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　春は黄砂、夏は台風襲来、阿蘇の豊富な湧水、

有明海の豊かな生態系など…。九州は天と雨と海

に近いところである。来る 8 月 6、7 日に開催され

る「雨水ネットワーク会議全国大会 in 福岡」に先

駆け、当地の雨・水事情を知ろうと、編集部は福

岡を訪れた。　 （編集部　高橋朝子）

＊

　全国大会主催の中心的役割を担う「NPO 法人

南畑ダム貯水する会」*1 は、福岡市の雨水を大切

に利用する活動を進める人たちが集まって作った

団体である。現在、「7.19 デー」( 後述 ) や「雨水ネッ

トワーク会議全国大会」の準備で大忙しの時期に、

坪井将
まさしろ

代理事が、丁寧に取材に応じてくださり、

いくつかの雨水スポットを案内してくださった。

大切に雨を利用する池松さん宅
　まずは、福岡市に隣接する志免町の池松忠生さ

ん宅を訪問。池松さんは 1999 年、福岡県が節水

施策の一環から雨水利用モニターを実施したとき、

第 1 期モニターとして手を上げ、約 1 トンの雨水

タンクを設置しトイレの洗浄水に使い始めたのが、

雨水利用の始まりという。その後、洗濯用に、庭

の散水に、さらに少し離れた畑にもと使うように

なり、徐々にタンクを増設。それでも余りある雨

水をただ下水に捨てるのはもったいないと、オー

バーフローした水を桶やバケツにもため利用する

という徹底ぶりだった。水道料金は 4 人家族のと

きで、半分から 3 分の 1 になったという。広い庭は、

池松さんの好きな草花や野菜が数多く植えられて、

自然への愛情がいっぱいであった。

「南畑ダム貯水する会」の名前の由来
　根っからの福岡っ子で、1 級建築士、造園にも

造詣が深い角銅久美子さんは、ＮＰＯ法人南畑ダ

ム貯水する会の副理事長を務める。同会の事務所

「あメりっとステーション」のために、自宅を開放

している。同会が扱う製品は、食品貯蔵用のたる

を転用した「あメりっと」やイギリス生まれのコ

ンパクトな「エリザベス」など、ユニークな名前

の雨水タンクのほか、保水性レンガのプランター

「あめつち」、屋根のないところでも網で集水でき

る「雨葉」（P9 参照）などがある。緑があふれんば

とことん雨をためて使う池松さん（左）と南畑aダム貯水する会の坪井さん（右）
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かりの庭に様々な形の雨水タンクが置かれている。

　「福岡市は節水が大切。5 万軒の家で雨水利用を

すると、1 年間の節水できる水の量は、福岡市が

利用しているダムの一つである南畑ダムの貯水量

と同じ分量 ( 約 590 万㎥ ) に相当する。」と会の名

前の由来を話してくれた。

有明の水を博多が奪ったらいかん！
天と雨と海の循環が狂ってしまう！
　角銅さんは、博多どんたく、山笠、十日恵比寿

など、地元自慢の話を次々披露された後、「福岡市

は山と海が近くて、水量が少ない小さな川ばかり。

だから水もあまり川から取れない。それなのに大

都市となって水が足りなくなった。今は福岡市の

約 4 割の量を水道企業団から受けている。この水

は有明海に注ぐはずの筑後川の水で、分水嶺を越

えて水を福岡が奪ってしまうと、有明海の水循環

が狂ってしまう。博多湾はかつてはとても豊かな

海の幸があったけれど、今はもうない。有明の海

もだめになってしまう。」と話された。

　福岡市は市内に大きな川がなく、水道を 8 つの

ダムと近郊河川で約６割、福岡地区水道事業団水

道 *2 の約４割の受水でまかなっている。1978 年と

1994 年、福岡市は大渇水に見舞われている。いず

れも給水制限が 300 日近く行われ、それを教訓に

福岡市は節水意識や節水機器の普及に力を入れた。

　2003 年 12 月からは「福岡市節水推進条例」を

施行。規模の大きいビルなどに節水機器の導入や

雨水などの雑用水道設置の義務化を図った。その

効果からか、１人 1 日当たりの水使用量は 288ℓ

と少なめである。雨水利用については雨水タンク

設置の半額（上限 15,000 円）の助成制度がある。

2 度に渡る博多駅の浸水と
「７．１９デー」

　1999 年 6 月 29 日、福岡市は時間最大雨量 77㎜

を観測し、これに博多湾の大潮の満潮が重なって、

市内各地で河川があふれたり、下水道の能力を上

回ったりして市内全域に渡って約 3,500 戸もの浸

水被害となった。博多駅周辺も浸水し、不幸にも

提供：福岡市

　「雨水ネットワーク会議」とは、行政・自治体、学会、企業、市民等、雨に関連する様々な団体・個人
が自由に参加し、緩やかにつながりあい、互いに情報共有・情報交換をしていただくためのプラットフォー
ムとして、2008 年に立ち上がりました。
　「全国大会」は、年に１度、このプラットフォームへの参加者が一堂に会し、課題や最新の状況、開催
地ならではの実践事例等について、顔を合わせて情報交換し、学び合える貴重な機会です。
　専門性の高い各界の雨水リーダーから、一般市民まで、幅広い方々が集い、共に語り合い、雨水の課題・
実践・可能性を通して未来を見つめたいと思います。

