第 41 回

みんなでつくろう！ みんなでくだろう！ さぁ体験だ！

令和４ ７ 3
年

月

日

(日)

開催

開催要項
出場者

大募集！！

１

大会趣旨
野洲川冒険⼤会は、野洲川冒険⼤会実⾏委員会が主催し、守⼭市の社会教育事業の⼀環として、下記のことを
目的として開催しています。
(1) 地域社会における大人と子どもの協働の機会、親子のふれあいの機会を創出する。
(2) ものをつくる喜びや仲間とともにやり遂げる喜びを感じる機会とする。
(3) 野洲川に親しみ、河川愛護の気持ちや環境について考えるきっかけとする。
(4) 郷土守山の自然のすばらしさについて学ぶ機会とする。

２

日時・場所・プログラム

令和

４年７月３日(日)

8:30 受付開始 〜14:00 頃まで

＜コース＞ 野洲川左岸 新庄⼤橋上流 〜 中洲親水公園 約 2.1km
スタート地点 ： 新庄大橋上流

ゴール地点 ：中洲親水公園

※笠原公園内のトイレを使用

※会場内に仮設トイレを設置

8:30〜9:30 受付・安全点検
9:40〜
開会式・いかだコンテスト
10:00〜
出航

10:30〜
12:30 ごろ〜
13:00 ごろ〜
14:00 ごろ

３

主

催

体験イベント（参加自由）
模擬店、企画展示など
会場美化活動（約 15 分）
閉会式（約 30 分程度）
解散予定

野洲川冒険大会実行委員会

守山市ＰＴＡ連絡協議会、守山市子ども会連合会、(公社)守⼭⻘年会議所、
守山市文化協会、守山・野洲モラロジー事務所、日本ボ－イスカウト滋賀連盟守山第１団、
ガ－ルスカウト滋賀県第１５団、主催団体⻑が認める有志（IKADABAKA の会）

４

後

援（予定）

国⼟交通省近畿地⽅整備局琵琶湖河川事務所、滋賀県、滋賀県教育委員会、守山市、守山市教育委員会、
守⼭市消防団、守⼭漁業協同組合、守⼭市⾃治連合会、守⼭市教育会、守⼭市⻘少年育成市⺠会議、
守山商工会議所、守山ロータリークラブ、近江守山ライオンズクラブ、守山市観光物産協会、
(公財)守山市文化体育振興事業団、レーク滋賀農業協同組合、有限会社守山新聞センター、
守⼭市有線放送農業協同組合、⽴命館守⼭中学校・⾼等学校、守⼭市国際交流協会、朝⽇新聞⼤津総局、
中日新聞社、読売新聞大津支局、毎日新聞大津支局、京都新聞、NHK 大津放送局、KBS 京都、
、、株式会社エフエム滋賀（順不同）

５

参加費
いかだくだり出場者 １人６００円
(荒天等の中止等、いかなる理由でも返却できません。ご理解ご了承の上、お申込みください。)
※体験イベント・模擬店は参加自由です。（内容により、年齢制限・有料のものがあります。）

６

いかだくだり について
・野洲川冒険⼤会の趣旨を理解する⼩学校１年⽣以上の人。
・安全面から、１艇に、２人以上乗ること。

参加資格
募集艇数

・社会的距離を保てる乗り⽅としてください。
・小学生が１人でも乗る場合は、大人(18 歳以上)が 1 人以上必ず乗ること。
・中学⽣以下の参加については、保護者の承諾を得ること。
・60 艇 先着順にて募集定員になり次第締め切ります。
・廃材等を利⽤し、安全・環境等に配慮した⼿作りいかだであること。
○部品等を散乱させない

いかだの
規格

○軽量化を図る

○乗船人数を調整

・参加者自身で持ち運びができる大きさや重さにすること。
※出艇前後や水深が浅い所などでは、自ら運ぶことが必要になる場合があります。
・「番号旗布」を会場で配布するので、よく⾒えるように取り付けること。
・オールや竿など、いかだを漕ぐ道具を用意すること。
・ロープなどで人が乗るいかだをつなげる連結いかだは、安全面から禁止します。
・運動靴(底が滑らないもの)、ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ、手袋(軍手)、帽子（ヘルメット）を着用

