
◎ もちがせ流しびな 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
流しびなの館
0858-87-3222
http://nagashibinanoyakata.jp/

◎ 2016桜の花見カヌーIN鳥取市袋川 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
鳥取カヌークラブ
090-9465-6040

◎ 袋川カヤックで桜見物 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
袋川をはぐくむ会   会長　粟嶋道和
090-4805-4701

◎ 第12回 八東川クリーンアップ大作戦   期間：

概要：

ＰＲ：

開始時刻：9:00（受付8:30）
集合場所：ご希望の場所にお集まり下さい

JR河原駅前／JA八東ライスセンター／道の駅若桜 桜ん坊
《お問合せ》

実行委員会事務局（八東川清流クラブ）
090-7132-7290 
http://homepage3.nifty.com/hsc/

袋川で行われる桜祭りとあわせて、袋川をはぐくむ会主催で「袋川カヤックで桜見物」
が行われます。

カヤックに乗りながら袋川の桜を見ることが出来るチャンスです。
※申込みは４月５日（火）迄

４月9日（土）

・幼子のひな流し
・祈祷神事
・雛のお焚きあげ
・まちなかのひな飾り公開
・流しびな制作実演
・茶席、お土産、物産販売
・朗読会「雛がたり」とお雛さまコンクール表彰式

江戸時代にさかのぼる流しびなは男女一対の紙雛を桟俵にのせ菱餅や桃の小枝を添えて
無病息災を祈り千代川に流す行事です。

4月10日（日）

3月24日（木）～4月5日(火）

袋川の桜を川から眺める花見カヌー

鳥取市内を流れる袋川の土手には多くの桜があり、市民の花見ポイントの一つです。初
めての人でも楽しむことができますので、気軽にご参加下さい。

4月16日（土）

河川清掃：八東川河川敷内のビン、カン、ビニール・プラスチック・金属類など土に返
らないゴミを中心として収拾します。

昔のように多様な魚や生き物が住む川に戻したい、県内外にも誇り得る清流にしたいと
願い、きれいな水の八東川を守るため、清掃活動を行います。

http://homepage3.nifty.com/hsc/


◎ 袋川清掃事業 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
鳥取市 国府町総合支所  産業建設課
0857-39-0560

◎ 袋川に泳ぐ鯉のぼり 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
袋川をはぐくむ会 会長　粟嶋道和
090-4805-4701

4月29日（祝日・金）～
5月7日（土）

袋川河川敷（若桜橋～花見橋）にて鯉のぼりを掲揚します。

約１００匹の鯉のぼりが川の上を流れる壮大な姿をご覧あれ！

「国府地域活性化推進事業」の一環による清掃奉仕作業

4月17日（日）

「国府地域活性化推進事業」の一環による清掃奉仕作業



◎ 袋川除草作戦 期間：

概要：

ＰＲ：

開催時間：9:00～11:00
場　　所：弥生橋～智頭橋

袋川をはぐくむ会 会長　粟嶋道和
090-4805-4701

◎ 国府マスつりフェスタ2016 期間：

概要：

ＰＲ：

開催時間：8:00～12:30
開催場所：殿ダム親水広場

鳥取市 国府町総合支所 産業建設課
0857-39-0560

◎ 千代川フォトコンテスト２０１６ 期間：

概要：

ＰＲ：
《お問合せ》

千代川流域圏会議事務局
０８５７－２９－１９６７又は０８５７－２２－８４３５

◎ 兵庫・鳥取両県往来氷ノ山交流登山ツアー 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
(株)農協観光 鳥取支店
0857-26-0602

下山後は隣県での観光も楽しめ、バスで集合場所まで送りますので、個人旅行では難し
い登山ルートを楽しむことができます。

殿ダムにより創出された因幡万葉湖並びに周辺河川を利用し、毎年5月末日曜日に開
催。国府町の豊かな自然及び殿ダムを積極的にＰＲするとともに地元特産品を販売。
釣ったニジマスをその場で炭火焼し食せる店舗もあり大好評。

5月

兵庫・鳥取両県にまたがる氷ノ山に登頂後、県境を越えて下山します。

5月28日（土）

5月29日（日）

２５回目を迎えた「マスつりフェスタ」大物賞・フェスタ賞・つかみどりなどニジマス
約１０，０００匹放流

5月31日（火）まで

鳥取県の因幡地域を流れる千代川は、わたくしたちの生活や文化をはぐくんできまし
た。その千代川の美しさを見つめ直し、多くの方々に知っていただきたいという思いか
ら、今回のコンテストを開催します。
あなたの身近にある千代川の風景や好きな景色を写真に撮ってご応募ください。お待ち
しています。

弥生橋～智頭橋間の除草を行います。

袋川をはぐくむ会主催により、行政、商工会議所、青年会議所及び地元で除草活動を行
います。



◎ 雨滝 滝開き祭 期間：

概要：

ＰＲ：

開催時間：10:00～12:00
《お問合せ》

鳥取市 国府町総合支所 産業建設課
0857-39-0560

◎ 千代川市民一斉清掃 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
鳥取市水道局経営企画課 広報係
0857-53-7953
http://www.water.tottori.tottori.jp/

◎ 多鯰ケ池カヌーツアー 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
鳥取カヌークラブ  代表 長谷川
090-9465-6040

◎ きれいな佐治川を取り戻そう 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
佐治町まちづくり協議会 (事務局　鳥取市佐治地区公民館内）
0858-88-0228

6月4日（土）

毎年初夏の一日を選んで国府町をあげて盛大な滝開きの式典があります。関係者が滝の
前に集まり、山霊に謝し、傘踊り等を奉納し、シーズンの無事を祈る行事を行っていま
す。

