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鮭のふるさと 茨城県筑西市
ちくせいし

2018

おかえり！ ただいま

鮭の遡上と産卵を見にお越しください

鮭が
帰ってくるまち筑西市
鮭が
帰ってくるまち筑西市

今年も鮭が産卵のために、筑西市内を流れる川に遡上
する季節となりました。特に勤行川では、川沿いから
間近にその姿を観察することができます。市街地のい
ろいろな場所で、遡上する鮭の姿を見られるのは非常
に珍しいことです。

 
11/11日

 

しもだて商工まつり実行委員会を中心に、下館商工会議所会員が様々な
イベントで盛り上げます。
▶場所：下館庁舎前駐車場（筑西市下中山732‐1）　
▶問い合わせ＝下館商工会議所　☎０２９６-２２-４５９６

11/24土・25日

鬼怒小貝漁業協同組合では、１１月中旬～下旬の時期に、鬼怒川で鮭を
捕獲・採卵しています。
この様子を見学することもできますので、ご希望の方（団体）は、鬼怒
小貝漁業協同組合にお問い合わせ下さい。
※河川の状況によってはご希望に添えない場合がございますのでご了承
ください。
▶場所＝鬼怒小貝漁業協同組合ふ化場（筑西市女方107-3）
▶問い合わせ＝鬼怒小貝漁業協同組合　☎０２９６-28-0035

 

11月

小栗判官伝説を再現し、毎年12月第1日曜日に開催さ
れます。会場では勇壮な出陣式をはじめ、各種ステー
ジ、商工まつり、模擬店等が催され、来場者は２万人
を超えます。まつりのハイライトは華麗な戦国絵巻を
思わせる武者行列。馬にまたがった小栗判官が、照
手姫をはじめ侍女、十勇士、子供武者など一行200
人余りを引き連れ、駅前通りを練り歩きます。

▶今年度小栗判官役＝照英さん
▶場所＝ＪＲ新治駅前通り
　　　　筑西市立新治小学校
　　　　（茨城県筑西市門井 1890－2）ほか
▶時間＝９:00 ～ 16:00
▶問い合わせ＝小栗判官まつり実行委員会事務局
　　　　　　　☎０２９６-２０-１１６０

 

12/２日

■電車を利用して
東京駅からは、東京…《JR東北新幹線》…小山…《JR水戸線》
…下館で約70分
秋葉原駅からは、秋葉原…《つくばエクスプレス線・快速》
…守谷…《関東鉄道常総線快速》…下館で約80分

■バスを利用して
つくばセンター…《つくバス 北部シャトルバス》…筑波山口…

《筑西市広域連携バス》…下館駅北口

■車を利用して
東北自動車道佐野・藤岡 IC から国道 50 号で約 60 分
常磐自動車道谷和原 IC から国道 294 号で約 60 分
北関東自動車道桜川筑西 IC から国道 50 号で約 20 分
【駐車場】
　筑西市役所下館庁舎駐車場（無料）、 勤行緑地駐車場（無料）、
　下館駅北口立体駐車場・平面駐車場（２時間無料・以後
　30分ごとに50円）

鮭の稚魚放流会
ちぎょ

【発行・問い合わせ】筑西市企画部企画課　☎０２９６－２４－２１９７

ＳＬや鮭の遡上など、筑西市の魅力を収めた写真を大募集！
詳しくは筑西市観光協会ＨＰをご覧ください。
▶問い合わせ＝筑西市観光協会　☎０２９６-２０-１１６０ 12/25火〆

筑西市フォトコンテスト2018作品募集中

鮭の遡上鑑賞ウォーク
しもだて商工まつり２０１8

鮭の捕獲・採卵を
　　見学してみませんか

小栗判官まつり
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参加無料

▶日時＝2019年２月９日（土）10:00～
バケツ・長靴をご用意ください。鮭の生態についてレク
チャーを聞き、川沿いのごみ拾いなども行います。焼き
そばの提供あり。
▶問い合わせ =しもだて紫水ロータリークラブ事務局

　（ホテルニューつたや）☎ 0296-24-8181

勤行緑地（中舘観音寺東）
▶日時＝2019年２月３日（日）10:00～  ※予定
協賛の「鬼怒川を愛する会」の皆さんによる豚汁の
提供や、楽しいイベントも予定しております。
▶問い合わせ = 鬼怒小貝漁業協同組合
　　　　　　 　☎ 0296-28-0035

