
伊賀焼陶器まつり 

・開催日：９月２０日(金)～２２日(日)  

９：００～１７：００（最終日１６：００まで） 

・場 所：阿山ふれあい公園 すぱーく阿山 

・お問い合わせ：伊賀焼伝統産業会館 

       ０５９５－４４－１７０１ 

第１６回 伊賀の里 しまがはら「竹灯りの宴」 

・開催日：９月２３日(月・祝)１６：３０～２１：００ 

・場 所：島ヶ原温泉 やぶっちゃ 

・お問い合わせ：しまがはら竹灯り実行委員会事務局 

        ０９０－１５６２－２０１０ 

 
月号 

「上野の天神（伊賀市上野菅原神社のこと）近くのカフ

ェが『川上ダムカレー』をはじめた」――そんな噂を川上

ダム通信記者たちが聞きつけたのは、７月半ばのことでし

た。以前川上ダム通信（２０１９年３月号）にて青蓮寺ダ

ムのダムカレーを取り上げましたが、川上ダムの名前を冠

したカレーの販売は今回が初。早速『川上ダムカレー』を

はじめたという「Ｃａｆｅ Ｗｉｅｄｅｒ（カフェ・ヴィー

ダー）」さんにお邪魔してきました。 

具だくさんの野菜と黒米がカレーのお皿を彩り、見た目

も美しいひと皿。なんとブルーベリーがルーに溶け込み、

具としてちりばめられているそうですが、味も折り紙付き。

筆者、こんなにおいしいカレーは本当に久しぶりに食べま

した。加えてルーもおかわりできる親切さです。この日は

カツカレーでしたが、トッピングはハンバーグ、海老フラ

イなどランダムで変わるそうです。手作りドレッシングで

いただくサラダと目玉焼きがもれなくついてきて豪華で

す。そして食後には季節の生フルーツと手作りのパウンド

ケーキとゼリーのデザートプレート。この日、梅雨明けの

猛暑にはうってつけのさっぱりとしたデザートも絶品でし

た。 

 「気軽に幅広い年代の方に寄ってもらえるお店を目指し

ているんです。」というオーナーさんは川上ダム上流の霧生がご出身。川上ダムカレーは水曜と土曜、１日９

食限定というレア度。予約がオススメです。皆さんも是非カフェ・ヴィーダーさんの『川上ダムカレー』を

食べにいらしてくださいね。お店は上野市駅から天神さんへ、鳥居手前を左に行って駐車場のお向かいです。 

川上ダム建設所は、川上ダムをテーマにしたメニューを応援しております。『川上ダムカレー』第２弾はも

ちろん、カレー以外のお料理やお菓子などあれば、実際に取材に行き、川上ダム通信でご紹介させて頂きま

す。ご連絡お待ちしております。 

    
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

～本体工事の進捗状況～  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

転流工 基礎掘削 基礎処理 堤体打設 試験湛水       
完成！ 

(R5.3 予定) 仮排水路 

トンネル 
仮締切工 

 

 

  

 ２０１９

川上ダム通信は川上ダムホームページでもご覧いただけます。 

http://www.water.go.jp/kansai/kawakami 又は「川上ダム通信」で検索 

ご意見・ご感想はこちらへ mailto:somu1@lily.ocn.ne.jp Ｖｏｌ．１６８ 

Ｓｉｎｃｅ２００５ 

独立行政法人水資源機構 川上ダム建設所 
〒518－0294 三重県伊賀市阿保 251 番地 TEL：0595－52－1661（代） 

 編集後記 
 

もうすぐ夏が終わり、秋がやってこようとしています。とはいえ相変わ

らず暑い日が続きますので、気を引き締めて日々を過ごしたいものです。 

暑い日が過ぎると今度は台風の時期となることでしょう。台風接近時の

外出は危ないので絶対にやめましょう。また接近が予想される前に多めに

食料を買っておきましょう。 
 

【広報誌発行事務局】 

編集長 渕上 （所長） 

デスク 大西 （総務課長）  中野 （工務課長） 

記  者 山口 （総務課）   西岡 （用地課） 

子川 （調査設計課） 小山 （環境課） 

藤澤 （工事課）   後   （機械課）   

山田 （工務課） 

こちらが「Ｃａｆｅ Ｗｉｅｄｅｒ」 

（ミントブルーの扉が目印） 

 

