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11月21日（金）に、毎年恒例の宜野座高

TEL ０９８０－５３－６３２１ FAX ０９８０－５２－６３０３

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/
※ダム管理及び広報誌に対する、ご意見・ご要望は、上記の

連絡先までお願いします。

11月22日（土）に大保ダムでコカ・コーラ「森に学ぼう」in大宜味村が開催されました。

この活動は大宜味村と沖縄コカ・コーラボトリング㈱が平成21年度から大保ダムで植樹活動（シークヮーサーとツバキ）

を行っているもので、当日は曇りの天気となり時おり小雨も降りましたが、約160名の方が参加され、これまで過去５年

に植樹・育樹したシークヮーサーとツバキの成長を観察しながら、肥料を入れたり水をあげるなど多くの親子が育樹活

動を行い、美ら森づくりに賑わいました。

森に学ぼう体験プログラムとして、シークヮーサー収穫体験やエコバッグづくり、フォトフレームづくりのほか、ダムの

中を見学する監査廊見学などが行われました。 エコバッグづくりでは、マイバッグに色とりどりの絵を描き、満足気に見

せる子供たちの笑顔や、自然の中で野鳥を観察して喜んだりと環境学習としても良い１日を過ごせたことでしょう。

校「校内マラソン大会」が漢那ダムで開催

されました。

湖畔公園をスタ－トして脇ダムや本ダム

を回るコ－スを、男子は2周（7.0ｋｍ）女子

は1周（4.0ｋｍ）し、夏を思わせる晴空の下、

高校生達は爽やかな青春の汗を流してい

ました。

漢那ダムでは、湖畔公園や脇ダム・本ダ

ムなどを回る３パタ－ン（１，２，３ｋｍ）の

ウォ－キングコ－スを設定しており、どなた

でも自由に利用することができます。

コ－ス沿いには、駐車場やトイレ、水飲み

場などもあり、周辺の緑や水辺などの自然

環境や景観を楽しみながら快適に歩くこと

ダムの歳時記

【イベント情報】

漢那ダムでは、本ダム下流右岸側に

「どんぐりの実」が生っています。これか

らの時期どんぐり拾いはいかがですか。

また、テニスコート沿いには『フヨウ』が

ピンク色の花を咲かせています。是非、

見に来てください。

○12月13日（土）・・・・・国頭村 第2回 国頭トレイルランニング大会

○12月13日（土）～14日（日）・・・・・名護市 第27回名護・やんばるツ－デ－マ－チ

湖畔公園（スタート） 脇ダム

平成２６年12月１日現在

国ダム（９ダム）貯水率：９３．２％

（前年度同日の貯水率 ６５．９％）

フヨウ

環境や景観を楽しみながら快適に歩くこと

が出来ます。

元気と時間があればコ－スを外れ、渡り

鳥やトンボがたくさんいる「めだかの学校」

や本ダム横の階段を降りて下流河川の「マ

ングロ－ブ林」まで足を伸ばすのもいいか

もしれません。

沖縄もこれから涼しくなり運動には最適

な季節になります。漢那ダムで汗を流して

みませんか。

【イベント情報】

【今月（12月）の行事予定】
当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

○12月13日（土） 14日（日） 名護市 第27回名護 やんばるツ デ マ チ

○12月14日（日）・・・・・宜野座村 宜野座バーガーフェスタ （宜野座村農村公園）

11月10日（月）に羽地ダム地域防災センター（ダム資料館）におい

～羽地ダムにてワークショップを開催～

（一財）河川情報センターより講師を招いての講習会4（木） 広域水管理課

ダム施設調査（羽地ダム）12（金）

水文関係講習会

8（月） 羽地ダム 大規模土砂災害緊急調査訓練 現地計測、氾濫解析訓練

日（曜日）

2（火）

内　　　容行　事　名　称

5（金）

ダム施設調査（大保ダム）

ダム施設調査（漢那ダム）

担　当

管理課

管理課 ダム管理施設等の調査

管理課

16（火） 福地 安波ダム K SATの設置訓練

下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練11（木） 漢那ダム 漢那ダムオイルフェンス設置訓練

12（金） 電気通信課 Ku-SATの設置訓練
災害時における衛星を用いた情報通信の訓練

）

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

湖水友の会は、会員の皆様にダム管理に関する情報及び各種イベントの案内等を行い、ダム管理業務

に対する一般者の理解を深めること及び水源地域の活性化を図ることを目的としています。

会員特典
①広報誌を毎月配信、②ダムツアーにご招待

③カヌー体験にご招待、④イベント会員枠確保

⑤会員専用駐車場確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申込みは、下記メールアドレスへ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

詳しくは、北部ダム統合管理事務所 管理課 管理係 TEL:0980-53-2442まで。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp
現在会員数 ２５１名

