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湛 水 事 業に係る合 同 協 定 調 印 式
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Event

Kumamoto Clear Water Alliance

平成27年10月19日、
湛水事業に係る協定調印式を開催しました。
湛水事業（冬水田んぼ）は、冬期の休耕中の田んぼに水を張ることによって地下水を育む取り組みです。財団は、益城町金山川
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下流域と大津町真木地区で試験的な湛水事業を数年間続けてきましたが、立場を超えた連携による湛水事業を発展させるため、
上記２地域の関係機関と財団による協定をそれぞれ締結しました。
湛水事業は、地下水保全活動にとどまらず、地域や産業の振興にも波及していくものであると期待されています。今後も財団

地下水保全顕彰制度

Event

では、情報発信や関係機関との連携を強化し、事業の拡大を図っていきます。

平成27年度認定と最優秀グランプリの決定
●平成２７年度認定結果
平成２８年１月１４日に地下水保全顕彰委員会を開催しました。審査の
結果、
申請いただいた３企業・団体に対し、
以下の認定が決定しました。

シルバー
認定
協定式会場の様子

湛水事業関係者による協定締結記念撮影

今年度の湛水事業の様子

熊本総合鉄工団地協同組合
株式会社 テレビ熊本
株式会社 山内本店

顕彰委員による審査・協議の様子

●最優秀グランプリ選定結果
今年度は通算3回目の顕彰委員会となり、3年に一度の最優秀グランプリの選定も実施いたしました。
3年間の間にゴールド認定された4企業・団体は甲乙つけがたい取り組みを実践されており、最優秀グランプリ選定は困難を極

「第1回水の国
高校生フォーラム」開催

Event

学術顧問会議

Report

めましたが、以下のとおり選定されました。また今回は、熊本での地下水保全に対しての先駆者であり、他企業と同列に審査す
ることは難しいという委員のご意見で審査員特別グランプリを設けることにしました。

平成２７年１０月２４日、熊本の水を守るための新しい取り

平成２７年１２月３日、学術

組みとして、熊本県・熊本市・㈱テレビ熊本・財団が主催し

顧問会議を開催しました。今

て開催したこのフォー

年度の事業の進捗状況や来

ラムには、県内35校か

年度の計画などを財団から

ら1036人の高校生が

説明した後、学術顧問の先生

参加。菊池高校、済々

方に専門的・学術的アドバイ

黌高校、南陵高校の発

スやご指摘をいただきまし

表やクイズなどで会場

た。アドバイスをもとに今後

は盛り上がりました。

も事業を進めていきます。

最優秀グランプリ

審査員特別グランプリ

富士フイルム九州 株式会社

公益財団法人 肥後の水とみどりの愛護基金

水 の日 記 念シンポジウム

Event

平成27年8月5日、
「水の日記念シンポジウム」
を開催しました。
地下水保全に積極的に取り組まれている４企業・団体に、地下水保全顕彰制度の認定書を交付した後、熊本大学の嶋田純教授
をコーディネーターにお迎えし、
「今夜のゴハンから始めよう！地下水保全」
をテーマにパネルディスカッションを行いました。

江津湖の湧水量調査実施中

Report

育水の森間伐開始

Report

熊本地域の地下水と農業は密接な関係にあるため、地下水を育む農畜産物の生産拡大や消費拡大についての意見が交わさ
れ、
より多くの方に地下水を育む農畜産物を知ってもらい、選んでもらうことが重要だと再認識しました。後半は交流会が開かれ、

財団が西原村に所有する水源

参加者には地下水を育む地域で生産された食材を使った料理を試食してもらいながら、
ウォーターオフセット事業の取り組みを

の１つである江津湖の湧水量。

かん養林「育水の森」の間伐が

紹介し、熊本地域のかん養域産農畜産物を食べることが地下水保全につながることを実感していただく時間となりました。多く

これを長年にわたり調査されて

秋から始まっています。
これまで

の方のご協力やご参加をいただき、ありがとうございました。

きた東海大学の市川勉教授の

以上に、林内に太陽光と雨が届

ご指導のもと、今年度から財団

くことが期待できます。間伐した

でも調査を実施しています。こ

木は市場に運搬し、市場価値が

熊本地域の地下水量の指標

の調査は来年度以降も継続し

小さな木材も、木質バイオマス

て実施する予定です。

としての利活用を検討中です。

詳しくは「くまもと地下水財団」で検索

〒860-0801熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル4F

TEL.096-227-6678 FAX.096-247-6661

くまもと地 下 水 財 団
検 索
http://kumamotogwf.or.jp/

平成26年度認定企業・団体様

パネルディスカッション

地下水を育むマルシェ
（試食会）

Kumamoto Clear Water Alliance vol.8

Kumamoto Clear Water Alliance vol.8

特集

あなたが 主 役 の 地下水保全
あな

未来に残したい熊本の地下水を育む取り組みに、
、
あなたも参加しませんか？
財団では、賛助会会員や一般の方を対象に、熊本地域の地下水を学び、体験をする
る

〜 熊 本 地 域 の 農 畜 産 物を食 べ て 育 む 私 たちの 地 下 水 〜

取り組みを実施しています。
お子さまや学生さん、個人やご家族などのご参加も大歓迎！
平成28年度も実施予定ですので、
お気軽にご参加ください。

地下水を育む農畜産物の生産と消費の拡大のために・・・
水の日記念シンポジウムでも紹介されたように、
熊本地域の地下水は農業と

お米づくりを通して
地下水保全に参加しませんか？

密接なつながりがあるため、地下水保全のためには、地下水を育む農畜産物

たくさんのご参加
を
お待ちしておりま
す！

熊本の未来を担うお子さまも、
地下水保全活動に参加いただけます

（農産加工物）
の生産と消費の拡大が必要です。
しかし、
個人やご家庭、
または企業・団体の事業規模などによって、
どのような
取り組みができるのか疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、財団の取り組みの紹介とあわせて、皆さまに参画いただける地下水
保全メニューを紹介します。

