
 
 

 講演： 水田雅博氏  京都市公営企業管理者上下水道局長 

 

 

講演： 橋本眞次氏  公益財団法人 橋本関雪記念館代表理事 
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一般社団法人Com aqua 水につながる 水でつながる 水の環 

主催：一般社団法人 Com aqua 申込みは事務局まで E-mail：info@comaqua.org または FAX：075-708-8006  

協力：京都府、京都市、京都市上下水道局、白沙村荘 橋本関雪記念館、セブンイレブン記念財団 

２０１５年10 月24
 

 
京都男女共同参画センター 京都市中京区東洞院六角下ル 

ウイングス京都 大ホール 

＜京の水道の「源」～明治のロマン薫る琵琶湖疏水～＞ 

＜水
みず

の環
わ

＞シンポジウム 

京
の
水 

 

（土） 

13時～パネル展示 受付  13時 30 分開場 45分開演 

 

♪参加料：会員無料 非会員 500 円 当日の入会も受付け♪ 

 

 

 

♪パネル展示も同時に開催♪ 

＜橋本関雪と水の話＞ 

 

国指定名勝・登録博物館 白沙村荘 橋本記念博物館 

mailto:%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AF%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E3%81%BE%E3%81%A7E-mail%EF%BC%9Ainfo@comaqua.org


<水の環> シンポジウム 

プログラム 

 

13:45 感謝状贈呈 

14:00 開会 

14:10 代表理事 挨拶 

14:20 講演 水田雅博 氏 

15:10 講演 橋本眞次 氏 

16:00 出展者紹介 

16:25 閉会 

16:30 パネル展示 

 

 講師紹介  

水田雅博 E

み ず た ま さ ひ ろ

A 氏 

京都市公営企業管理者 上下水道局長 

略歴   昭和５１年３月 立命館大学経済学部卒業 

     昭和５２年７月 京都市教育委員会採用 

     平成 ８年４月 京都市市長室秘書課担当課長 

     平成 ９年４月 京都市総合企画局市長公室秘書課長 

     平成１２年４月 京都市総合企画局市長公室担当部長 

     平成１３年４月 京都市総合企画局市長公室長 

     平成１６年４月 京都市伏見区長 

     平成２０年４月 京都市交通政策監 

     平成２４年４月 京都市公営企業管理者上下水道局長 

AE橋本眞次 E

は し も と し ん じ

A 氏 

公益財団法人 橋本関雪記念館 代表理事  白沙村荘 橋本関雪記念館 副館長 

略歴   京都画壇の日本画家 橋本関雪の孫、橋本歸一の次男として

生まれる。当初は別邸、走井（月心寺）の後継として比叡山

延暦寺不動谷や永源寺などで活動。父の隠棲に伴い 1996 年

より白沙村荘に戻り、橋本関雪や日本画に関する研究を継承。

曽祖父と父の遺志により 2014 年に白沙村荘橋本関雪記念館

に新美術館を開館する。 

 

  



Com aqua の歩み 

 

主要行事 

平成 25年 9月 26日 法人登記 

平成 26年 1月 26日 設立記念シンポジウム「水の環 ～つながり はじまる～」 

平成 26年 9月 22日 設立１周年記念特別講演 寶馨京都大学防災研究所教授「あなたは逃げますか？留

まりますか？ 〜高齢社会・情報社会の防災〜」  

平成 27年 4月 12～17日 第 7回世界水フォーラム参加（韓国・大邱広域市及び慶州市） 

平成 27年 4月 15日      韓国環境運動本部の交流・連携の発展に向けての覚書交換 

平成 27年 10月 24日 <水の環>シンポジウム 「くらしと京の水」 

  

平成 27年 10月 15日  京都市自治記念式典にて表彰「未来のまちづくり推進表彰」 

 
 

