
名張川　積田神社の前　9:00受付

その他
・川の水位が高くなっている場合や雨天の
　場合は活動を中止します。(当日8:00に決定)

持ち物
・ぬれる場合がありますので替えの服と靴、
　タオルを準備下さい。

どなたでも
小学3年生以下の方は保護者同伴でご参加下さい。

内容

ペットボトルでつくった水車、竹製の水鉄砲
遊び、ペットボトル帆かけ船つくりなどで水
の力について実験します。筏（いかだ）にも
のってみよう。うまく水に浮くことができる
かな？

集合

対象者

定員 20名(先着順) 参加料 無料

場所 名張川河川敷(糸川橋付近)

参加者氏名

参加者住所

保護者
引率者氏名

連絡先
(電話番号)

　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(学校：　　　　　　　　　　　　　　　学年：　　　)

参加申込書
　問 合 せ ：木津川上流管内河川レンジャー
　　　　　　　　　溝延レンジャー　TEL　090-2184-9666　／　事務局　TEL　0595-62-0476
　申 込 先 ：FAXでお申込みいただく場合は、以下に必要事項をご記入の上、事務局(FAX　0595-62-0477)
　　　　　  まで送付下さい。

参加活動 　参加を希望される番号に○をつけて下さい。      1.　名張川自然観察ｳｫｰｷﾝｸﾞ     2.　遊んで学ぼう！水のはたらき

どなたでも
小学3年生以下の方は保護者同伴でご参加下さい。

20名(先着順)

平尾山ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ入口付近　9:00受付集合専門の先生に教えてもらって、名張川のバー
ドウォッチングとビオトープの生きものを観
察します。どんな生きものを見つける事がで
きるかな？

無料

主催：木津川上流管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ　／　支援：国土交通省木津川上流河川事務所

参加料

対象者

定員

内容

・あればバードウォッチング用双眼鏡
・ぬれる場合がありますので替えの服と靴、
　タオルを準備下さい。

　　　　～ペットボトルで水の力について実験してみよう～

日時 平成24年8月5日(日)　9:00～12:00

　　　　　～名張川を歩いてﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞと水の中の生きものを観察しませんか～

日時

持ち物

その他
・川の水位が高くなっている場合や雨天の
　場合は活動を中止します。(当日8:00に決定)

平成24年7月29日(日)　9:00～12:00

場所 名張川河川敷(新夏見橋付近)

【会場までのアクセス】
　●鉄道の場合
　　　　近鉄名張駅下車
　　　　東に徒歩約12分

　●車の場合
　　　平尾山ｶﾙﾁｬ-ﾊﾟｰｸ
　　　内の駐車場を
　　　ご利用下さい。

津方面

大阪方面

至  津

市立図書館

165

近鉄
名張駅

名張川

平尾山ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ

至  大阪

  ●車の場合
　　 積田神社横
　　 夏見公民館
　　 の駐車場を
　　 ご利用下さい。

参加者募集

参加者募集

　【会場までのアクセス】
　　　●鉄道の場合
　　　　　近鉄名張駅下車
　　　　　東に徒歩約20分

大阪方面

至  大阪

積田神社
(集合場所)

夏見公民館
(駐車場)

新夏見橋

津方面

至  津

市立図書館

165

近鉄
名張駅

名張川 P

夏見橋

糸川橋

至　比奈知

至　春日丘

定員となりましたので
受付を終了いたしました。

定員となりましたので
受付を終了いたしました。



※申し込み方法など
　　　　　　　　くわしくは裏面をご覧ください

自然豊かな伊賀の子どもたちへ

私達が住む伊賀にはきれいな川が流れています
夏休みの間に、そんな川とふれあってみませんか

家族・お友達みんなで川に遊び、
川を知り、川とふれあう体験をしてみましょう。

　

　７月 ２８日（土）
　　１０：００～１５：００

　『木津川　川下りとカヌー体験』

　　木津川を歩き、川の中の様子や川の流れを
　　体で体験しましょう。
　　そして川の怖さを知り、川の楽しさを
　　感じましょう。

　　場所　；伊賀市依那古地区　木津川河川敷
　　定員　；７０名
　　　　   (小学３年生以下は保護者同伴)
　　協力　；依那古体験隊

　　８月 １９日（日）
　　　　８：３０～１６：３０

　　『木津川源流探検と
　　 シャワークライミング体験』

　　　木津川の源流を訪ね、川の誕生を知り、
　　　源流近くの渓流を体験しましょう。

　　　場所　；伊賀市坂下、及び大山田馬野渓谷
　　　定員　；２５名
　　　　　　 (小学３年生以下は保護者同伴)
　　　協力　；自然とゆかいな仲間たち

　

