「水の民」倶楽部
整理
番号

1

2

3

4

5

6

7

会員名（登録名）
会員Ｎｏ

1

氏名、ハンドルネーム
又は団体名

城ヶ峰 徹也
(ｼﾞｮｳｶﾞﾐﾈ ﾃﾂﾔ)

2

谷口 卓哉
(ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸﾔ)

3

アヤユウ
(ｱﾔﾕｳ)

4～21

次世代のためにがんばろ
会
(ｼﾞｾﾀﾞｲﾉﾀﾒﾆｶﾞﾝﾊﾞﾛｶｲ)

坪井川流域（石田）ホタ
ル愛好会
22～37
(ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜﾘｭｳｲｷ(ｲｼﾀﾞ)ﾎﾀﾙｱ
ｲｺｳｶｲ)

38

39

北川 進
(ｷﾀｶﾞﾜ ｽｽﾑ)

城西校区まちづくり委員
会
(ｼﾞｮｳｻｲｺｳｸﾏﾁﾂﾞｸﾘｲｲﾝｶｲ)

居住地
（所在地）

菊陽町

熊本市

熊本市

八代市

会員一覧

水に関わる主な活動
私は現在、熊本県ボート協会 審判長およ
び日本ボート協会 国際派遣・国際大会ス
タッフをしています。ボート競技は水の恵
みを活かしながら行う競技です。熊本では
江津湖をはじめ、球磨川河口や斑蛇口湖
（竜門ダム湖）で練習や大会を行っていま
す。
ボートを漕ぐことで、水をはじめとする
自然の前では人間は無力であり、自然に
よって人は生かされており、人は自然の一
部であることを実感できます。また、自然
と共存し、その恩恵を生かしながら自己実
現を図ることの大切さとその方法を学ぶこ
とができます。
そういう実感や思いを多くの仲間と共有
していきたいと、日々活動しています。

この競技を知っていただくととも
に、このボート競技を通じて、水の
大切さや魅力、水環境保全の取り組
みを発信できたらと思います。

熊本市の「熊本水遺産」及び「熊本県平
成の名水百選」に認定されている地元の湧
水池「いんの川」を後世に残すために、定
期的に町内挙げて清掃活動を行っていま
す。普段は近所の人々の洗い場になってい
ますが、時折笑い声も聞こえます。
町内では地域の大切な財産として今後も
維持管理を図り、過疎化にもめげず、楽し
みの場を絶やさないよう努めていきたいと
思います。池には、珍しいドンコが泳いで
いますが、先々には、ホタルが飛び交う環
境に整備していきたいと思っています。

西区松尾町には、平山地区の“雲
巌禅寺”など３か所に「熊本水遺
産」、「熊本県平成の名水百選」が
あります。“桧垣”“宮本武蔵”は
貴重な歴史人物として功績を仰ぎ、
松尾町の宝として大切にしていかね
ばならないと思います。
現在、この３か所の水守が意思疎
通を図り、保全維持管理など水の大
切さを話し合うようにしています。
風光明媚な地として趣味の写真を撮
りながら益々地域の観光・文化にも
つなげていければと思っています。

子ども達に人形劇を通して、水・環境の
大切さを知ってもらう活動を行います。

様々な活動をしている方々を紹介
していきたいです。

①八代市内の河川で９年間牡蠣の殻を使用
した水質浄化活動「かき殻まつり」を実施
し、現在は氷川ダム湖で、牡蠣の殻を使用
した「かき殻まつり」を水質浄化と共に、
ホタル乱舞作戦として継続しています。
②球磨川近隣の小学生と「子どもゴミパト
ロール隊」を７年継続しています。
③やつしろ海河川・浜辺の大そうじ大会を
８年継続しています。
④熊本県主催の一斉水質検査 と全国身近
な河川水質調査を毎年行っています。
⑤水問題から発展した、川の交流学習会の
実施（球磨川の上流・下流の水の変化を指
導）しています。