因幡の傘踊りをはじめするさまざまな芸能の奉納が行われ、地元特産品等が販売され多
くの人々でにぎわいます。

6月5日（日）小雨決行、雨
天・荒天延期6月12日
（日）

6月12日（日）予定

佐治川地内の河川あし刈りと清掃を行います。
（佐治町加瀬木）

鳥取・国府地域の上水道水源の上流にある千代川倉田スポーツ広場及びその周辺（河川
敷含む）の清掃を毎年の水道週間（６／１～６／７）に合わせて行います。

千代川は私たちの大切な水源です。きれいな川を守るため、みなさんのご協力をお願い
します。

地域住民参加型ボランティア

6月11日（土）～7月10日（日）

パドルの漕ぎ方、注意事項等のレクチャーを受けたのち、カヌーツーリングに出発しま
す。
インストラクターのカヌーが併走するので、初心者のかたも安心です。

砂丘の雄大さと好対照をなす静かな魅力をもつ、知られざるスポット「多鯰ケ池」に6
月はひっそりと咲く睡蓮の花を見ながら、多鯰ケ池を楽しみます。

http://www.water.tottori.tottori.jp/


◎ 八東川河川敷草刈 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
ＮＰＯ法人八東川清流クラブ
090-7132-7290
http://homepage3.nifty.com/hsc/

景観保持と遊び場づくりのため、勘右衛門土手公園（八頭町東地内）付近の八東川河川
敷の草刈りをします。

6月～7月

朝５時半ごろから数日間続けます（日程は、6月に入って決定）

http://homepage3.nifty.com/hsc/


◎ 扇ノ山 山開き祭 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
鳥取市 国府町総合支所  産業建設課
0857-39-0560

◎ 川遊びフェスタin八東川 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
ＮＰＯ法人八東川清流クラブ
090-7132-7290
http://homepage3.nifty.com/hsc/

◎ 八東川水生生物調査 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
ＮＰＯ法人八東川清流クラブ
090-7132-7290
http://homepage3.nifty.com/hsc/

7月2日（土）10時～14時
雨天：登山中止し殿ダム散策

本格的な夏山シーズンの幕開けを告げる山開き祭。参列者をはじめ、登山者および山を
訪れる観光客の皆様の安全を祈願することを目的とした伝統の催事で、神事の後、登山
が行われる。

河合谷コースから登山を行い、標高１，３０９.9ｍの山頂に到達するまでの約３．２
Km、その道中には見事な ブナ林 がつづく。野鳥のさえずりを聞きながら登山する道
中、多くの植物が自生しており、登山中の景色と下山の際の景色はまた違ったものにな
る

7月30日（土）予定

７月～8月の1日間

八東川の数か所で水生生物調査・水質調査を行います。

魚については、水中カメラ、水中ビデオカメラ、関係機関の許可を得て、刺し網を使っ
たユニークな調査も行います。

小学校児童を対象とした川遊び及び環境啓発イベントです。参加は申込必要です。

カヌー遊び、いかだ下り、魚のつかみ取り、水中綱引き、水生生物調査など、楽しくて
ためになる催しです。

http://homepage3.nifty.com/hsc/
http://homepage3.nifty.com/hsc/


◎ 第３８回　河原町あゆ祭   期間：

概要：

ＰＲ：

開催時間：13:00～21:00
《お問合せ》

鳥取市 河原町総合支所　産業建設課
0858-76-3115

◎ まるごと川遊びデー 期間：

概要：

ＰＲ：

開始時刻：午前１０時開始～１５時解散（予定）
参加会費：５００円～１０００円程度を予定
《お問合せ》

いなば西郷むらづくり協議会　西郷地区公民館 
0858-85-0445　メール：cc-saigo@city.tottori.tottori.jp

◎ 協働型河川ボランティア事業 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
山王振興協議会　（会長　福安　道則）
0858-89-1046

◎ 千代川フェスティバル 期間：

概要：

ＰＲ：
《お問合せ》

千代川流域圏会議
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori./river/conference/index.html

8月21日（日）

西郷せせらぎ遊歩道に沿う曳田川の急流下り・遊泳・飛び込み・滑り台・ヤマメのつか
み取り・魚焼き

きれいな川で川遊びと美味しいお昼ごはん（焼き魚と汁を提供します、握り飯などは持
参してください）を満喫、看護大学の支援を受けて健診も一部実施予定。

8月6日（土）

鮎のつかみ取り、川下りレース、ミニコンサート、鮎太鼓　等のイベント開催

8月下旬（土）

今年は八頭町で行います。千代川フォトコンテスト２０１６表彰式予定

今年で19回目の開催となります。

8月下旬

佐治川地内の河川あし刈りと清掃

地域住民参加型ボランティア

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori./river/conference/index.html


◎ きれいな佐治川を取り戻そう 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
佐治町まちづくり協議会　(事務局　鳥取市佐治地区公民館内）
0858-88-0228

9月24日（土）予定

佐治川地内の河川あし刈りと清掃を行います。
（佐治町加瀬木）

地域住民参加型ボランティア



◎ 第３３回佐治町ふるさと祭り 期間：

概要：

ＰＲ：

開催場所：佐治町総合支所前河川
《お問合せ》

ふるさと祭り実行委員会　(事務局　鳥取市佐治町地域振興課内）
0858-88-0211

◎ 袋川清掃作戦 期間：

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
袋川をはぐくむ会 会長　粟嶋道和
090-4805-4701

10月22日（土）

弥生橋～智頭橋間の清掃活動（ゴミ拾い）を行います。

袋川をはぐくむ会主催により、行政、商工会議所、青年会議所及び地元で河川敷の清掃
活動を行います。

10月2日（日）予定

ヤマメ釣り・つかみ取り体験
  （500匹放流予定）

人と自然環境のふれあい