鬼怒川左岸（国道50号下）いってらっ
しゃい！

県道７号（旧国道50号）

国道50号バイパス

場所： 場所：

鮭の遡上期間中のイベント鮭の遡上期間中のイベント

健康寿命を伸ばそうスマートウォーキング４７筑西大
会・県マスターウォーカー賞大会、イヤーラウンド大会
▶集合場所＝スピカビル１階（筑西市丙360）
▶費用＝会員　　　　　   無料
　　　　ＪＷＡ会員
　　　　筑西市民の方｝300円

　　　　一般　　　　　500円
▶所要時間＝約３時間
▶歩行距離＝６㎞、１０㎞
▶特典＝缶バッチをプレゼント
▶申込み・問い合わせ＝筑西市ウォーキングクラブ連合会・鳥生
　　　　　　　　　　  ☎０８０-１０９０-５７４８



下館小学校

下館第二高等学校
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毎週土曜・日曜、祝日には、下館駅
から茂木駅（栃木県）間 42㎞を大
迫力の蒸気機関車が走り抜けます。
ＳＬの乗車には乗車券のほかに別途
ＳＬ整理券が必要です。大人 500 円
小人 250 円（下館駅 10:35 発）

本市ゆかりの洋画家・青木繁、陶芸家・板
谷波山の作品を陶器製の板（セラミック）
で再現。「まちなか美術館」として、手軽に
作品にふれることができます。

まちなか美術館

※一般の人が鮭を捕獲することは法律で禁止されています。散策の際は車などにご注意ください。
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仙在大橋

仙在橋
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正式名称
＝五行川勤行川

❼時の蔵・トイレ
グッドデザイン賞を受賞した「時
の蔵のトイレ」を鮭遡上期間中の
土日祝日に開放します。
9:00～17:00

筑西市役所
スピカ本庁舎

４
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渡辺良子さんの
タイプアートギャラリー
10:00～17:00

（月火休み・祝日開館した
場合は水休み）
無料
☎0296-22-5500

❽ギャラリーおっこの室
へや

❶板谷波山記念館

❷しもだて美術館

陶芸家として初めて文化勲章を受章
した、板谷波山の足跡を伝える記念
館です。
開館時間 10:00～18:00、
月曜休館（月祝の場合は開館、翌日休館）

☎0296-25-3830

本市出身で文化勲章を受章した
陶芸家板谷波山と洋画家森田
茂、重要無形文化財保持者(人間
国宝)の漆芸家大西勲などをはじ
めとした、郷土ゆかりの作家作
品を所蔵・展示しています。
開館時間 10:00～18:00、
月曜休館
（月祝の場合は開館、翌日休館）

☎0296-23-1601

しもだて地域
交流センター
「アルテリオ」

しもだて美術館

板谷波山の作品を始め、
森田茂の作品などを
展示したギャラリー
9:00～17:00（不定休）
無料
☎0296-22-5321

鮭がよく見える
おすすめのポイント

▶１日の中では、昼頃が一番見やすい時間帯です。
▶橋の上からは比較的光線の角度の影響をうけ
　ることが少なく見やすくなります。
▶川底の白くなっているところが産卵床です。

鮭を見るためのアドバイス鮭を見るためのアドバイス

真岡鐵道SL10

ウオーキングおすすめコースウオーキングおすすめコース
下館駅北口～下館庁舎～仙在橋（約2.4㎞ 30分）

仙在橋～高島橋～桜づつみ～仙在橋（約2.6㎞ 35分）

仙在橋～新橋～板谷波山記念館～しもだて美術館～
下館駅北口（約2㎞ 25分）

堰を乗り越える鮭の姿が
見える絶好のポイントです。

ビュー
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ト

４０００㎞の回遊・鮭の遡上
ベーリング海

オホーツク海

　鮭には、生まれた川に帰って産
卵するという母川回帰（ぼせんか
いき）の習性があります。稚魚は
４～10㎝位の大きさになったこ
ろ川を下り、一気に海に下りま
す。日本からオホーツク海、ベー
リング海を回遊し、再び日本に戻
るまで４年という歳月をかけ、ざ
っと4000～7000㎞も泳いで、
生まれ故郷に戻ってきます。

　産業の発展に伴い鮭が自然繁殖できる環境が少なくなったため、人の
手で卵をふ化し、元気な稚魚になるまで育ててから川に放流しています。

　鬼怒小貝漁業組合では、鬼怒
川に遡上した鮭から約60万粒
を採卵して人工ふ化を行ってい
ます。大切に育てられた稚魚
は、鬼怒川や勤行川に放流さ
れ、数年後ふるさとの川に戻っ
てきます。

人の手でふ化を
お手伝いする取り組み

鬼怒小貝漁業協同組合ふ化場

卵を選別している様子 ふ化したばかりの稚魚

放流を待つ稚魚 稚魚放流会
大海原へ向け出発！

産経新聞社提供
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