・熊本にあるすばらしい湧水地の四
季折々の美しい姿や自分が感じた魅
力。
・水を活かした地域ならではのイベ
ントや取り組みなど。
・湧水地等の保全活動やボランティ
アを行っている活動の内容。
・水に関する様々な取り組みをして
いる方の紹介。
・水を守るために、身近な生活排水
改善活動や、ごみを捨てない啓発活
動の紹介。
・水の学習出前授業の紹介。
・地域の世代間・地域間交流で、河
川や水を守る行動。
・水問題のワークショップや、シン
ポジュウムなどのご案内。
など

現在、建設中の（仮）石田橋下の坪井川
流域でホタルが飛び交う環境を取り戻す活
動を行いたいです。

この堤防は健康ロードとして散歩
コースになっており、訪れる人々に
環境の大切さを感じてもらいたい。
ホタルは短期の観賞であるので、
この地を整備して四季折々の花畑と
して楽しんでもらいたい。

熊本市の水守として八景水谷公園保全の
ボランティア活動を行っています。
八景水谷にある「熊本市水の科学館」の
市民ボランティアのモニターとして活動し
ています。
今まで数回、水の科学館で八景水谷の歴
史について講演したことがあります。

八景水谷のすばらしい四季の姿を
知ってもらいたいので、それを発信
し、１人でも多くの人に来てもらい
たいと思います。

湧水地を守り伝えていきたいので、湧水
地保全のボランティア活動を行っていま
す。
湧水や史跡などの豊富な資源を守り、活
かしながら、校区の活性化、環境美化、住
みよいまちづくりなどに取り組んでいま
す。

地域のすばらしい湧水地の四季
折々の美しい姿や自分が感じた魅力
を発信したいと思います。
湧水地等の保全活動やボランティ
アを行っている活動の内容を発信し
たいと思います。

熊本市

熊本市

熊本市

今後の活動展開
又は
発信していきたいこと

特派員

備考

○

○

ハンドル
ネーム

○

団体
（18名）

団体
（16名）

団体
（代表）

8

9

10

11

12

13

14

40

41～43

44～79

80

はるちゃん
(ﾊﾙﾁｬﾝ)

熊本地盤研究会
(ｸﾏﾓﾄｼﾞﾊﾞﾝｹﾝｷｭｳｶｲ)

上田尻組合
(ｶﾐﾀｼﾞﾘｸﾐｱｲ)

橋柿 正與
(ﾊｼｶｷ ﾏｻﾄﾓ)

81～95

手野名水会
(ﾃﾉﾒｲｽｲｶｲ)

96

山本広秋
(ﾔﾏﾓﾄﾋﾛｱｷ)

97

上田 久
(ｳｴﾀﾞﾋｻｼ)

宇城市

熊本市
ほか

産山村

宇城市

阿蘇市

荒尾市

長洲町

当土地改良区は、農業用施設を維持管理
水が少ない地域なので、水の大切
し、農業用水を安全に供給する目的で作ら さのアピール、及び様々な取組みを
れた土地改良区です。
している人の紹介をしたいと思いま
元々松橋町には水源がなく水喧嘩も起き す。
た経緯があり、また、昭和9年に大干ばつが
あったことにより土地改良区が組織されま
した。宇城市豊野町小熊野川から引水し萩
尾溜池に溜めて米の作付に使用しておりま
す。また、防火用水としても使用しており
ます。
今後、水の大切さを次世代に伝えていき
たいと思います。
30年以上前から熊本の地盤を知りたいと
地下水は汚染されると、その回復
の思いで、ボーリングデータの収集を始
には大変なことになるということを
め、データベース化を図り、今では、松橋 伝えたいと思います。
以北の熊本平野を東西断面図集として、平
成26年1月に刊行しています。
地下水位データを集めて地下水の有り様
とその動きの解明を図っています。
上田尻組合は、環境省選定の昭和の名水
湧水地の四季折々の美しい姿。特
百選に認定された「池山水源」の保全活動 に6月下旬から7月初旬の蛍が舞う
を行っています。
様子を発信していきたいと思いま
池山水源の湧水は、上田尻地区の水道水 す。
の水源として、また棚田を潤す農業用水と
して大切に保全してきました。組合員は、
池山水源の恵みに感謝し、毎年8月に水源の
清掃と水神様のお祭りを行っています。
環境省の名水百選に選定された後は、観
光客が増加したので、村と協力して周辺の
環境整備を行っています。組合では、池山
水源の水を汲みやすいように水汲み場の整
備を行い、そこに備え付けた賽銭箱の収益
を水源の整備に利用するほか、水保全の活
動を行う団体に寄附や、自然災害に遭われ
た地域へ支援金を送る活動も行っていま
す。
これからも、池山水源の恵みを未来へ守
り伝えたいと思います。
①湧水地（白川水源、池山水源、菊池水
源、吉無田水源）の水源周辺の環境保全活
動などを行い、地域住民の環境維持活動の
きっかけを作り、現在は見回り監視活動を
行っています。
②熊本県主要河川（菊池川、白川、緑川、
水俣川、杖立川）において、河川敷および
周辺への不法投棄監視活動を行っていま
す。
③植林活動として山（阿蘇、菊池、金峰山
周辺、雲仙普賢岳、三角）等に植林を行い
水資源保護、保水能力向上にがんばってい
ます。
④現在、宇城市三角小学校緑の少年団会長
を拝命し、子供たちに水の大切さ、ありが
たさなどを伝える学習を機会あるごとに
行っていきたいと考えています。
いずれも奉仕活動で行っているため大き
なことはできませんが、今後も水資源保護
活動を続けてゆきたいと考えています。

