
　　　　観て！ 遊んで！！ 食べて！！！

利根川かわら版
2019年秋号

　　　～ 利根川未来パークの魅力満載 ～

【お問合せ先】

北川辺総合支所地域振興課

加須市麦倉1481番地1

TEL:0280-62-2111

加須市では、渡良瀬遊水地が平成24年7月にラムサール条約湿地に登録されたことを記念

し、『渡良瀬遊水地まつり in KAZO』を開催します。

みなさんのお越しをお待ちしております！

加

加須市合併10周年記念第7回渡良瀬遊水地まつり in KAZO

【お問合せ先】

経済部 商業観光課

(本庁舎2階)

開催日時： 令和元年10月6日（日） 10時~15時（荒天中止）

会場： 渡良瀬遊水地芝生サッカーグラウンド

内容： ブリヂストンサイクル出展ブース(レンタサイクル、ロードバイク試乗会、VR体験)

カヌー体験、バス見学ツアー 等

最寄り施設： 道の駅かぞわたらせ（きたかわべ）MAP③

埼玉県加須市小野袋1737 TEL：0280-62-5555

アクセス： 最寄駅・・・東武日光線柳生駅より徒歩約10分

東北自動車道加須ICより約20分、館林ICより約20分

※中央エントランス入口から臨時駐車場あり

主催： 渡良瀬遊水地まつり in KAZO実行委員会

同時開催！ KAZO WATARASE FUN RIDE @渡良瀬遊水地まつり in KAZO

渡良瀬遊水地の広大な自然を自転車で体感しよう！

日本一大きいハートを描くサイクリング！

開催日時 ： 令和元年10月6日（日） 10時~14時（荒天中止）

会場 ： 渡良瀬遊水地芝生サッカーグラウンド

参加方法 ： 当日受付となります。

オススメコースのMAPを配布しますので、自由にまわってください。

特別ゲスト ： ブリヂストンサイクル所属オリンピアン、ポタガール埼玉

きたかわBay を駆け抜けるゾ！

(TM)こいのぼりマン



渡良瀬遊水地は、関東平野のほぼ中心に位置し、栃木・群馬・埼玉・茨城4県の県

境にまたがる面積33平方キロメートル（東京ドームの約700倍）の大遊水地です。

この遊水地は洪水を防ぐという重要な役割をもっているだけでなく、貯水池によって供

水調節力を高め、生活用水・農業用水・水不足の解消・川の流れを保つために役立っ

ています。そして本来の低地の自然環境が保全されており、緑豊かで広大なヨシ原が広

がっています。そこには多くの植物・昆虫・鳥たちがいて、植物観察やバードウォッチングに

最適です。 渡良瀬遊水地は大きく分けて5つのゾーンで構成されています。

ラムサール条約に登録された世界に誇る生態系！

渡良瀬遊水地について

【お問合せ】

環境安全部環境政策課

(本庁舎2階)

