川柳の発表と表彰

キムチ鍋の試食や農産物の販売、水を利用した工作や
ゲームを実施

北派川・河川環境楽
園（川島）

川歩き探検など親子で川に親しむイベントを実施

北派川（川島）

土岐川及び支流

自治会と協力し、土岐川の美化運動を実施

土岐市浄化センター
及び陶史の森（御幸
町、肥田町）

ホタル観賞会を実施

土岐川河川公園（土
岐津町）

幼稚園児による放流

三和ふれあいｾﾝﾀｰ
（三和町）

里山の風景を集めた写真展

文化の森（蜂屋町）

内山りゅう写真展

切り絵でつくる水辺の生き物

小学生や近隣住民による河川清掃、カワニナ・アマゴの
放流、学習成果発表

土岐市

美濃加茂市

子供から大人まで、市内外５団体によるコンサート

川風景のスケッチ会を実施

各務原市
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市町村名 日 時 会 場 （所在地）

清流ぎふ・川づくりのお披露目 6月12日

・ 9:30～16:00

ぎふの川ビデオの放映

・

アユの放流 6月12日

・ 13:00～13:30

河川清掃 6月12日

・ 9:00～9:50

Eボート体験乗船 6月12日

・ 13:30～15:00

河川清掃 6月13日

・ 9:30～10:00

水質調査、水生生物調査 6月13日

・ 10:00～11:30

コイ放流 6月13日

・ 11:30～12:00

環境啓発パネル展示 6月7日～6月13日

・ 8:30～17:00

写真展示 6月5日～6月13日

・ 9:00～17:00

放流 6月13日

・ 9:00～11:00

河川清掃 6月13日

・ 9:00～11:00

水質調査

・

魚類調査

・

木曽川河川敷（川
島）

市民が河川清掃を実施

北派川（川島）

自然共生川づくりモデルの現地体験・紹介

自然に配慮した川づくりを考える映像の放映

河川環境楽園（川
島）

小学生がアユを放流

公園付近の犀川の水質を調査する

釣り等により捕獲した魚類を調査する

犀川河川遊水地公園
(祖父江地内）

市民が河川清掃を実施する。

山県市美術館（大
門）

水や川に関わる写真展示

高富町地内の河川
（高富地内）

ふるさと川公園（広
見）

参加者（親子）による河川清掃

可児市役所（広見）

市役所ロビーにて環境啓発パネルの展示

参加者（小学生）が水質調査、水生生物調査を行う

小学生によるコイの放流

小学生がEボートの体験乗船

錦鯉の放流

可児市

山県市

行事名・内容

各務原市

・

野鳥調査

・

昆虫観察会

・

あじさい植樹会

・

魚の放流 6月13日

・ 8:00～12:00

源流の森づくり 6月12日

・ 10:00～15:00

自然体験ツアー(トレッキング) 5月30日～6月14日

・ 8:00～12:00

パネル展示、交流イベントなど 6月12日

・ 16:00～20:30

アマゴの放流、美化清掃 6月13日

・ 10:00～10:30

環境学習成果発表会・展示 6月12日

・ 9:00～12:00

魚の放流 6月12日

・ 15:00～16:00

地域住民・子ども達によるヤマメの放流

釣り等により捕獲した魚類を調査する。

公園付近に生息している野鳥を観察し調査する。

公園内に生息している昆虫を捕獲し調査する。

中河原公園、ウイン
ドパーク、白鳥町民
体育館、中ノ島公
園、高砂遊遊ふれあ
い広場、気良川公
園、和良川公園キャ
ンプ場、白山中居神
社河川敷

魚の放流、生き物観察会等

市民スポーツプラザ
(長屋）

＜花とほたる祭り開催＞パネル展示、農産物加工品等販
売、フラワーアレンジメントなど

NEOキャンピングパー
ク（根尾下大須）

根尾東谷川にてアマゴの放流、美化清掃

郡上市総合文化セン
ター（八幡町島谷）

総合学習の成果発表・環境についての展示

天生湿原(河合町）

天生湿原でトレッキングを体験し、自然や森林の大切さ
を学ぶ。

公園内にあじさいを植樹する。

河合スキー場（河合
町）

植樹活動、森林体験等

市内河川敷（河合町
元田（なかんじょ
川））

郡上市

本巣市

飛騨市

瑞穂市
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市町村名 日 時 会 場 （所在地）

魚の放流、植樹、料理披露、体験教室 6月12日

・ 10:00～15:00

美化清掃 6月13日

・ 8:00～10:00

美化活動、環境保全学習会 6月12日

・ 9:30～15:00

河川清掃 6月13日

魚の放流 9:00～13:00

・

ビーチバレー 6月13日

・ 9:30～17:00

農業フェスタ 6月12日～6月13日

・ 8:00～19:00

うなぎの放流 6月12日

・ 15:00～15:30

ホタル鑑賞会 6月12日

・ 19:30～21:00

6月13日

19:30～21:00

水環境学習会、美化清掃、鮎の放流、ヤマリンの凧あげ 6月12日

馬瀬川（旧総島小学
校体育館周辺、水辺
の館周辺）

河川清掃・ゴミ拾い

県内高校生へのｸﾘﾆｯｸ、県内高校生によるﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ大会、
招待選手と地元選手による交流戦