・熊本県内の有名湧水地には、観光
客の皆様方が訪れ、飲料水として持
ち帰り「熊本の水はおいしい」と言
われています。「水くみ来なっせ熊
本に」を発信してゆきたいです。
・熊本県主要河川、上流から下流ま
で飲める水を目指して、不法投棄の
監視等を行い河川としての環境ホル
モン破壊を阻止してゆきたいと考え
ています。
・保水能力を高めるために田んぼの
水張り等を促進し、阿蘇の大草原を
どのように利用してゆくか研究した
いと思います。
・将来、水戦争が起きるだろうと考
えます。国内の問題でなく、海外へ
水が流出しないように、利水、保
水、涵養を含めて森林売買等にも注
意してゆきたいと思います。

湧水地「手野名水」を主に、手野集落全
体に湧水が多く、昔より生活用水として使
用されているために、水の大切さを集落外
の多くの人に知ってもらいたく、「手野名
水会」のメンバーにて集落全体の水、神
社、文化を案内しています。

・水を活かした地域ならではのイベ
ントや取組みなどを行っていきたい
と思います。
・手野名水の湧水地にてのソーメン
流しのイベント（7～8月）を行
い、発信していきたいと思います。
・宮川の水による水車の設置を発信
していきたいと思います。

水に関する活動がある時に参加したいで
す。特に玉名地区での活動に参加したいと
思います。

水を活かした地域ならではのイベ
ントや取組みなどに参加・発信して
いきたいです。

玉名市内で(有)高瀬合同タクシーの乗務員
をしていますが、観光案内時に、特に熊本
水遺産に登録されている四季折々の美しい
風景を観光客に満足して頂き、又、水の魅
力や大切さを理解して頂き、観光ＰＲに役
立てたいと考えています。

平成25年3月に熊本市が、国連
より「生命の水」最優秀賞に選ば
れ、このような名誉な「熊本の水」
を誇りに観光ＰＲを推進したいと思
います。
私は平成25年度に「くまもと水
検定1級」に合格し、又、熊本市の
「ガイド水守」として登録させて頂
いていますが、今後、より一層
「水」に関心を持ち、観光ＰＲに貢
献できればと考えています。

ハンドル
ネーム

団体
（3名）

団体
（36名）

団体
（15名）
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98
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～
108
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111

112

113

114

115

百姓家まつもと
(ﾋｬｸｼｮｳﾔﾏﾂﾓﾄ)

ＫＯＪＩ．Ｍ

ＲＯＭＡ

阿蘇市新町活性化福の会
(ｱｿｼｼﾝﾏﾁｶｯｾｲｶﾌｸﾉｶｲ)

“日本の宝島”の＊アス
タリスク＊
(ﾆﾎﾝﾉﾀｶﾗｼﾞﾏﾉｱｽﾀﾘｽｸ)

木村貴伸
(ｷﾑﾗﾀｶﾉﾌﾞ)