渡良瀬遊水地の歩み

渡良瀬川・赤麻沼付近にある谷中村（現在の栃木県栃木市藤岡町）は、頻繁に大規模な洪水に

見舞われる地域でした。

渡良瀬川上流には足尾銅山があり、明治10（1877）年の機械化による増産で、その鉱毒による

被害が渡良瀬川沿岸だけでなく、利根川や江戸川沿いにまで広がり、大きな社会問題となりました。

有名な川俣事件や、田中正造による「足尾銅山鉱毒事件」を経て、渡良瀬川の改修が計画され、明治44（1911）年に工事

に着手しました。その後長い年月をかけて 3次におよぶ開発事業(遊水池化事業：明治44[1911]年～大正11[1922]年/調節

池化事業：昭和38年～平成9年/貯水池化事業：昭和51年～平成2年）が行われた結果、渡良瀬遊水地は現在も洪水調

節・都市用水の供給・流水の正常な機能の維持のための重要な役割を果たしています。

田中正造翁

田中正造は第1回の衆議院総選挙に当選して以来、国会が開かれるたびに足尾鉱毒問題を取りあげて、渡良瀬川沿岸の被害

農民のための奮闘をつづけました。議員を辞職して被害の惨状を天皇に直訴したエピソードはあまりにも有名です。その後も谷中や北

川辺を遊水池にする計画が浮上すると、廃村に反対する農民を指導して運動を行い、晩年は利根川の治水問題のために奔走する

など、農民のために捧げた一生であったと言われています。

大正2年に激動の人生を閉じた正造は、広域の村民の熱望により分骨されましたが、その1つが北川辺西小学校の隅にひっそりと

眠っています。

湖ゾーン

海のない埼玉県にありながら、ここでは広い湖と

親しみ、いろいろな水上スポーツや釣りが満喫できます。

北ブロック：ヨット・ウィンドサーフィン・カヌーができます。（釣り禁止）

谷中ブロック：えさ釣り場地域。ヘラブナ・マブナ・コイ・アユが釣れます。

南ブロック：ルアー・毛ばり釣り場地域。中堤より200メートルの区域では、

漕艇場として利用できます。(ボート等は日々持ち込み持ち出しとし、放置・係留は禁止)

親水多目的ゾーン

多目的広場があり、

各種イベントに利用できます。

子供広場ゾーン

子供たちが自然に触れ、のびのびと走り回ることができる

広場です。ピクニック・バーベキュー・インラインスケート・

レンタサイクルなどが楽しめます。

バーベキューは自転車貸出所で受け付けし、子供広場の指定された場

所で行います。

史跡保全ゾーン

谷中村の水塚や史跡があります。

役場跡・雷電神社・延命院跡・

谷中墓地などの旧跡をめぐりながら、4コースの

遊歩道をハイキングできます。

スポーツゾーン

ここには野球場2面・サッカー場2面

・テニスコート4面・多目的グラウンドがあります。



【内容】

・加須産新米や地元産農産物感謝セール！

・プラネタリウムでオカリナコンサート！

・プラネタリウム星空生解説！

・稲穂戦隊スイハンジャーのショー！

・マジックショー！

・焼きそば、味噌おでん、いがまんじゅう等の販売！

等々楽しい催し物がたくさんです！！

※加須地域以外は各総合支所農政建設課

（騎西0480-73-1111、北川辺0280-61-1206、

大利根0480-72-1321）

道路や公園などに次のような損傷箇所を発見した場合は、下記までご連絡ください。

早期復旧・安全確保のため、ご協力をお願いします。

1、道路に穴があいている・舗装に段差がついている・ガードレールが壊れている ⇒ 道路課

2、水路等の安全柵が壊れている ⇒ 治水課

3、公園の遊具などが壊れている ⇒ まちづくり課

【お問合せ先】

建設部 まちづくり課・道路課・治水課

(本庁舎2階)

道路・公園などの損傷箇所を発見したらご連絡を！

11月16日（土）・17日（日）

加須未来館で秋の収穫祭を開催します！

本市の観光名所等を自転車で巡る「KAZO KOINOBORI サイクリングラリー」

が開催されます。

今年は、企画協力として、ブリヂストンサイクル株式会社と一緒にイベントを開催！

今回のテーマは『開運ラリー』。実は、開運スポットが多くある加須市。

「恋のぼり（こいのぼり）」、「縁結び（うどん…麺結び）」、神社や観音様、

日本一大きなハートの湖「谷中湖」を有する渡良瀬遊水地はサイクリングに最適！

さらに、道の駅かぞわたらせも「恋人の聖地サテライト」に選定されました。

内容：10箇所のラリーポイントを自転車で巡り、4箇所以上をまわった方の中から

抽選で、豪華賞品が当たります。

イベント期間：令和元年10月1日（火）～10月27日（日）

※受付は、10月31日(木)まで。消印有効。

参加資格：小学生以上（小学生のお子さんは、保護者の方と一緒にご参加ください。）

参加費：無料

※ラリーポイントや、申込方法等は加須市ホームページをご確認ください。

KAZO KOINOBORI サイクリングラリー開催！

【お問合せ先】

経済部 商業観光課

(本庁舎2階)

【アクセス・お問合せ】 MAP⑪

加須未来館

加須市外野350番地1 TEL:0480-69-2160

※上映スケジュール等詳細はホームページをご確認ください。

加須未来館の隣には無料で自転車が借りられる「加須サイクリングセンター」も！

※ホームページは

こちら！ ⇩

100円で鑑賞できる

プラネタリウムもあるゾ！



 