安全対策

すること ※ ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄは当日貸し出しもあります。（申し込み時に申請必要）
・役員の指示に従い、大会前後のけがや水の事故等について十分に注意すること。
・実⾏委員会は安全に配慮して⼤会を運営しますが、⼤会当⽇のいかだくだり参加
者の事故等については、応急処置および加入する傷害保険の範囲内とし、それ以
上の責任は⼀切負いません。このことにご了承の上申し込みください。
・会場（スタート地点・ゴール地点）ではマスク着用してください。
（いかだ乗船中は、落⽔時の安全確保の為マスクを外してください）
・受付で消毒・検温をお願いします。

新型
コロナ
ウイルス
感染症
対策

・当日体調不良・発熱のある方は、参加いただけません。
・当日、新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者、またその疑いがある
方は参加いただけません。
・開閉会式では隣のチームと間隔をとって並んでいただきます。チーム内でも距離
を離して並んでください。
・感染症対策としてワクチン接種およびＰＣＲ検査等を検討して下さい。
・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、いかだ下りを中止することが
あります。ご理解ご了承をお願いします。

７

代表者説明会（必ず、どちらかに参加してください。１時間程度です。）
☆第 1 回
☆第 2 回

6 月 17 日（⾦） 午後 ７時から (吉⾝公⺠館)
6 月 18 日（土） 午前 10 時から (守山市役所東棟 3F)
※代表者説明会への参加が難しい場合はご連絡ください。
※駐車場は市役所駐車場をご利用ください。

８

いかだくだり の 参加申し込み

６月 10 日(⾦) まで

申込期間

5 月 18 日(水) から

募集艇数

60 艇 先着順

場

市教育委員会事務局社会教育・文化振興課、各地区公⺠館 ・・・⽉曜⽇〜⾦曜⽇

所

市生涯学習・教育支援センター(エルセンター)

午前９時〜午後５時

・・・火曜日を除く毎日

守⼭⻘年会議所…FAX（077-582-7046）かメールのみ（info@moriyama-jc.or.jp）

方

法

・所定の参加申込書に必要事項を記入し、お申し込みください。
＊中学生以下の参加については、保護者による自署（サイン）か押印が必要です。
・FAX やメールでのお申込みは、参加申込書を撮影またはスキャンしたデータを送
信していただき、大会当日に会場受付で正本（サインか押印したもの）を提出し
てください。※提出なき場合は出艇できません。
・申し込み用紙は、守山市 HP、大会公式 HP からダウンロードできます。
・いかだに乗られない方でも、いかだづくりを一緒にされた方であれば参加証を進
呈します。参加申込書に参加者全員のお名前をご記入ください。
・参加費については、申込み時にお⽀払いいただくか銀⾏振込でお⽀払いください。
・銀⾏振込の場合は、チームごとにまとめて代表者名で振り込んでください。ただ
し、振込⼿数料はご負担ください。申込〆切⽇（6 月 10 日）から 1 週間を過ぎて
も振込なき場合は、キャンセルさせていただきます。
＜振込先⼝座＞滋賀銀⾏守⼭⽀店 普通 286370
⼝座名︓野洲川冒険⼤会実⾏委員会 服部 将則

９

いかだコンテストの表彰について
閉会式で、表彰および記念品授与 を⾏います。
・グランプリ（1 艇）→ ⾦のオール 授与

・準グランプリ（１艇）→ 銀のオール 授与

・冒険王（１艇）→ ⾦の⻨わら帽子 授与

・その他、特別賞をたっぷり（20 以上）ご⽤意︕

・冒険ジョーカー賞（５艇） →「全ての賞に外れたいかだ」を対象

コ ン テ ス 出航前に艇番号順にコンテストを⾏います。艇の楽しいアピールやお揃いの衣装
ト方法
など趣向を凝らした発表をお待ちしています！
○スタイルや外観がよい

○流⾏をテーマにしている

コ ン テ ス ○ユニークである
○廃材をうまく利⽤している
トの基準 ○和気あいあいとしている ○アイデアがある
○⾊彩が良い、美しい

○夢とロマンがある など

10 ステージイベント・体験イベント・模擬店
・川下り途中では楽しいアトラクションを用意しています。
・ゴール地点ではステージイベントや野洲川に親しめる体験イベント を設けます。
・野洲川冒険大会の趣旨に賛同する人なら、だれでも参加できます。
・安全確保のため、内容により年齢制限等を設ける場合があります。
・ゴール地点では実⾏委員会が認めた団体による 飲食物等の出店 を⾏う予定です。
・前日・当日共に会場内は、全面 飲酒・喫煙禁止 です。ご協⼒をお願いします。
・新型コロナ感染状況によっては内容を変更することがあります。

