
わたらせシールラリー２０２０

渡良瀬遊水地ロゴマーク

渡良瀬遊水地で実施されるイベントを対象に「わたらせシールラリー２０２０」を開催します！
イベントに参加し「渡良瀬遊水地ロゴマーク」シール１枚以上を含む合計７枚の「わたらせシール」を

集めてご応募いただいた方を「渡良瀬遊水地マスター」と認定し、認定証と記念カードを贈呈します。
渡良瀬遊水地の魅力たっぷりのイベントにぜひご参加ください！

🐟 応募先・問合せ先🐟
※（ ）内の番号は裏面イベント一覧の問合せ先と対応しています。

渡良瀬遊水地構成市町のいずれかへご応募ください。
●小山市渡良瀬遊水地ラムサール推進課(11)

〒323-8686 小山市中央町1-1-1 ℡0285-22-9354
●栃木市渡良瀬遊水地課(10)

〒323-1104 栃木市藤岡町藤岡1788 ℡0282-62-0919
●古河市企画課(9)

〒306-0291 古河市下大野2248 ℡0280-92-3111
●野木町産業課(12)

〒329-0195 野木町丸林571 ℡0280-57-4153
●板倉町企画財政課(13)

〒374-0192 板倉町板倉2682-1 ℡0276-82-6125
●加須市環境政策課(14)

〒347-8501 加須市三俣2-1-1 ℡0480-62-1111

わたらせシールラリー２０２０ シール台紙

住所 (〒 - )

ふりがな

氏 名
(  歳)

TEL
ー ー

～みんなで渡良瀬遊水地関連のイベントに参加し、
「渡良瀬遊水地マスター」をめざそう～

🐟 応募方法🐟

期間中に開催される対象イベントに参加し、「渡良瀬
遊水地ロゴマーク」シール１枚以上を含む合計７枚の
「わたらせシール」を集め、シール台紙をハガキに貼り
付け、ご連絡先（住所・氏名・年齢・電話番号）をご記
入の上、下記応募先へ郵送またはご持参ください。

🐥 「わたらせシール」の種類🐥

各自治体のキャラクターシール(６種類)
自治体(古河市、栃木市、小山市、野木町、板倉町、加須市)
主催のイベントで、その自治体のキャラクターシールを配布

「渡良瀬遊水地ロゴマーク」シール(１種類)
渡良瀬遊水地関連団体主催のイベントで配布

渡良瀬遊水地保全・利活用協議会

【ご連絡先】

〇実 施 期 間 ： 令和２（2020）年１月１日（水） ～ １２月３１日（木）

〇応 募 締 切 ： 令和３（2021）年３月１日（月） ※当日消印有効

〇対象イベント： 実施期間中に開催される渡良瀬遊水地関連のイベント（一覧は裏面に記載）

１

※認定証と記念カードの贈呈式を令和４年７月頃に実施予定です。詳細は締切後、ご応募いただいた方全員にお知らせします。

２ ３

６ ５

４７
★ゴール★

スタート

きりとり

※【集め方例】渡良瀬遊水地ロゴマークシール３枚とキャラク
ターシール４枚の計７枚（キャラクターの種類は問いません）。

※イベント参加時に、シール台紙（こちらのチラシ※コピー可）
をご持参ください（チラシは各市町ＨＰから印刷できます）。

６種類集め
なくてもＯＫ！

必ず１枚は集めてね！

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、実施期間を１年間延長します
○実施期間：令和３（2021）年12月31日（金）まで
○応募締切：令和４（2022）年2月28日（月） ※当日消印有効



わたらせシールラリー２０２０ 対象イベント

のりづけ
ハガキからはがれないように、こちらの面に
しっかりとのりづけし、ご応募ください。

【✎応募前にチェック✎】
不備があると「渡良瀬遊水地マスター」の認定が
できない場合がありますので、ご注意ください。

□ シールが合計７枚貼られていますか？
□「渡良瀬遊水地ロゴマーク」シールが
１枚以上貼られていますか？

※各自治体のキャラクターシールは全種類
（６種類）集めなくても構いません。

□ 連絡先は記入されていますか？
※ご記入いただいた連絡先に認定証と記念カー
ド贈呈のご案内を送付させていただきます。

🌳 自然環境の保全・再生に関するイベント

🌻 複合型イベント

✎ 学習会･観察会など

📷 その他のイベント

☎ 各イベントに関する問合せ先 ☎
(1)ラムサール湿地ネットわたらせ

（事務局：浅野正富法律事務所内 ℡0285-25-6577）
(2)渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

（猿山方 ℡0282-23-1078）
(3)わたらせ未来基金（事務局：内田孝男 ℡090-6938-5490）
(4)谷中村の遺跡を守る会（℡0282-62-3006）
(5)渡良瀬遊水地ガイドクラブ

（渡良瀬遊水地ハートランド城 ℡0282-62-1301）
(6)小山市渡良瀬遊水地エコツーリズムガイド協会

（小山市渡良瀬遊水地ラムサール推進課 ℡0285-22-9354）
(7)（一社）栃木市熱気球クラブ（神島 ℡090-3245-4388）
(8)（一財）渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団

