
　観て！ 遊んで！！ 食べて！！！

　利根川かわら版
2020年春号

　　～ 利根川未来パークの魅力満載 ～

加

「加須市民平和祭」とは！

全長100メートルのジャンボこいのぼり遊泳やステージショーなど多彩な催し物で

にぎわう、毎年5月3日に行われる市民の平和への願いをこめた祭典です！

皆様お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください！

【開催日時】

5月3日（日）

9時 ～ 14時30分（予備日5月4日）

※当日の遊泳や駐車場の状況については、

加須市公式ツイッターにてお知らせいたします。

【開催場所】

利根川河川敷緑地公園

（加須市大越地先 MAP⑨）

※対岸でもイベント開催予定です

（大高島地区河川防災ステーション MAP⑦）

【内 容】

・ジャンボこいのぼり4世の遊泳

1回目 11時30分頃～

2回目 13時30分頃～

（天候を見ながら約30分間の遊泳）

・その他ステージでのイベント等多数の催し物

※詳しくはホームページから ⇩

【お問合せ先】

経済部 商業観光課

（本庁舎2階）

※詳細が決定次第更新予定です
北川辺のお米と平和を守る！

稲穂戦隊スイハンジャーショー

船で利根川を渡ろう！

利根川渡し船アトラクション

新型コロナウイルス対策に伴い、イベントが中止・

延期・内容変更等になる場合があります。

あらかじめご了承ください。

(TM)こいのぼりマン

第11回加須市民平和祭

が開催されるゾ！

毎年5月3日開催！



100円で見られる！

加須未来館で見られるプラネタリウムのご案内

【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

①口輪の組み立て

昨年度はこの口輪が風で曲がって

しまいました・・・。恐るべし風の力。

②こいのぼりを広げる

ジャンボこいのぼりを広げるのはたい

へん！みんなで広げよう！

全長なんと100メートル！

やっと広がりました！

③クレーンと口輪を取り付ける

建機マニア必見！日本有数の巨

大クレーン登場！

【お問合せ先】

経済部 商業観光課

（本庁舎2階）

④ジャンボこいのぼりと

口輪を取り付け

口輪の直径はなんと10メートル！

⑤遊泳開始

徐々にクレーンに持ち上げられて・・・

だんだん模様が見えてきて・・・

⑥市民みんなで作ったこいのぼり いま大空へ
もう少し、もう少し・・・

風を味方につけたものが勝つ！

大公開！ジャンボこいのぼりのあげかた

遊泳がうまくいくよう

応援してほしいゾ！

主

役

プログラム

くまモンのほしぞらおもちゃばこ 土日祝 11:00～

平日 14:00～

土日祝 13:30～

15:00～

※4/1(水)～7/31(金)

忍たま乱太郎
～天狗の秘密と消えた太陽の段～

※3月中は新型コロナウイルス対策のため上映を中止させていただきます。

　 なお、4月以降も新型コロナウイルス対策やイベント等により変更になる場合があります。

　 詳しくは加須未来館へお問い合わせください。



果実に触れないで収穫するため甘くて美味し

い 完熟いちごです。 道の駅童謡のふる里おお

とね等で4月中旬頃まで販売しています。贈り

物にもオススメです！

スケートボードやローラースケートができる“加須ス

ケートパーク”がオープンしました！(MAP⑯)

セクションはコンクリート製のスネークやUFO型、箱

型を設置しており、どなたでも無料でご利用いただけ

ます。ヘルメット等を着用し、安全に十分配慮して

楽しんでください。

※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）

道路や公園等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・公園等の損傷箇所を発見したらご連絡を！

加須市の木さくら開花の季節がやってまいりました！

市内各所においても「さくら」が見頃の時期を迎えます。 裏面の『Tone

Riverside MAP＆さくらマップ』や、市ホームページを参考にお楽しみください。

県外のボーダーも注目⁉

“加須スケートパーク”がオープンしました！

吹きやまない春の風 あの頃のままで・・・

市の木“さくら”の季節です！

【お問合せ先】

生涯学習部 スポーツ振興課

TEL:0480-62-6123

【主な販売先】

MAP⑫

道の駅童謡のふる里おおとね

加須市佐波258-1

【お問合せ先】

建設部 まちづくり課(本庁舎2階)