11

野洲川検定

☆野洲川検定は、大会ホームページでチャレンジできます︕︕
☆全問解答すると応募フォームが表示されます【5 月 18 日(水)〜7 月 31 日(日)】

QR
（予定）

☆期間中 80 点以上の応募者全員に「認定証」をプレゼントします。
☆合格者の発表は認定証の発送をもってかえさせていただきます。
※応募期間中、解答は公表いたしません。

12

大会中止の判断
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、実⾏委員会で実施が難しいと判断した
場合は中止します。
【コロナ感染状況による判断】 6 月 29 日（水）午後 6 時 ※以降順次判断します
・荒天等でいかだくだり及び大会が実施不可能と実⾏委員会で判断した場合は、中止します。
【第１次判断】→ 7 月２日（土）午後６時 【第２次判断】→ 7 月３日（日）午前６時
＜告知方法＞
・野洲川冒険大会ホームページ、野洲川冒険大会 Facebook
・守山市有線放送、守山市ホームページ【新着情報】
・登録メールアドレスへ、メールにて連絡

13

その他
・駐車場には限りがあります。できるだけ乗り合わせてご来場ください。
・7 月２日（土）13:00～17:00 の会場開放の際「いかだづくり」を希望される方は、
人数の把握の為、申込書に明記してください。
・大会当日はイベントの記録や広報を目的として写真等の撮影を行います。
大会 HP や YouTube 等で公開する場合があることをご了承ください。
・今年度より、中止の有無や各種情報の発信はメール配信システムにて行います。
右の QR コードから、配信先のメールアドレスを登録してください。

14

大会事務局・お問い合わせ先
守山市吉身三丁目 11 番 43 号 （公社）守山⻘年会議所 野洲川冒険大会担当
TEL︓ 077-582-5168
E-mail︓

FAX︓ 077-582-7046

info@moriyama-jc.or.jp

☆大会公式ホームページ
http://yasugawa-boukentaikai.jp/
☆大会公式 Facebook ページも開設しています。

（１） 「いかだの作り方 Q&A」
・6 月 17 日(金)・6 月 18 日(土)の代表者説明会後に開催します。

（２） 「いかだづくり」 ＜会場開放について＞
７月２日（土）

13：00～17：00 開会式場近く（新庄大橋の下周辺）

・開会式場近くで製作し、翌日の「いかだくだり」まで置くことができます。
・「いかだくだり」が中止になったときは、引き取りに来てください。
・橋の下は、雨天でも製作可能です。（スペースに限りがあります。）
・開場時間が短いため、細かい部品は事前に作成し、組立のみとしてください。
・熱中症対策（日陰、十分な水分の用意等）
、雨天への対策をお願いします。
・当日は検温、消毒、マスク着用をお願いします。
2 日(土)午前は会場付近でトライアスロン大会があるため 12：30 より前には会場に入れません
ご注意ください。

スタッフの
お手伝い

＊７月２日（土）にスタッフがいかだづくりのお手伝いをします。無料です。
材料・飾りは各自で用意し、会場では短時間で組み立てられるように準備をして
きてください。（簡単な作業のみになります）
野洲川冒険大会実行委員会事務局 （公社）守山青年会議所

問い合わせ

TEL︓

077-582-5168 FAX︓

E-mail︓

077-582-7046

info@moriyama-jc.or.jp

レンタルいかだについて
☆実⾏委員会では、レンタル⽤いかだを用意しています。
発泡スチロール部分に細い棒や竹ひごをさすことや、
軽量鉄骨部分にビスを打つことが可能です。

☆50 艇限定です。（先着順）
☆1 チーム 1 艇のみ の 貸し出しです︕
☆艇の連結は、安全面から禁止します︕
☆1 艇につき 4 人を定員とします。
☆社会的距離を保てる乗り方としてください。
【レンタル料】 １艇につき ２，０００円（⼤会参加料と⼀緒にお⽀払いください。
）
＊⼤会中⽌等、いかなる理由でも返⾦はできませんので、ご理解ご了承の上お申込みください。
【申し込み方法】 大会申込書に必要事項を記入してください。
【受け取り】 ７月２日（土）に開会式会場（新庄大橋下）で受け取り、そこで飾りつけるか、
平日（火曜日以外）13 時〜17 時で、トラック等により北公⺠館で受け取ってく
ださい。
【返却方法】 いかだくだり後に、上の写真の状態で閉会式場の指定場所に置いてください。
飾り等は、各自で必ず持ち帰ってください。