て、展示内容を小学4年生レベルでも理解できることを目安として、よ

りわかりやすく伝えるにはどうしたらよいのかを考えるワークショップ

を、事務所内メンバー約10名の参加により開催しました。

今回は、「沖縄本島の水管理システム」コーナーを対象に、課題と

その改善案について、展示物の壁面に各自の意見を書いたメモを貼

り付け、参加者全体で自由に意見交換を行いました。

この日のワークショップでは、「タイトルがかたい、説明内容が合っ

ていないのでは？」「各地域の水道水がどの水源から供給されてい

るのか、ラインを色分けするとわかりやすい」「ダムからの水が各家

庭に届くまでの期間を示すと興味が持てる」など、色々な意見が出さ

れました。

今後、これらの意見も踏まえて、よりわかりやすい展示内容の工夫

を図っていきます。

16（火） 福地・安波ダム Ku-SATの設置訓練

サブタイトルを追加 凡例をわかりやく説明

パネルや資料

を添付

北部、中南部の境

界線や都市名を追

加

）
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１１月１１日(火)と２７日(木)に水消費地の本島中南部の小学生を対象に、社会科見学の一環と

して、ダム及びダム周辺環境について学習する「ダム環境体験学習会」を開催しました。

１１日は浦添市の神森小学校の４年生を招き金武ダムと漢那ダムで開催、２７日は那覇市の仲

井真小学校の４年生を招き羽地ダムで開催しました。

体験学習会はダム施設、やんばるの森や水の大切さを学ぶことを目的とし、ダムの役割、ダム

の環境保全対策 ダム管理の仕事などについての学習のほか ダムについての○×クイズ 水

１１月１３日（木）及び１４日（金）に北部ダム統合管理事務所職員及びダ

ム管理支援業務技術員、水質調査請負業者等が参加して今年度２回目の

水質検討会を開催しました。

本検討会は、ダム貯水池水質データ等の情報共有と効果的な水質調査

技術の確立を目的としています。

１日目は、当事務所の水質アドバイザーであり、沖縄地方ダム管理フォ

ローアップ委員会等の委員である盛下勇先生を講師に迎え、羽地ダム貯水

池において、水色測定や計測機器による水温・濁度・DO等測定の水質調査

現場実習を行いました。

２日目は、盛下先生に北部ダム統合管理事務所管内９ダムの今年度上半の環境保全対策、ダム管理の仕事などについての学習のほか、ダムについての○×クイズ、水

質パックテストと呼ばれる水質調査の体験、ダムで整備した湿地や河川で生息する生き物の観察

などを体験してもらいました。

今回の学習会で多くの子供にやんばるの森や水の大切さをお伝えできたと思います。今後もダ

ムや水源地域の事に関心を持ってもらうためにこの活動を継続してまいります。

２日目は、盛下先生に北部ダム統合管理事務所管内９ダムの今年度上半

期水質調査結果を報告し、アドバイス等を頂いた後、「水質調査の目的と今

後の課題」と題しましてご講義頂きました。

今後も本検討会を通じて職員等の技術向上につなげていきたいと考えて

います。水色計による水色計測状況

１１月１８日（火）～２１日（金）の期間中に羽地ダム、大保ダム、福地ダム、新川ダムにおいて羽地中学校の生

徒２名を受け入れ職場体験を実施しました。

机上ではダムの役割や維持管理の役割について、資料館では文化や歴史について学んで頂きました。ダムの

監査廊内においては、実際に漏水量測定を行いました。また、最終日には防災訓練としてオイルフェンスの設置

訓練を職員と一緒に体験してもらいました。

体験学習をした２名の中学生からは ４日間の職場体験を受けて「ダムは洪水や断水から守ってくれるのであ体験学習をした２名の中学生からは、４日間の職場体験を受けて「ダムは洪水や断水から守ってくれるのであ

りがたいと思った」「いろいろなダムを知ることができて良かった、ダムの仕事をもっと知りたい」との感想がありま

した。

今回の職場体験において職業観の育成に役立つことを願っています。

資料館での学習（羽地ダム） 監査廊内の漏水量測定（新川ダム） 湖面巡視（大保ダム）

漢那ダム水質調査の様子金武ダム説明の様子

１１月２３日（日）に羽地ダム「蔡温あけみお湖」に

てカヌー体験を実施しました。羽地ダムカヌー体験

は水源地域ビジョンの一環として昨年から開催し、

今年２回目を迎えました。１１組２３名の方に参加し

ていただき、カヌーを通じてダム湖の動植物の観察

など自然と触れ合って頂きました。

今回は、新たに湖面上でクイズ大会やバランス

ボールを使ったゲームなど参加者のみなさんにより

楽しんでもらえるようなイベントを取り入れました。

今回参加された方々の感想やアンケートを基に、

ダム湖活用による地域の活性化へつなげていきた

いと考えています。

漢那ダム下流

参加者の記念撮影

バランスボールを使ったゲーム大会

羽地ダム取水塔 羽地ダム下流河川

漢那ダム第２貯水池
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ウォ－キングコ－スを設定しており、どなた