篠原亮太
(ｼﾉﾊﾗﾘｮｳﾀ)

山内 稔
(ﾔﾏｳﾁﾐﾉﾙ)

佐伯勝利
(ｻｴｷｶﾂﾄｼ)

NPO法人きらり水源村
松崎勝己
(ﾏﾂｻﾞｷｶﾂﾐ)

菊池のかっぱ

「冬水田んぼ」の取組みにより地下水保
全を行っています。

ビオトープの設置で生物多様性の
向上と小学生の環境教育への協力を
行っていきたいと思います。

山都町

水や水を囲む自然の魅力、大切さを多く
の人に知ってもらいたいので、水や自然の
魅力、保全・活用に関する取組みをフェイ
スブックなどで発信していきたいと思いま
す。

・熊本にあるすばらしい湧水地や自
然の四季折々の美しい姿や自分が感
じた魅力
・水や自然を活かした地域ならでは
のイベントや取組み
などを発信していきたいと思いま
す。

熊本市

熊本地域の水の豊かさや魅力、生活に不
可欠な水（水道水）の大切さやありがたさ
を伝えていきたいと思います。

熊本の水に関するイベント活動の
紹介や状況報告、節水や地下水保全
活動などの取組み案内などを発信し
ていきたいと思います。

内牧の町の北側に湯山水の出口（地名が
「水の出口」です）という水源地がありま
す。自然湧水であり、ストレートに飲める
水です。
毎年、夏の土用三郎（土用に入ってから
の3日目）の時は御幣を上げ、竹筒に御神酒
を入れて献上し、水への感謝とともに、水
難事故の無いよう参拝しています。

・水の出口の水を毎年水質検査を
行って、良質の水を提供していま
す。
・水汲みの人も増加しています。
・定期的な水源地周辺の草刈り作業
等も行っています。
このような活動を続けていきたい
と思います。

次世代を担う子ども達へ、水などの資源
を守るために重要な田んぼの役割を伝える
ため、アグリキッズ（体験型学習）を通
じ、保全活動を実施しています。

熊本県内にある素晴らしい湧水地
など四季折々の美しい姿や熊本の水
について自分自身が五感で感じた魅
力を発信していきたいと思います。

私は農業を行っていますが、地下水の硝
酸性窒素問題の解消に取り組みを始めたば
かりです。子ども達のためにくまもとの地
下水を守るため、今、自分に何ができるか
を考えていきたいと思います。

農業の過剰施肥が地下水への硝酸
性窒素浸透の一因になっていること
を広げ、一緒になって改善を目指す
人のつながりを作っていきたいと思
います。

私は仕事柄、水環境問題に関わりが深
く、色々な場で水の問題について話をしま
す。
熊本の水の素晴らしさ、そしてその水を
大切にしていくことを子ども達や学生、地
域の人たちなどに伝えることをやっていき
たいと思います。

水を活かして行われている地域な
らではのイベントや取組み、湧水地
等を守る保全活動やボランティア活
動を行っている方々の活動内容など
を発信していきたいと思います。

水前寺江津湖、八景水谷公園、阿蘇湧水
群に代表される県内の湧水地を、将来に向
けて守り伝えていきたい。
現在、江津湖の湧水地保全の清掃ボラン
ティア活動や、自然観察指導員として各種
の自然観察保護活動を行っています。
今後も、活動を継続するために、今回、
県が組織される「水の民倶楽部」に参加し
て、より一層の水守活動に寄与したい。

熊本の湧水地の状況について、現
地写真記録などを利用して自分が感
じた魅力とともに、水量低下、水質
悪化や環境汚染などの課題を発信し
ていきたい。

現在は、youtube「肥後の風」チャンネ
ルにて、時たま湧水動画を公開していま
す。

水の恩恵を大切に守り、活かして
いる人たちの活動や、熊本県認定名
水100選の風景を動画制作し、FB
投稿で紹介したい。

私が所属する法人は、地域の廃校をきっ
かけに水源地区住民が立ちあがり設立した
全国でも珍しい「住民主体のNPO」です。
法人の活動は、地域づくりを中心に多岐
にわたりますが、その一つが里山の自然環
境を守り、伝えていく「環境保全活動」。
水源地域は北に菊池渓谷を源流とする菊池
川が流れています。
また、上流の堰から豊かな水が流れる原
井手が地域内を巡っています。廃校活用施
設「きくちふるさと水源交流館」を法人の
拠点として、地域の財産である水を守る保
全活動や、子どもたちを中心とした水の体
験活動などを通して、多くの方に水の豊か
さ・大切さ伝えています。