ウォーターオフセット事業のイメージ

ウォーターオフセット事業
お米の仲介販売1,957kg
地下水かん養米“水の恵み”の仲介販売で

Water Offset Project

事業ポスターとPOPを製作
事業ポスタ
とPOPを製作！
地下水を育む農畜

は、4 1の企 業・団 体のご 賛同をいただき、

産物の紹介と消費拡

1,957ｋｇを仲介販売することができました。

大や購買意欲促進の

ご賛同いただいた企業・団体を財団のホーム

一つとして、
ポスターと

ページで、
ご紹介中です。
どうぞご覧ください。

POPを製作しました。

また、㈱山内本店の

社食やレストラン、
小売

“匠の味噌”等につい

店などで地下水を育

ても、多数の方にご賛

む農畜産物の使用を

同いただきましてあり

検討されている方、
当事業に興味がある事業

がとうございました。

地下水を育む水道町カレ
地下水を育む水道町カレー

えこめ牛 お届けします

事 業 参 画 者

募 集中

平成27年10月19日、水道町親和会との
コラボ企画「地下水を育む水道町カレー」が

プロジェクトWET
エデュケーター講習会

平成２７年度
地下水を育むバスツアー

平成27年10月10〜11日の2日間、水田

プロジェクトWETは、水や水資源に対す

平成27年11月25日、地下水を育むバス

オーナーの7企業・団体の関係者約360名

る認識・知識・理解を深め、責任感を促すこ

ツアーを開催。菊池市旭志では、地下水を

が大津町真木に集まり、稲刈りを実施しま

とを目標として開発された
「水」
に関する教

育むお米を食べて育った“えこめ牛”の牛舎

した。稲刈りに慣れてきた人も多く、あっと

育プログラムです。

を、
菊陽町では、
ソニーセミコンダクタ(株)

いう間に終わるところもありました。
ご家族

水ジャーナリスト橋本淳司氏を講師にお迎

や友人、同僚との親睦を深めることができ

えしたこの講習会で、
14人がエデュケーター

の工場を見学させていただきました。普段
見ることができない場所であり、
貴重な体験

たようです。

の資格を取得しました。

ができました。

者様、
ポスターやPOPの配布や貸し出しもいた
しますので、
ご相談ください。

ウォーターオフセット事業関連の取り組み

水田オーナー制度
稲刈り

水 田オーナー募 集 中

キッズ・学 生 会 員（ 地 下 水 倶 楽 部 ）募 集 中

少人数で参加希望の方でも、
希望収穫

子ども向けの会員制度である地下水俱楽部。
熊本地域の地下水に興味を持ち、
に興味を持ち、
ち、
、

量や予算などをご相談いただければ、
面

地下水を知り、
大切に守る取り組みに参加したい子ども達を募集中です。
中です。

積に応じてオーナーになれます。

会員特典としてくまモン缶バッジ
（非売品）
をプレゼント！

お気軽にご相談ください。
※ただし、受入農地等の事情により、
ご希望に沿え
ないこともあります。
あらかじめご了承ください。

今年は地下水俱楽部会員向けのバスツアーなども予定しています。
す。

くまモン
缶バッジ

●財団の取り組みや記事に関する詳細は、
お気軽に財団までお問い合わせください。
お問い合わせください。

販売されました。水道町親和会の8店舗が

事業者の方

それぞれ、地下水を育むお米や野菜、牛肉

社員食堂や飲食店での食材（仕入）を通じて、
当事業にご参加いただくことができます。

を使用して作ったカレーは、大好評のうちに

ご寄付と新規会員のご紹介

予定より早く完売しました。

ご寄付
生産者の方
ＪＡ菊池では、地下水を育むお米を食べて
育った“えこめ牛”の移動販売を計画中です。
ご購入量に応じて、財団から“かん養量証明
書”を発行します。
この証明書は、地下水涵養
計画実施状況報告書に添付して報告すること
ができます。

熊本地域で農畜産物を生産されている方や、
それらを原料として加工品等を製造されてい
る方のご参加もお待ちしています。
財団では、
連
携して情報発信や販売促進を図っていきます。

お気軽に財団までお問い合わせください。

熊本県遊技業協同組合様

新規会員（敬称略）

平成27年7月1日から12月末までのご加入分

●企業・団体

●個人

テトリアくまもと管理組合施設部会

吉井康

上田信一

財団から感謝状を贈呈させていただきました。

東大建設株式会社

大仁田伸男

白岩武樹

いただいたご寄付は、熊本地域の地下水保全

株式会社田代食品

桝田一郎

正代徳明

水道町親和会

石原元晃

熊本県遊技業協同組合様よりご寄付をいただき、

のために大切に使わせていただきます。
ありが
とうございました。

