
2022.11/12 ㊏ 寺田池（加古川市）
★20thフィナーレイベント

会 場 東播磨管内および関連施設のため池等
※それぞれのイベントの会場は裏面をご覧ください

周年記念イベント
地域を
元気に!

参加
特典

イベントに参加してスタンプを集めよう♪
スタンプの数に応じて素敵な記念品をプレゼント

2021. 2022.

11/17 11/12水 土

2021.11/17 ㊌～ 東播磨管内および関連施設のため池等
★20thリレーイベント

各地域で開催するイベントや活動をリレー形式でつないでいきます。
イベントスケジュールは裏面または『いなみ野ため池ミュージアム』のHPを
ご覧ください。たくさんイベントに参加して、地域をもっと盛り上げよう！

イベントスケジュール
は裏面またはHPへ⇒

いなみ野ため池ミュージアム 検索
【問合せ】
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 いなみ野ため池ミュージアム運営協議会
（事務局：兵庫県東播磨県民局水辺地域づくり担当）
TEL/ 079-421-9026 FAX/ 079-424-9977
Ｅ-mail/ inamino.tameike.museum@gmail.com

企業・団体・学校等による、ため池を使った新たな活用方法を紹介し
ます。ため池の新たな可能性を一緒に体験しませんか。

ため池の魅力再発見！ため池王国『東播磨』

ため池×ウエディング

ため池×能ため池×レストラン ため池×花火

－水辺の祝祭－－水辺の祝祭－



 

 
■イベントの開催日および詳細内容については、いなみ野ため池ミュージアムのホームページを随時
更新していきます。天候等により中止・変更となる場合があります。 
■参加費・申込みについては、イベントにより異なりますので必ずホームページをご確認ください。  

 開催日 イベント名（主催者） 開催場所 

① 2021年11月17日(水) 
 

いなみ野ため池ミュージアム20周年交流会  
（いなみ野ため池ミュージアム運営協議会）  

加古川総合庁舎1階「たぱす」 
(加古川市) 

② 2021年11月21日(日) 
 

阿弥陀ふれあいため池ウォーキング  
(阿弥陀8地区ため池協議会） 

鴻ノ池ほか 
(高砂市) 

③ 2021年12月12日(日) 
 

阿弥陀レンコン掘り大会 
(阿弥陀新池ため池協議会) 

阿弥陀皿池 
(高砂市) 

④ 2022年2月11日(祝金) 
 

別府皿池フォーラム［たこあげ・餅つき・クリーンキャンペーン］ 
(別府皿池の未来を考える会) 

別府皿池 
(加古川市) 

⑤ 2022年2月20日(日) 
 

バードウォッチング 
(新井大池ため池協議会・ふれあいエコアップ塾) 

古宮大池 
(播磨町) 

⑥ 2022年3月下旬 
 

野々池ふれあいウォーキング 
(野々池ため池協議会) 

野々池ほか 
(稲美町) 

⑦ 2022年6月下旬 
 

釜谷池クリーンキャンペーン 
(釜谷池協議会) 

釜谷池群 
(明石市) 

⑧ 2022年6月下旬 
 

オクワハン 
(清水ため池協議会) 

清水新池ほか 
(明石市) 

⑨ 2022年7月下旬 
 

カヌー大会 
(原地域づくり協議会) 

原大池 
(加古川市) 

⑩ 2022年8月上旬 
 

SUP体験教室in加古大池 
(いなみ野ため池ミュージアム運営協議会、ラニカイ) 

加古大池 
(稲美町) 

⑪ 2022年8月中旬 
 

水辺の里ワイワイ夏祭り 
(特定非営利活動法人環境ユーイングてんま) 

いなみ野水辺の里公園 
(稲美町) 

⑫ 2022年8月中旬 
 

生き物研究発表会 
(高砂市ため池協議会) 

未定 
(高砂市) 

⑬ 2022年8月下旬 
 

西島オニバス観察会 
(西島ため池協議会） 

西島皿池ほか 
(明石市) 

⑭ 2022年9月25日(日) 
 

アサザ祭り 
(天満大池ため池協議会) 

天満大池 
(稲美町) 

⑮ 2022年10月下旬 
 

魚つかみどり大会・クリーンキャンペーン 
(かがやきの北池コミュニティ・ふれあいエコアップ塾) 

北池 
(播磨町) 

⑯ 2022年11月3日(祝木) 
 

第3回ため池巡りロゲイニング 
(いなみ野ため池ミュージアム運営協議会・ランインフォ) 

寺田池・布池・天満大池ほか 
(加古川市・稲美町) 

⑰ 2022年11月上旬 
 

淡山疏水・東播用水バスツアー  
(東播用水土地改良区) 

淡山疏水ほか 
(三木市ほか) 

⑱ 2022年11月上旬 
 

広谷池ウォーキング 
(蛸草地区ため池協議会) 

広谷池 
(稲美町) 

⑲ 2022年11月12日（土） 
 

富木地区かいぼり 
(富木地区環境保全協議会) 