１年間の代表的な催し （平成 26 年 4 月から平成 27 年 10 月まで） 

・「琵琶湖疏水を水面から考える」琵琶湖疏水水辺視察調査（平成 26年 5月 6日） 

・「蛍きらめく天の川」琵琶湖疏水ホタル生息見学調査（平成 26年 6月 1日） 

・「青もみじと琵琶湖疏水の流れ」琵琶湖疏水流況水辺視察調査（平成 26年 6月 14日） 

・「鴨川水カフェ」（共催）水辺行事「京の七夕 鴨川納涼」（平成 26年 8月 2日） 

・「地域資源を渓流の水から考える～大江山を一緒に歩き・水の流れを考えよう」 京都北部地域・大学連携機

構「大江山酒呑童子の里まつり」（平成 26年 10月 26日） 

・「FLOW 水辺環境 歩く(堀川)＆鑑賞(＠KCUA）」堀川保全活動検討会（平成 26年 11月 8日） 

・「水がご縁で Com aquaへ支援はどう？」 活動紹介 京都市人・まち交流館「市縁堂～市民がご縁のもと、

一堂につどう」での活動紹介（平成 26年 11月 9日） 

・「総合商社経営と環境保全ボランティア活動－女性リーダーの時代」NPO法人京都生涯教育研究所フォーラム

共催及び講演（同志社大学）（平成 26年 11月 30日） 

・ Association of Disable Persons- Iloilo （フィリッピン・イロイロ障害者協会）訪問交流（平成 27 年 2 月 3～6

日） 
・「水面から見る琵琶湖疏水と南禅寺」暮らしの中の京都の水・琵琶湖疏水勉強会（平成 27年 4月 8日） 

・第７回世界水フォーラム（平成 27年 4月 12～17日、韓国・大邱広域市及び慶州市）への参加 

-テーマプロセス／水文化セッション「和(環)の水保全」（平成 27年 4月 15日） 

-サイドイベント「京(今日)の水語り」（平成 27年 4月 15日） 

-市民フォーラム「第 3回京都 2003から第 7回大邱まで」（平成 27年 4月 16日） 

-日本パビリオン・ブース展示「市民の水の間」（平成 27年 4月 12～17日） 

・「至高の水上茶会」公益財団法人京都地域創造基金事業「高瀬川きき水ガーデン」（四季 AIR等主催）と連

携（平成 27年 9月 5日） 

・「茶会 初めの一服」「茶道部」活動開始（平成 27年 10月 3日及び 17日） 

  



<水の環> シンポジウム開催にあたって 

一般社団法人 Com aqua 代表理事 渡邉紹裕 

 

「水につながる、水でつながる～水の環」Com aquaは、設立三年度目を迎えました。この間、<しずく会員>

のみなさまを中心にして、多くの方々に支えられ、つながりを拡めることができました。 

 水をめぐっては、日本でも世界でも、今なおさまざまな問題が解決されずにいます。この夏は、日本でも洪

水などの水災害が頻発しました。そんな中で、みなで共同して、水のリスクに備え、水の恵みを授かり、水が

育む環境を守っていく．．．こうしたことの意味を考え、「水つながり」を一層広く、強くすることの役割を改め

て感じているところです。 

本年４月には、韓国の大邱広域市及び慶州市で、第７回世界水フォーラムが開催されました。世界水フォー

ラムは、3年に 1回世界の水関係者が一同に会する交流の場ですが、Com aquaは多くの仲間と手を取り合って、

<世界水フォーラム市民ネットジャパン>を仕立てて参加し、皆で水を考え水保全に取組む意義を、世界の仲間

に発信してきました。 

京都は、第３回世界水フォーラムが開催されるなど、世界の水問題を考える中心地のひとつです。Com aqua

は、第 7回フォーラムでの成果をも踏まえて、京都での「水つながり」をしっかり固める場になっていこうと

思います。 

今回、三年度目を迎えるに当たって、京都を支える「いのちの水」を運び、電気を起し、庭園や水辺の景観

を創り出している琵琶湖疏水を中心にして、「くらしと京の水」をテーマに<水の環>シンポジウムを開催するこ

とに致しました。明治期の京都の復興や日本の近代の礎を築き、京都と琵琶湖や下流の淀川・大阪を繋ぐ連携

の軸となってきた琵琶湖疏水から<水の環>を考えたいと思います。 

会場では、水に関わるユニークな仲間が、さまざまな活動を紹介する展示会も開催します。秋の一日、水で

つながりましょう。 

 
一般社団法人 Com aqua 

理 事 

渡邉 紹裕 京都大学大学院地球環境学堂（代表理事） 

井上 新一 (株)銀花園 （副代表理事、事務局長） 

河合 美奈子 アイリス化成(株)（副代表理事） 

内海 貴夫 前京都市会議員、日本環境議員の会 

山本 修三 洛西土地改良区 

寶  馨 京都大学防災研究所所（理事格顧問） 

監 事 

髙瀨 博浩 (有)たかせ／Takase The BARBER 

顧問税理士 

志田 育夫 税理士法人 プロタッグ・パートナーズ 

海外協力者 

Erhan AKCA アドゥヤマン大学／トルコ・アドゥヤマン 
Waleed H. A. EL HASSAN 国立水研究センター／エジプト・カイロ 
David GROENFELDT 水文化研究所／米国・ニューメキシコ 
Soontak LEE 嶺南大学校／韓国・慶山，国際水文環境学会 
Agnes RAMISELA ハサヌディン大学／インドネシア・マカサル 
Ahmet SAATCI トルコ水研究所／トルコ・イスタンブール 
Jhr Ir Diederik SIX ICOMOS 国際記念物遺跡会議オランダ／オランダ・アメルスフォールト 
WU Rayshan 国立中央大學／台湾・中壢 

 

 

事務局  （事務局長 河合美奈子） 

〒606-8357 京都市左京区聖護院蓮華蔵町 

E-mail  info@comaqua.org    Fax:075-708-8006  

URL: http://www.comaqua.org 

 