 

川上ダムでは、事業に対する理解や興味をより深めていただくため、毎月第３日曜日に、午前・午後の二部構成で、工事現

場見学会を絶賛開催中です。詳しくは当建設所ＨＰをご覧ください。 
 

【第１０回】令和元年９月１５日(日) 

【第１１回】令和元年１０月２０日(日)（９月２日より募集開始） 

川上ダム工事現場見学会開催中！ 

減勢工（げんせいこう）のコンクリート打設を開始しました！ 

減勢工コンクリート打設を、令和元年７月１７日に開始しました。 

減勢工とは、ダムから流れる水の勢いを弱め、下流河川の河床などが削られるのを防ぐための施

設で、コンクリートにより厚さ２ｍの底部と高さ１１.５ｍの壁部を造っていきます。 

作業の状況は、ダムサイト右岸天端にある「ＷＥＬＣＯＭＥ川上ダム観 眺 台」から眺めること

ができますので、是非、歴史的瞬間をご覧いただければと思います。 

【工事課 徳永倫一】 

 
連日暑い中での作業です

が、ダム完成に向け一生

懸命頑張ります！ 

ダムの人 

：未実施 ：施工中 ：完了 

川上ダムカレー ご飯大盛(大盛は無料オプション) 

【調査設計課 柳瀬有里】 

みてチョーだい 

減勢工 

H30.9▼ 現在▼ H30.4▼ H31.4▼ ▼R 元.9 ▼R3.10 



 ８月３日（土）、桐ケ丘地区タイヤ公園にて「第３５回桐ケ丘夏祭り」が開催されました。当日は気温が

３５℃を超える猛暑となりましたが、会場では多くの夜店が出店していたほか、青山太鼓保存会による太

鼓打ち体験や桐ケ丘音頭・桐ケ丘フィーバーなど、夏の暑さにも負けないほどの盛り上がりでした。 

 当建設所は川上ダムのことをより知っていただくためにブースを出展し、来場者に川上ダムについての

クイズに挑戦していただきました。全て答えていただ 

いた方には「お魚ノート」や「（オオサンショウウオを 

かたどった）定規」をプレゼントしました。当ブース 

への来場者は１００人を超え、老若男女を問わず多く 

の方にお越しいただきました。 

こうした事業紹介の場を設けてくださった主催者の 

皆さま、ご来場の皆さま、ありがとうございました。 

今後も地域のイベントにおいて、事業に対する理解 

をより一層深めていただけるようにＰＲしてまいりま 

す。 

７月２３日（火）～２４日（水）、川上ダム建設現場を技術継承の場として、当機構淀川・吉野川管内（関

西・四国）事務所の若手職員を対象に研修を実施しました。この研修では、コンクリートダムの建設に必要

な設備や、コンクリートの品質管理に必要な試験を学習することを目的としたものです。 

コンクリートの打設などに使用するタワークレーンが稼働する中、減勢工コンクリートの打設・養生が行

われ、若手職員にとってはダム建設現場の雰囲気を肌で感じることができる貴重な経験となりました。 

ダム建設の最盛期の現場として、機構職員のみならず、これからを担うダム若手技術者の方々の技術の継

承に役立つ場となれば幸いです。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【調査設計課 鈴木 敦】 

減勢工コンクリート打設状況の研修 コンクリート試験（品質管理）の研修 

 ７月３０日（火）、川上ダム建設所において、令和元年度

優良工事等表彰式を行いました。 

この表彰式では、平成３０年度に完成した工事と業務のう

ち、安全管理・施工管理等に優れ工事成績が優秀であり他の

模範となる工事の受注者、その成果及び業務への取組方が特

に優秀であり他の業務の模範となる業務の受注者および技

術者を表彰いたしました。 

 川上ダム建設所では今後とも受注者の皆さまと協力して、

地域を盛り上げ、そして将来にわたって皆さまに愛されるダ