①水に関わる保全・体験活動を紹介
していきたいと思います。
・原井手管理組合の協力で実施して
いる体験：原井手下りアドベン
チャー「イデベンチャー」
・米作り（田植え、稲刈りなど）を
中心として4～12月の毎月実施し
ている親子参加の食育プログラム
「おいしい村」
・水源地域全体を活用した夏の特別
プログラム「こども村」（川遊び、
釣り、イデベンチャーなどを実施）

水の魅力や大切さを多くの人に知っても
らいたいので、水の魅力や保全に関する取
組みをFacebook等によって発信します。

・熊本にあるすばらしい湧水地の四
季折々の美しい姿や自分が感じた魅
力
・水を活かした地域ならではのイベ
ントや取り組みなど
・湧水地等の保全活動やボランティ
アを行っている活動の内容
・水に関する様々な取り組みをして
いる方の紹介など
を発信していきたいと思います。

益城町

阿蘇市

天草市

熊本市

熊本市

熊本市

熊本市

菊池市

菊池市

ハンドル
ネーム

○

ハンドル
ネーム

○

ハンドル
ネーム

団体
（8名）

ハンドル
ネーム

○

○

○

②菊池市水源地区の「水に関わる里
山の自然」を写真で紹介していきた
いと思います。

○

ハンドル
ネーム
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「水で繋がるプロジェク
ト」推進協議会
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とよぷ

阿蘇ジオパークの恵みである湧水地「白
川水源」のきれい且つ水量豊富な湧水を次
世代に引き継ぐ為、白川地区のボランティ
ア団体「白川水源保存会」の会員の一人と
して、水源周辺の清掃活動を行っていま
す。
此処を訪れる多くの皆様に白川水源の水
に触れて頂きながら、この一帯になぜ湧水
が豊富なのか？等々の興味深い説明を入れ
ながら、「南阿蘇ガイドクラブ」会員で案
南阿蘇村 内を時々実施しています。今年1月には、熊
本市水の科学館で募集された子ども連れの
お客様を案内しました。
今後も白川水源のみならず、南阿蘇湧水
群の魅力と保全の大切さを発信していきた
いと思います。（南阿蘇ガイドクラブは地
域の魅力を案内活動を通じて発信していく
団体です。会員は現在10名で、全員が「阿
蘇世界ジオパーク」の正式ガイドです。）

熊本市

熊本市

熊本市

熊本市

山都町

菊陽町

豊かな自然（山）が育む渓流の女王ヤマ
メ（マダラ）などの渓魚が、いつまでも釣
れ続くことを願っています。
この美しい魚たちと、それを育む清らか
な水の流れの素晴らしさを、またフライ
フィッシングを通して、手つかずの自然の
中で渓魚に遊んでもらう楽しさを伝え、清
らかな水環境を守ることの重要性と、その
中で遊ぶことが精神衛生上も有用であるこ
とをブログの投稿を通じて伝えたいと思っ
ています。

熊本の豊かな水環境と、それを育
む渓魚、そしてそれらがいかに人の
心を癒してくれるかを発信していき
たいと思います。

日本一の地下水都市と言われる熊本の水
の素晴らしさ、そして生活に欠かすことの
できない水（水道水）の大切さについて伝
えていきたいと思っています。

水に関するイベントや取組み、湧
水地等を守る保全活動について発信
していきたいと思います。

職場や地域において水の大切さを、地域
の人々や子ども達に伝えていきたいと思っ
ています。

熊本にある様々な湧水地の魅力、
素晴らしさ、そして大切さなどを
人々に伝えていきたいと思います。

水や自然環境を守ることの大切さを様々
な人々、子ども達に伝えています。

水や自然環境を守る活動や取組み
の紹介などを行っていきたいと思い
ます。

家庭での節水に子ども達と一緒に取り組
んでいます。そして周りの人々にも伝えて
いきたいと思っています。

家庭でできる節水などの方法を地
域や職場などをはじめ周りの人々に
伝えていきたいです。

中学校の理科の教員として、子どもたち
に水の大切さを伝える取組みをしていま
す。
理科の授業、総合的な学習の時間、活動
など、様々な時間に水に関することを学ぶ
機会をつくっています。