蓮池  
(加古川市) 

⑳ 2022年11月12日(土) 
 

20周年フィナーレイベント―水辺の祝祭― 
(いなみ野ため池ミュージアム運営協議会) 

寺田池・兵庫大学 
(加古川市) 

イベントスケジュール 

 

 
■イベントの開催日および詳細内容については、いなみ野ため池ミュージアムのホームページを随時
更新していきます。天候等により中止・変更となる場合があります。 
■参加費・申込みについては、イベントにより異なりますので必ずホームページをご確認ください。  
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鴻ノ池ほか 
(高砂市) 
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阿弥陀レンコン掘り大会 
(阿弥陀新池ため池協議会) 

阿弥陀皿池 
(高砂市) 
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別府皿池フォーラム［たこあげ・餅つき・クリーンキャンペーン］ 
(別府皿池の未来を考える会) 

別府皿池 
(加古川市) 

⑤ 2022年2月20日(日) 
 

バードウォッチング 
(新井大池ため池協議会・ふれあいエコアップ塾) 

古宮大池 
(播磨町) 

⑥ 2022年3月下旬 
 

野々池ふれあいウォーキング 
(野々池ため池協議会) 

野々池ほか 
(稲美町) 

⑦ 2022年6月下旬 
 

釜谷池クリーンキャンペーン 
(釜谷池協議会) 

釜谷池群 
(明石市) 

⑧ 2022年6月下旬 
 

オクワハン 
(清水ため池協議会) 

清水新池ほか 
(明石市) 

⑨ 2022年7月下旬 
 

カヌー大会 
(原地域づくり協議会) 

原大池 
(加古川市) 

⑩ 2022年8月上旬 
 

SUP体験教室in加古大池 
(いなみ野ため池ミュージアム運営協議会、ラニカイ) 

加古大池 
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⑬ 2022年8月下旬 
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(西島ため池協議会） 

西島皿池ほか 
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アサザ祭り 
(天満大池ため池協議会) 

天満大池 
(稲美町) 
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魚つかみどり大会・クリーンキャンペーン 
(かがやきの北池コミュニティ・ふれあいエコアップ塾) 
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第3回ため池巡りロゲイニング 
(いなみ野ため池ミュージアム運営協議会・ランインフォ) 
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(東播用水土地改良区) 
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(三木市ほか) 
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■イベントの開催日および詳細内容については、いなみ野ため池ミュージアムのホームページを随時
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阿弥陀皿池 
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(別府皿池の未来を考える会) 
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⑥ 2022年3月下旬 
 

野々池ふれあいウォーキング 
(野々池ため池協議会) 

野々池ほか 
(稲美町) 

⑦ 2022年6月下旬 
 

釜谷池クリーンキャンペーン 
(釜谷池協議会) 

釜谷池群 
(明石市) 

⑧ 2022年6月下旬 
 

オクワハン 
(清水ため池協議会) 

清水新池ほか 
(明石市) 

⑨ 2022年7月下旬 
 

カヌー大会 
(原地域づくり協議会) 

原大池 
(加古川市) 

⑩ 2022年8月上旬 
 

SUP体験教室in加古大池 
(いなみ野ため池ミュージアム運営協議会、ラニカイ) 

加古大池 
(稲美町) 

⑪ 2022年8月中旬 
 

水辺の里ワイワイ夏祭り 
(特定非営利活動法人環境ユーイングてんま) 

いなみ野水辺の里公園 
(稲美町) 

⑫ 2022年8月中旬 
 

生き物研究発表会 
(高砂市ため池協議会) 

未定 
(高砂市) 

⑬ 2022年8月下旬 
 

西島オニバス観察会 
(西島ため池協議会） 

西島皿池ほか 
(明石市) 

⑭ 2022年9月25日(日) 
 

アサザ祭り 
(天満大池ため池協議会) 

天満大池 
(稲美町) 

⑮ 2022年10月下旬 
 

魚つかみどり大会・クリーンキャンペーン 
(かがやきの北池コミュニティ・ふれあいエコアップ塾) 

北池 
(播磨町) 

⑯ 2022年11月3日(祝木) 
 

第3回ため池巡りロゲイニング 
(いなみ野ため池ミュージアム運営協議会・ランインフォ) 

寺田池・布池・天満大池ほか 
(加古川市・稲美町) 

⑰ 2022年11月上旬 
 

淡山疏水・東播用水バスツアー  
(東播用水土地改良区) 

淡山疏水ほか 
(三木市ほか) 

⑱ 2022年11月上旬 
 

広谷池ウォーキング 
(蛸草地区ため池協議会) 

広谷池 
(稲美町) 

⑲ 2022年11月12日（土） 
 

富木地区かいぼり 
(富木地区環境保全協議会) 

蓮池  
(加古川市) 

⑳ 2022年11月12日(土) 
 

20周年フィナーレイベント―水辺の祝祭― 
(いなみ野ため池ミュージアム運営協議会) 

寺田池・兵庫大学 
(加古川市) 

イベントスケジュール 