北小学校（八剣）

北小学校にホタルを飛ばそう会によるホタル鑑賞会

境川（上印食）

近隣小学生によるうなぎの稚魚の放流

旧総島小学校水辺の
館周辺（馬瀬西村）

魚の放流、広葉樹の記念植樹、郷土料理の披露、体験教
室（魚つかみ、間伐財利用クラフト、鮎釣り伝承、カワ
ゲラウォッチング、渓流魚尽き保全林や散策道ウォーキ
ングしながら学習散策、水源の源探索

笠松みなと公園（港
町）

さぼう遊学館、羽根
谷だんだん公園（南
濃町羽沢）講演会、ますつかみ取り、砂防ウォークラリー、写生大

会表彰、公園内及び周辺の清掃、苗木の無料配布

道の駅（月見の里南
濃、クレール平田）
（南濃町羽沢、平田
町野寺）

農産物等直売

長良川河川敷（海津
町福江）

小学校児童等による河川清掃・稚魚の放流、苗木の無料
配布

行事名・内容

下呂市

海津市

岐南町

・ 9:00～11:00

河川清掃、魚の放流 6月12日

・ 9:30～10:30

河川清掃、魚の放流 6月12日

・ 14:00～15:00

アマゴの放流、カワゲラウォッチング 6月13日

・ 9:00～12:00

ますつかみ大会 6月12日

・ 10:00～12:00

美化活動 6月12日

・ 8:00～09:30

ほたるまつり 6月12日

・ 18:00～20:00

美化活動 6月13日

・ 7:30～09:30

環境美化活動 6月13日

・ 9:30～10:30

写生大会 6月13日

・ 9:30～10:30

生き物調査 6月13日

・ 10:30～12:00

環境学習 6月13日

・ 13:00～14:30

農産物販売 6月13日

・ 9:00～15:00

金草川（押越）

輪之内本戸会場周辺
水路

農産物及び加工品の販売及びパネル展示

輪之内本戸会場

小学生の写生大会

輪之内本戸会場周辺
水路

カワバタモロコ等の希少魚の保護活動

輪之内本戸会場

川を題材とした史実に基づいた大型絵本の読み聞かせ

瀬古地区

水路清掃、周辺環境美化、啓発活動

起区（神戸）

地域住民によるイベント

輪之内本戸会場一円
及び周辺

あじさいなどの植栽及び美化清掃活動

相川水辺公園（清
水）

アマゴの放流、カワゲラの生態調査

グリーンウッド関ヶ
原（今須）

グリーンウッド関ヶ原敷地内の池に放流し、つかみ大会
実施

田地区

水路清掃、周辺環境美化、啓発活動

町）
小学性親子による水に関する環境の学習会、公園内の清
掃、鮎の稚魚の放流、ヤマリンの絵が描かれた連凧の凧
あげなど。

五三川（大場）

小学生による河川清掃・川魚の放流

小学生による河川清掃・川魚の放流

垂井町

関ケ原町

笠松町

養老町

輪之内町

神戸町
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市町村名 日 時 会 場 （所在地）

パネル展示 6/12～6/13

・ 9:00～17:00

美化活動 6月13日

・ 9:30～11:30

美化活動 6月12日

・ 9:00～10:00

アトラクション放流 6月12日

・ 10:00～11:00

式典 6月12日

・ 13:00～15:00

森と水の恵みバサール 6月12日

・ 11:00～16:00

体験教室 6月12日

・ 11:00～16:30

作品展示 6月12日

・ 10:00～16:30

美化活動 6月12日

・ 10:00～11:00

環境学習 6月12日

・ 11:00～11:30

放流 6月12日

・ 11:30～12:00

美化活動及び放流 6月12日

・ 9:00～11:00

活動内容発表及び講演会 6月12日

間伐材を使ったプランターや箸造りを実施

大野町役場（大野）

水質検査を行い水の大切さを理解していただく

三水川（野～相羽）

河川の清掃

中央公民館会場（六

小学生による森・川・海へのメッセージの発表及び表彰
等

山菜など農林水産物の販売やバザーの実施

杭瀬川会場（八幡）

河川の清掃活動及び魚の放流

揖斐川中央公民館会
場（上南方）

ハートピア安八ロ
ビーギャラリー（氷
取）

河川に関するパネル展示

中須川畔会場（城）

周辺清掃

三水川（黒野）

園児・児童・生徒によるフナの放流

揖斐川河川敷会場
（下岡島）

地域住民による河川敷の清掃活動

安八町

行事名・内容

カヌーのデモンストレーション
小学4年生によるアユの放流

児童・生徒による森と川の保全啓発ポスターの展示、
森・川・海へのメッセージ展示

大野町

揖斐川町

活動内容発表及び講演会 6月12日