　 ８月　２６日（日）
　　　１１：００～１６：００

 『名張川水生生物調査と
　　　　　　　　　　食文化学習』

　名張川の魚や水辺の生き物を探し、川魚の試食
　から昔の人の食文化について学びましょう。

　　場所　；名張市やなせ宿周辺
　  定員　；３０名
　　　　　 (小学３年生以下は保護者同伴)
　　協力　；やなせ宿

定員となりましたので
受付を終了いたしました。

定員となりましたので
受付を終了いたしました。

定員となりましたので
受付を終了いたしました。



伊賀市依那古木津川河川敷ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
９：４５受付開始

日時
場所 　伊賀市依那古(沖地区)　木津川河川敷
定員 　70名(先着順)　※参加費無料【申込〆切　7/26(木)】

　小学生以上　※3年生以下は方は保護者もしくは 　　　

　　　　　　　　引率者の方同伴でお願いします。
　動きやすい服装（長袖・長ズボン）はきなれた靴

持物 　着替え、タオル、替えの靴
　お茶などの飲料水も各自で準備してください。

その他 　雨天の場合は中止とします。
　10：00～12：00 川下り

内容 　12：00～13：00 カレーでの昼食
　13：00～15：00 カヌーやゴムボートでの川遊び 　　　　　　

水辺の水生生物調査

上野遊水地集中管理センター
８：１５受付開始

日時
場所 　伊賀市坂下、及び大山田馬野渓谷
定員 　25名(先着順)　※参加費無料【申込〆切　8/16(木)】

　小学生以上　※3年生以下の方は保護者もしくは
　　　　　　　　引率者の方同伴でお願いします。
　動きやすい服装（長袖・長ズボン）はきなれた靴

持物 　着替え、タオル、替えの靴
　昼食、飲料水は各自で準備してください。

その他 　雨天の場合は中止とします。
　現場へはバスで移動します。

内容 　 9：15～11：45 木津川源流探検
　12：00～13：00 （昼食）
　13：00～15：30 馬野渓谷シャワークライミング

名張市旧細川邸やなせ宿
１１：００受付開始

日時
場所 　名張市旧細川邸やなせ宿及び新町橋周辺
定員 　30名(先着順) 　※参加費無料【申込〆切　8/23(木)】

　小学生以上　※3年生以下の方は保護者もしくは
　　　　　　　　引率者の方同伴でお願いします。
　動きやすい服装（長袖・長ズボン）はきなれた靴

持物 　着替え、タオル、替えの靴
　お茶などの飲料水も各自で準備してください。

その他 　雨天の場合は中止とします。
　11：00～12：00 やなせ宿『鮎祭り』(自由参加)

内容 ※昼食は各自でお願いします
　12：00～14：00 食文化学習と水生生物調査
　14：00～16：00 カヌー体験

・問合せ申込　TEL; 090-3382-9903 （西河川レンジャー）
・FAXでの申し込みは、以下に必要事項を記入の上、事務局まで送付ください
【送付先；木津川上流管内河川レンジャー事務局　FAX=0595-62-0477】

　１．木津川　川下りとカヌー体験
　２．木津川源流探検とシャワークライミング体験
　３．名張川水生生物調査と食文化学習

学校名 学年

〒　　　－

（電話番号）

平成２４年８月２６日（日）１１：００～１６：００

集合

集合

連絡先

主催；木津川上流管内河川レンジャー　西　　　支援；国土交通省木津川上流河川事務所

対象

問い合わせ
参加申込書

保護者・引率者氏名

参加者住所

参加者氏名

参加希望活動名
（番号にいくつでも○を付けてください）

集合

対象

木津川　川下りとカヌー体験

木津川源流探検とシャワークライミング体験

対象

名張川水生生物調査と食文化学習

平成２４年７月２８日（土）１０：００～１５：００

平成２４年８月１９日（日）８：３０～１６：３０

上野遊水地
集中管理センター

近鉄
名張駅

至  大阪

368

165

25

422

至  津
近鉄
伊賀神戸駅

依那古駅

上野東IC

伊賀市上郡
木津川河川敷グランド

伊賀鉄道

【会場ｱｸｾｽ】
住所：名張市新町136
車の場合：ﾘﾊﾞｰﾅ(ｼﾞｬｽｺ)駐車場をご利用下さい。
　　　　　　  駐車場より西へ徒歩5分
鉄道の場合：近鉄名張駅下車西に徒歩14分

【会場ｱｸｾｽ】
住所：伊賀市小田町242
車の場合：R163小田西交差点北側
伊賀鉄道の場合：上野市駅下車北西に徒歩12分

【会場ｱｸｾｽ】
車の場合：上野東ICよりR422を10分、
　　　　　　　青山交差点より10分
伊賀鉄道の場合：依那古駅下車徒歩5分

至  津
至  大阪

津方面

ジャスコ

165

近鉄
名張駅

名張川

やなせ宿

宇
陀
川

名張公民館

大阪方面

P定員となりましたので
受付を終了いたしました。

定員となりましたので
受付を終了いたしました。

定員となりましたので
受付を終了いたしました。