地下水ができるまでの自然の不思
議と神秘、限りある水資源の大切さ
を伝えていきたいと思います。

水の大切さをブログで発信しています。

すばらしい湧水地の美しさ、大切
さを紹介したいと思います。

熊本市

熊本市

菊池市

熊本市

熊本市

熊本市

・南阿蘇湧水群の四季折々の姿はも
ちろん、水にまつわる事柄とか、そ
の地域の行事、歴史、文化も含めた
情報発信を心がけていきたいです。
・特に子ども達への水源体験学習の
実施とその情報発信に力を入れてい
きたい（まず地元の小学校から徐々
に）です。
・地域の方たちの湧水の保全に関す
る取組内容と湧水の利用についての
発信（今迄余り知られていない事も
含め）も行っていきたいと思いま
す。

○

ハンドル
ネーム

ハンドル
ネーム

熊本にある名水をブログで紹介していま
す。

湧水地の美しい画像を紹介したい
と思います。

菊池川流域の環境活動を守り、次世代に
つないでいくため、次のことを行っていま
す。
①菊池川流域の清掃活動を行っています。
②菊池市の小・中・高校で、水環境を守る
大切さを伝える講演を行っています。
③菊池川流域の他の環境活動を行っている
団体との協力や、イベントへの参加などを
行っています。
④上流域の山間部に果樹を植える活動を始
めました。

熊本県の水環境、菊池川流域の水
環境が、世界でも類を見ない素晴ら
しい環境であること。
その素晴らしい水環境を、みんな
で意識し、努力して守っていかなけ
ればならないこと。
菊池川流域で、素晴らしい環境保
護活動をされている他の個人の方や
団体の皆様の活動内容。
これらのことを発信していきたい
と思います。

水の大切さと天からの恵みをインター
ネットで広めたいと思います。

熊本の水がいかに熊本の県民に愛
されているかを発信していきたいと
思います。

熊本の水の美しさをブログで伝えていき
たいと思います（旅行をした時にひしひし
と感じます）。

子供会などで熊本の水の美しさを
伝えていきたいと思います。

雨水タンクでの洗車、歯を磨くときは
コップに受けてうがいをする、シャワーを
するとき節水する（出しっ放しにしない）
など行っています。

子供会で水の大切さを話し合って
いきたいと思います。
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○

ハンドル
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団体
（4名）
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ネーム

39

40

41

42

132

133

134

135

ＡＩＫＯ

ＰＯＯ！

もっこす

永田幸一

熊本市

雨水タンクを散水に使ったり、ガーデニ
ングに活用したり、スニーカー洗いや下洗
い等に活用しています。

子供の時からの教育が必要だと思
いますので、うるさく言うのではな
く、水の科学館等で楽しみながら伝
えていきたいと思います。
町内会でこうした取組みの話し合
い等を行いたいと思います。

熊本市

風呂の残り湯を活用する、食器を洗うと
き溜めすすぎをする、米のとぎ汁も庭に撒
くなど利用しています。

雨水をタンクに溜めてガーデニングに活
用しています。

町内会の会議等でこうした取組み
の話し合い等を行いたいと思いま
す。

水前寺成趣園や江津湖などの観光ガイド
をしています。今後も熊本の水（地下水）
の魅力を、ガイドを通じて発信していきた
いと思います。
（※現在、熊本市の江津湖水守、水前寺公
園水守として活動しています。）

水前寺成趣園や江津湖の観光案内
を行いながら、熊本の水の魅力等を
伝えたいと考えています。
また、湧水地等のイベントやボラ
ンティア活動にも情報が分かれば積
極的に参加したいと考えています。

熊本市

益城町

※ 備考欄にハンドルネームと記載のあるものはハンドルネームで登録の会員、団体と記載のあるものは団体で登録の会員です。
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