・ 13:30～15:40

ほたる祭り 6月12日

・ 18:00～21:00

美化活動 6月13日

・ 10:30～11:30

魚釣り大会 6月13日

・
10:00～11:00

魚のつかみ取り大会 6月13日

・ 10:00～10:45

清掃活動 6月12日

・ 9:30～11:00

学習会 6月12日

・ 9:30～11:00

放流 6月12日

・ 11:10～11:30

放流活動 6月12日

・ 10:00～11:30

農産物販売 6月12日～6月13日

・ 9:00～15:00

津保川(河川敷)（大
山）

富加小学校5，6年生児童と保護者によるアユの放流

半布里の郷とみか
（羽生）

地元農産物に大会の記念品を付け販売及び来駅者に配布

八幡池（深萱）

鯉の放流

平成公園（平成）

未就学児童を対象に仮設プールにてニジマスのつかみ取
りを体験

小学生を対象に公園内河川にニジマスを放流し親子で魚
釣り体験

なかよしこみち（深
萱）

遊歩道の散策とごみ拾い

散策をしながら山野草の野外学習

ほたる祭り会場（上
田）

郷土芸能、花火なども実施

中央公民館会場（六
之井）

水環境保護活動団体の活動内容発表及び水環境保護に関
する講演会

百年記念河川公園
（平成、長谷川西）

河川の清掃活動

富加町

坂祝町

池田町

北方町
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市町村名 日 時 会 場 （所在地）

環境展 6月1日～6月30日

・ 9:00～17:00

飛騨川ダム湖クリーンアップ作戦 6月13日

・ 8:00～09:30

カヌー下り 6月13日

・ 10:30～12:00

放流 6月13日

・ 11:00～11:30

田植え 6月13日

・ 10:30～12:00

ホタルの勉強会 6月12日

・ 14:00～15:00

稚鮎の放流､清掃 6月12日

・ 15:30～16:00

河川清掃 6月12日

・ 8:00～12:00

河川清掃 6月12日

・ 10:00～11:00

マスの放流 6月12日

・ 11:00～12:00

錦鯉の展示、特産物直売、マスのつかみ取り等 6月12日～6月13日

・ 10:00～15:00

Eボート乗船体験 6月12日～6月13日

・ 10:00～15:00

オープニング式典 6月12日

・ 10:00～11:00

七宗町体育館付近河
川（上麻生）

ホタル、カワニナの勉強会

白川北保育園児のオープニング、佐見小学校学習成果発

道の駅美濃白川
ピアチェーレ（河
東）

町の特産品の錦鯉を展示、ほう葉寿司等の特産品直売、
水と触れ合うイベントを実施

蘇水公園（伊岐津
志）

河川敷清掃、水の話

小学生による放流

飛騨川河畔（河東）

飛騨川河畔でEボート・ラフティングボート乗船体験を実
施

道の駅美濃白川
ピアチェーレ(河東）

七宗町内全域

町内の福寿会が河川清掃、堤防の除草作業

川辺町中央公民館
（中川辺）

環境展を行うとともに学習発表を実施

川辺町比久見地内

小学生を対象に農業体験（田植え）を実施

稚魚の放流

七宗町体育館付近(上
麻生）

あまご、鮎の放流と河川清掃

カヌー約100艇による川くだり

飛騨川ダム湖（中川
辺）

飛騨川ダム湖周辺の清掃活動を実施

行事名・内容

川辺町

八百津町

白川町

七宗町

放流 6月12日

・ 11:00～11:30

水中昆虫調査展示 6月13日

・ 8:00～21:00

白川源流調査展示

・

河川清掃、鮎放流 6月12日

・ 8:00～12:00

植樹 6月12日

・ 13:00～15:00

みたけの森ささゆりまつり 6月13日

・ 9:30～15:30

河川の美化清掃 6月13日

・ 15:00～18:00

魚の放流

・

白川北保育園児のオ プニング、佐見小学校学習成果発
表会

御嵩町消防グランド
（御嵩）

桜の植樹

可児川周辺

可児川の河川清掃、稚鮎の放流

飛騨川河畔（河東）

地域住民・子ども達によるヤマメの放流

村内の河川敷（鳩
谷）

漁業組合・地域住民による河川敷の清掃活動

みたけの森（御嵩）

ネイチャークラフト、魚のつかみ取り、鵜飼の実演・体
験などを実施

東白川村役場別館
（神土）

小学生による水生昆虫の調査結果を展示

中学生による白川源流の調査結果を展示

保育園児等が、飛騨川に鮎、鯉、ナマズを放流

東白川村

白川村

御嵩町
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