（℡0282-62-1161）
(9)古河市(10)栃木市(11)小山市(12)野木町(13)板倉町(14)加須市
※自治体の連絡先(9)～(14)は表面の「応募先･問合せ先」欄をご覧ください。

← 「渡良瀬遊水地ロゴマーク」

2月上旬 バレンタイン係留活動(7)

4月 渡良瀬バルーンレース 第1戦ホンダグランプリ(7)

4月下旬 渡良瀬遊水地ウォーキング大会(10)

5月上旬 ウォータースポーツ教室(10)

5月上旬 ポタリング(13)

6月上旬,10月上旬 遊馬の時間･夏 秋(10)

通年 フリーフライト(7)

時期 名称 ※（ ）内の番号は問合せ先の番号と対応

3月中旬 三県境フェア(14)

4月上旬 渡良瀬バルーンレース･藤岡さくらまつり(10)

4月中旬 生井桜まつり(11)

5月 煉瓦窯感謝祭(12)

7月下旬 煉瓦窯夏フェスタ(12)

7月下旬 ひまわりフェスティバル(12)

9月 渡良瀬遊水地フェスティバル(10)

10月 れんがまつり(12)

10月上旬 渡良瀬遊水地まつり in KAZO(14)

12月 煉瓦窯冬フェスタ(12)

1月1日 初日の出探鳥会(1)

1月 チュウヒのねぐら入り観察会(11) ※(1)との共催

1,8月 渡良瀬遊水地野鳥観察会(12)

1,4,8,11月 渡良瀬遊水地探鳥会(3)

2月上旬 渡良瀬遊水地探鳥ハイキング(14)

2,4,6,9月 第2調節池・自然観察会(6)

4,5,9月 渡良瀬遊水地植物観察会(12)

4月上旬～11月中旬 植物観察会(8)

5,9,10,12月 ラムサール講座(植物・昆虫・野鳥)(11)

5月下旬～2月中旬 野鳥観察会(8)

5月上旬 湿地のグリーンウェイブ(自然観察会)(3)

6月上旬 観察会と貴重種の保護活動(2)

7月下旬 夏休み宿題サポート教室(8)

8月 ツバメのねぐら入り観察会(栃木市)(10)

8月 ツバメのねぐら入り観察会(小山市)(11) ※(1)との共催

10～4月 渡良瀬子ども自然塾(1)

10月上旬 秋の観察会(2)

12月中旬 野鳥観察会(13)

3月 ヨシ焼き観察会(11) ※(1)との共催

3月 ヨシ焼き見学バスツアー(12)

春,夏,秋 渡良瀬遊水地ハートランドぐるり旅(10)

10～11月 バスツアー(谷中村事件関連地視察)(4)

通年 ボランティアガイド※谷中湖の閉園日除く(5)

通年 ボランティアガイド(6)

通年 渡良瀬遊水地エコ･アグリツアー(11)

通年 板倉町観光サポータークラブ ボランティア･ガイド(13)

1月下旬 生物多様性推進活動(防火帯作り)(3)

2月 渡良瀬遊水地講演会(10)

5,6,9,10月(土日祝) 群馬の水郷 揚舟谷田川めぐり(13)

6,7月(下旬の日曜) 谷中村史跡保全ゾーン草取り(4)

6月上旬 ホタル祭り(12)

7月中旬 講演会(2)

8,11月 ヨシ灯り展(10)

12～1月 縁故者講話会(4)

12月上旬 第２調節池フォトコンテスト(11)

イベントにより事前申込が必要な場合や、実施年によって開催日
等が異なる場合があります。また、この一覧表に記載されていな
い対象イベントもありますので、詳細については各団体のＨＰを
ご覧いただくか電話等で必ずご確認ください。

時期 名称 ※（ ）内の番号は問合せ先の番号と対応

2,5,7,12月 ヤナギ・セイタカアワダチソウ除去作戦(11)

3月上旬 ヨシ焼き前クリーン作戦(3)

3月
ヨシ焼き(以下の会場等で配布)
・渡良瀬遊水地ハートランド城(10)
・生井桜づつみヨシ焼きおもてなしブース(11)

4月 クリーン作戦(9)～(14) 各会場の受付で配布

4月中旬～ 湿地の保全活動(以後毎月中旬)(3)

5月 外来植物等除去活動(10)

5～6月 おさかなワイワイ大作戦(11)

5,7,10月 のぎ水辺の楽校 外来植物等除去活動(12)

7月下旬,8月下旬 外来生物捕獲作戦(3)

10月中旬 外来植物除去作戦(3)

12月上旬 湿地の保全活動(2)

12月上旬 ヨシ原保全活動(3)

●令和3（2021）年12月31日（金）までに実施するイベントが対象
● ・・「渡良瀬遊水地ロゴマーク」シールがもらえるイベント
※自治体主催のイベントでは実施自治体のキャラクターシールがもらえます

👬 ガイド･ツアーなど

🚣 スポーツに関するイベント