12月に行われたオープン

記念式典の様子はこちら ➡

MAP⑤旧川沿い 加須北部公園

4月中旬頃までがおススメ！

つるつきいちご！

毎年、市内に住む両親が

分けてくれるのを楽しみにしています！

（Mさん32歳・加須市）

みんな

の公園

年 時期

H31 4/2~4/8頃

H30 3/26～4/1頃

H29 4/5～4/11頃

過去3ヶ年市内の見頃

※まちづくり課調べ

※実際の見頃と異なる場合があります

施設への落書きは

ダメだゾ！



 

姉妹都市情報！ 関東どまんなかサミット情報！

さくら市（栃木県） 栃木市（栃木県） 古河市（茨城県） 小山市（栃木県）

ゆうゆうパーク桜づつみライトアップ

約500本の桜がライトアップされます！

期間：3/28(土)～4/12(日) 

場所：氏家ゆうゆうパーク

問合せ：さくら市氏家観光協会

　　　　　　 (028-681-5757)

栃木市・渡良瀬バルーンレース2020

熱気球パイロットがテクニックを競います！

日時：4/3(金)～6(月)

場所：藤岡渡良瀬運動公園

問合せ：藤岡産業振興課

           (0282-62-0907)

第44回古河桃まつり

5種類のハナモモ約1,500本が咲き誇りま

す

期間：3/20(金)～4/5(日)

会場：古河公方(くぼう)公園

問合せ：古河市観光協会

　　　 　　　(0280-23-1266)

大つけ麺博 in 小山御殿広場

期間：4月の毎週金曜から日曜 

場所：小山御殿広場

問合せ：大つけ麺博 in 小山御殿広場

　　　　　　実行委員会(03-3401-6652)

板倉町（群馬県） 野木町（栃木県）

さくらウォーク～いたくら再発見ウォーキング～

春のいたくらを散策してみませんか？

日時：4/5(日)

場所・問合せ：板倉町海洋センター

            　　　　(0276-82-0858)

募集締切：3/22(日)

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) 令和2年2月発刊：加須市建設部まちづくり課

TEL:0480-62-1111

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。皆様で、ぜひ来て、

観てください。
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お出かけにあたってはうがい、

手洗いをしっかりしてほしいゾ！ 健康

第一

利根川

東武日光線

東武伊勢崎線

旧川沿い🌸

🌸大利根運動公園

台山公園

🌸

🌸

⑮🌸野なか公園

🌸アスタホール

①🌸渡良瀬遊水地

オニバス自生地

野なか公園

⑯ 加須スケートパーク
加須ＩＣ東産業団

地内にオープン！
北大桑516-11⑧ 埼玉大橋

大河川の合流点！

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

本郷地先
⑭

🌸
アスタホール

古民家ふぅ～の

文化建物
旗井1461-1

⑦
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

⑮

🌸

沿道の花々が

お出迎え！
大越3756-2

⑥
利根川・渡良瀬川

　　　　　　合流地

④
県内唯一の自生地！

夏の早朝が◎
飯積地内 ⑫

道の駅

　童謡のふる里おおとね

加須の特産品が

そろっています！
佐波258-1

⑤

🌸
旧川ふるさと公園 桜並木もきれい！ 本郷地先 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

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 大越昆虫館

昆虫約10万点の

標本と写真が！
大越2688 

③
道の駅かぞわたらせ

（きたかわべ）
渡良瀬遊水地に隣接！ 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

家族で楽しめるイベント

も随時開催！
外野350-1

No 施設名称 所在地 No 施設名称 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

利根川河川敷

　　　　緑地公園

5/3はみんなで行こう

市民平和祭！
大越地先

⑯

加須北部公園🌸

3/20 国道125号

栗橋大利根バイパス開通

加須IC

柳生駅

新古河駅

加須駅

栗橋駅

渡良瀬川

加須市役所

国道125号

国道354号

羽生IC

東北縦貫自動車道

国道4号

🌸

渡良瀬遊水地

大利根総合支所

北川辺総合支所