古河関東ド・マンナカ祭り

日時：10/12(土)9:00～17:00

　　　　 10/13(日)9:00～15:30

場所：中央運動公園、中央公民館

問合せ：古河市商工政策課

            (0280-22-5111)

第7回来て、観て、歩こう

　　　あったか栃木市ウォーキング大会

日時：10/27(日)出発式8:00～荒天中止

集合場所：藤岡総合体育館

費用：高校生以上800円、小中学生300円

問合せ：栃木市スポーツ振興課

         （0282-25-0930） 令和元年9月発刊：加須市建設部まちづくり課

さくら市（栃木県） 小山市（栃木県） 野木町（栃木県） 板倉町（群馬県）

第79回国際写真サロン巡回展

全日本写真連盟が開催する写真サロンが

さくら市にやってきます！

期間：9/21(土)～10/6(日)月曜休館

時間：9:00～17:00

場所・問合せ：さくら市ミュージアム

　　　　　　　　　　(028-682-7123)

おやま田んぼアート稲刈り体験

日時・場所：10/6(日)美田会場・間々田会場

              10/12(土)渡良瀬遊水地・絹会場

料金：1,000円(軽食・保険代含む)

申込：「おやま田んぼアートオフィシャルサイト」から

問合せ：小山市農村整備課

           (0285-22-9262)

レンタサイクルのご案内

利用時間：   4～9月 9:00～18:00

                10～3月 9:00～16:00

料金：無料

貸出場所：野木町ホフマン館、きらり館 他

問合せ：野木町産業課(0280-57-4153)

婚活イベント開催 参加者募集！

日時：9/27(金)19:00～

場所：カフェだいにんぐてぃーだ

※費用・申込等については板倉町HPから

問合せ：板倉町婚活応援事業

　　　　　　(0276-82-6122)

古河市（茨城県） 栃木市（栃木県）

姉妹都市情報！ 関東どまんなかサミット情報！

加須市長 大橋 良一

利根川未来パークとは・・・、

パークと言っても

公園ではないんです！

ご家族と、ご友人と、おひとり様も！遊

んで・笑って・楽しめる！

そんな日本一の利根川＆周辺施設

を中心として賑わいを生み出していくよ

うな場所を総称して“利根川未来パー

ク”と呼んでいます。みんなで、ぜひ来て、

観てください。
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第7回渡良瀬遊水地まつり

in KAZO 開催するゾ！
10/6

所在地

① 渡良瀬遊水地　
ラムサール条約

　　登録湿地です！
小野袋・柏戸地内 ⑨ 埼玉大橋

まちとまちを

つなぐ架け橋！

埼玉県道46号

加須北川辺線上

No 施設名称 所在地 No 施設名称

利根川河川敷

　　　　緑地公園

い～っぱい

遊べちゃう！
大越地先

③
道の駅かぞわたらせ

（きたかわべ）

9/14(土)、15(日)

新米収穫祭り開催
小野袋1737 ⑪

加須未来館、利根川こども館

加須サイクリングセンター

11/16(土)・17(日)

秋の収穫祭を開催！
外野350-1

②
埼玉・栃木・群馬

　　　　　の三県境

散歩(三歩)で三県！

日本でここだけ‼
小野袋地内 ⑩

⑭

道の駅

　童謡のふる里おおとね

『特別栽培米コシヒカ

リ』をご賞味ください！
佐波258-1

⑤ オニバス自生地
県内唯一の自生地！

夏の早朝が◎
飯積地内 ⑬

カスリーン公園
（大利根水防センター）

歴史に残る水害・・・

心に刻んで
新川通680

④
北川辺総合支所
（観光案内所）

埼玉へようこそ！

お・も・て・な・し
麦倉1481-1 ⑫

野なか公園
沿道の花々が

お出迎え！
大越3756-2⑧

大高島地区河川

　防災ステーション

市民平和祭の

　　　穴場スポット！
飯積地先 ⑯

アスタホール
古民家ふぅ～の

文化建物
旗井1461-1

⑦
利根川・渡良瀬川

　　　　　　合流地点
大河川の合流点！ 本郷地先 ⑮

大利根総合支所
（観光案内所）

童謡のふる里へ

ようこそ！
北下新井1679-1

⑥ 旧川ふるさと公園 木陰で一休み・・・ 本郷地先

①

利根川

東武日光線

東武伊勢崎線