でも自由に利用することができます。

コ－ス沿いには、駐車場やトイレ、水飲み

場などもあり、周辺の緑や水辺などの自然

環境や景観を楽しみながら快適に歩くこと

ダムの歳時記

【イベント情報】

漢那ダムでは、本ダム下流右岸側に

「どんぐりの実」が生っています。これか

らの時期どんぐり拾いはいかがですか。

また、テニスコート沿いには『フヨウ』が

ピンク色の花を咲かせています。是非、

見に来てください。

○12月13日（土）・・・・・国頭村 第2回 国頭トレイルランニング大会

○12月13日（土）～14日（日）・・・・・名護市 第27回名護・やんばるツ－デ－マ－チ

湖畔公園（スタート） 脇ダム

平成２６年12月１日現在

国ダム（９ダム）貯水率：９３．２％

（前年度同日の貯水率 ６５．９％）

フヨウ

環境や景観を楽しみながら快適に歩くこと

が出来ます。

元気と時間があればコ－スを外れ、渡り

鳥やトンボがたくさんいる「めだかの学校」

や本ダム横の階段を降りて下流河川の「マ

ングロ－ブ林」まで足を伸ばすのもいいか

もしれません。

沖縄もこれから涼しくなり運動には最適

な季節になります。漢那ダムで汗を流して

みませんか。

【イベント情報】

【今月（12月）の行事予定】
当事務所の今月の予定は、次の表のとおりです。

○12月13日（土） 14日（日） 名護市 第27回名護 やんばるツ デ マ チ

○12月14日（日）・・・・・宜野座村 宜野座バーガーフェスタ （宜野座村農村公園）

11月10日（月）に羽地ダム地域防災センター（ダム資料館）におい

～羽地ダムにてワークショップを開催～

（一財）河川情報センターより講師を招いての講習会4（木） 広域水管理課

ダム施設調査（羽地ダム）12（金）

水文関係講習会

8（月） 羽地ダム 大規模土砂災害緊急調査訓練 現地計測、氾濫解析訓練

日（曜日）

2（火）

内　　　容行　事　名　称

5（金）

ダム施設調査（大保ダム）

ダム施設調査（漢那ダム）

担　当

管理課

管理課 ダム管理施設等の調査

管理課

16（火） 福地 安波ダム K SATの設置訓練

下流河川へのオイル流出防止を目的とした設置訓練11（木） 漢那ダム 漢那ダムオイルフェンス設置訓練

12（金） 電気通信課 Ku-SATの設置訓練
災害時における衛星を用いた情報通信の訓練

）

☆湖水友の会メール会員募集中！（特典満載）

湖水友の会は、会員の皆様にダム管理に関する情報及び各種イベントの案内等を行い、ダム管理業務

に対する一般者の理解を深めること及び水源地域の活性化を図ることを目的としています。

会員特典
①広報誌を毎月配信、②ダムツアーにご招待

③カヌー体験にご招待、④イベント会員枠確保

⑤会員専用駐車場確保

※なお、希望者多数の場合は、抽選となります。

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申込みは、下記メールアドレスへ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

詳しくは、北部ダム統合管理事務所 管理課 管理係 TEL:0980-53-2442まで。

申込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp
現在会員数 ２５１名

て、展示内容を小学4年生レベルでも理解できることを目安として、よ

りわかりやすく伝えるにはどうしたらよいのかを考えるワークショップ

を、事務所内メンバー約10名の参加により開催しました。

今回は、「沖縄本島の水管理システム」コーナーを対象に、課題と

その改善案について、展示物の壁面に各自の意見を書いたメモを貼

り付け、参加者全体で自由に意見交換を行いました。

この日のワークショップでは、「タイトルがかたい、説明内容が合っ

ていないのでは？」「各地域の水道水がどの水源から供給されてい

るのか、ラインを色分けするとわかりやすい」「ダムからの水が各家

庭に届くまでの期間を示すと興味が持てる」など、色々な意見が出さ

れました。

今後、これらの意見も踏まえて、よりわかりやすい展示内容の工夫

を図っていきます。

16（火） 福地・安波ダム Ku-SATの設置訓練

サブタイトルを追加 凡例をわかりやく説明

パネルや資料

を添付

北部、中南部の境

界線や都市名を追

加

）
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