ムの完成を目指して、ダムづくりを進めてまいります。

           【工務課 河野将大】 

優良工事表彰 

 受注者:株式会社三和工務店 様 

 工事名:川上川右岸落石対策工事 

優良業務表彰 

 受注者:株式会社嶺水 様 

 業務名:川上ダム周辺地形測量業務 

優良工事表彰 

 受注者:株式会社大栄 様 

 工事名:事業用地内維持補修工事 

優秀技術者表彰 

 技術者名:株式会社嶺水 小山 忠孝 様 

 業務名:川上ダム周辺地形測量業務 

川上ダム建設所での表彰式 

７月１４日（日）、「第３５回青山夏まつり」が伊賀市青山ホール前にて開催されました。様々な夜店が

出そろい、出し物として和太鼓の演奏やダンスが披露され、最後は花火が打ち上がるという終始盛り上が

ったものとなりました。当建設所ではブースにて川上ダムに関するパネルの展示などを行い、ダムに興味

がある人たちに川上ダムについてより深く知っていただくことができました。 

筆者はしばらくお祭りに行く機会が無かったので、今回お祭りの雰囲気を味わうことができ、とても楽

しむことができました。お祭り終盤にはお楽しみ抽選会が行われ、参加した結果、見事６等賞「檜の香る

まな板」一式をいただくことができました。いただいたまな板を使い、手作りダムカレーに挑戦してみよ

うと思います。運営の皆さま、ありがとうございました。 

 和太鼓の演奏（小雨によりホール内で実施）  ６等賞「檜の香るまな板」一式 

 【環境課 小山和也】 

 【総務課 山口貴大】 にぎわうブースのようす 
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 編集後記 
 

もうすぐ夏が終わり、秋がやってこようとしています。とはいえ相変わ

らず暑い日が続きますので、気を引き締めて日々を過ごしたいものです。 

暑い日が過ぎると今度は台風の時期となることでしょう。台風接近時の

外出は危ないので絶対にやめましょう。また接近が予想される前に多めに

食料を買っておきましょう。 
 

【広報誌発行事務局】 

編集長 渕上 （所長） 

デスク 大西 （総務課長）  中野 （工務課長） 

記  者 山口 （総務課）   西岡 （用地課） 

子川 （調査設計課） 小山 （環境課） 

藤澤 （工事課）   後   （機械課）   

山田 （工務課） 

こちらが「Ｃａｆｅ Ｗｉｅｄｅｒ」 

（ミントブルーの扉が目印） 

 

 

川上ダムでは、事業に対する理解や興味をより深めていただくため、毎月第３日曜日に、午前・午後の二部構成で、工事現

場見学会を絶賛開催中です。詳しくは当建設所ＨＰをご覧ください。 
 

【第１０回】令和元年９月１５日(日) 

【第１１回】令和元年１０月２０日(日)（９月２日より募集開始） 

川上ダム工事現場見学会開催中！ 

減勢工（げんせいこう）のコンクリート打設を開始しました！ 

減勢工コンクリート打設を、令和元年７月１７日に開始しました。 

減勢工とは、ダムから流れる水の勢いを弱め、下流河川の河床などが削られるのを防ぐための施

設で、コンクリートにより厚さ２ｍの底部と高さ１１.５ｍの壁部を造っていきます。 

作業の状況は、ダムサイト右岸天端にある「ＷＥＬＣＯＭＥ川上ダム観 眺 台」から眺めること

ができますので、是非、歴史的瞬間をご覧いただければと思います。 

【工事課 徳永倫一】 

 
連日暑い中での作業です

が、ダム完成に向け一生

懸命頑張ります！ 

ダムの人 

：未実施 ：施工中 ：完了 

川上ダムカレー ご飯大盛(大盛は無料オプション) 

【調査設計課 柳瀬有里】 

みてチョーだい 

減勢工 
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