雨水ネットワーク会議　運営事務局

第 2 回全国大会 へ、全国から多くのみなさまのご参加を歓迎します！
※ネットワーク会議への登録・非登録に関わらず、どなたでも参加できます。　（参加費無料）

詳しくは「雨水ネットワーク会議」 ウェブサイトへ…　 http://www.rain-net.jp/

p7 でも
関連情報を

お伝えしてい
ます。
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（上） 地下鉄博多駅。階段が滝の様になって、
ホームに向って流れ込んでいる。

（下） 地下鉄博多駅筑紫口から流れ込む濁流

�00�年7月19日冠水した博多駅周辺  冠水した博多駅付近を通勤の人々が歩いている。
地下設備のあるビルは、冠水して何時間も水が引
かなかったそうだ。
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駅付近のビルの地下で一人が逃げられなくなり亡

くなった。

　４年後、2003 年 7 月 19 日、福岡市では雨がほ

とんど降らなかったにもかかわらず、市内を流れ

る御笠川上流の大宰府で時間最大雨量 99㎜と観測

史上 1 位の豪雨となった ( 図 1 参照 )。約 1 時間後、

福岡市内の川は危険水位を突破し、またも博多駅

は浸水してしまった。浸水した建物は約 2,900 戸で、

そのほとんどが御笠川の流域である博多区であっ

た。

　1999 年の教訓から、福岡市では雨量や河川水位

の観測点を設置したり、地下があるビルなどに土

嚢や止水板を設けたりする対策が取られてきてい

た。しかし、博多駅周辺の地下施設があるビルで

は土嚢や止水板があるにもかかわらず、半数のビ

ルが浸水してしまった。防御できる設備があって

も、使わなければ洪水は防げない。地下設備の構

造を正確に把握し防御する対策や、情報伝達の訓

練等それぞれの管理者の連携などのソフト面も重

要な要素である。福岡市ではこの大洪水を記憶に

とどめ教訓として伝えるため「7.19 デー」として、

毎年 7 月 19 日に治水や雨水などに関するフォーラ

ムを実施しており、今年で７回目となるという。

＊

　九州では今、これらの他にも、熊本の地下水保

全運動や離島の水源確保などの行政・市民の活動

や、水循環や雨水浸透の技術的、学際的な学者等

の相互交流が、深まりつつあるという。坪井さん

はこれらを通じ、ネットワークすることの意義や

面白さを実感している。「今夏の雨水ネットワーク

会議全国大会で、九州の産官学民のネットワーク

をさらに広めていきたい」と意欲を語った。

（取材：2009 年５月 23・24 日）

図１　福岡市と太宰府市の降雨量（2003 年７月１９日）

特集

九州

雨水タンクがずらりと並ぶ、NPO 法人南畑ダム貯水する会の
事務所「あメりっとステーション」。

脚注
*1　NPO 法人南畑ダム貯水する会：
　　http://fukuoka.cool.ne.jp/usuikuru/ 
*2　 福岡地区水道事業団水道：福岡市をはじめとする福岡都市圏 19 市

町が構成する一部事務組合（地方自治法上の組織）で、筑後川の
水や海水を真水にしたものを供給している。
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アジサイが深緑に映える。

「雨水は水道より花木に優しい」と語
る、南畑ダム貯水する会副理事長の角
銅久美子さん。

地階への階段から水が侵入しないように後付で止水板を設置
したビル（博多駅前）。
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　｢選手の膝を痛めない世界一の

サッカー場を｣ という監督の要望

と「川の洪水対策を」という住民

の声を受けて実現したのが福岡大

学の仮設サッカー場だ。一見、何

の関係もない 2 つの要望がこれ

で一挙に満たされた。さらに、周

辺の気温を下げるヒートアイラン

ド対策まで可能になるという予想

外の効果も。一石二鳥ならぬ一石

三鳥を実現したサッカー場の秘密

とは？ （編集部：大沢幸子）

透水性と保水性を兼ね備
えた土
　人工芝の仮設サッカー場は福岡

大学の正門をくぐりぬけるとすぐ

に見つかった。3 年前に作られた

このサッカー場では現在、福岡市

と福岡大学が協力して実証実験を

行っている。その中心となって

データによる裏づけを取っている

のが、同大学工学部の渡辺亮一准

教授だ。

　「この人工芝の下は普通の土に

ポリマーと固化剤を混ぜ込んだ改

良土を使っています。この土こそ、

世界一のサッカー場を生んだだけ

秘密の土が選手の身と環境を守る
福岡大学 FIFA2 認定サッカー場

特集名

でなく、効果的な洪水対策を実現

させた秘密の素なのです。早速で

すが、その効果をお見せしましょ

う」と言って渡辺准教授は改良前

の土と改良土に水を注ぎ、透水性

の違いを証明する実験を見せてく

れた (P6 写真 1)。改良土の透水力

は普通の土の 30 倍以上という。

　この改良土は福岡市のシーマコ

ンサルタント社長の中島観司氏が

開発したもので、この土を使った

トース土工法は 10 年ほど前から

実用化されている。今、一般に行

われている人工芝グランドの工法

は、基盤をアスファルトで舗装し、

透過性を上げ、透過した雨水をそ

のまま排水路に流すというもので

ある。基盤が通常の土では、水に

濡れると土の中の細かい成分が浮

き出て水の透過を邪魔するので、

土が水に溶けて「ぬかるみ」とな

り、強度を保てない。

　しかし、アスファルトは硬すぎ

て選手の膝を痛めるばかりか雨水

をすべて川に排水するため、しば

しば洪水の原因ともなってきた。

アスファルトがもつこうした問題

を解決するために考案されたのが

このトース土工法だった。固化

剤で土中の細かい成分を固めて

透水性を上げ、ポリマーによっ

て一度含んだ水分を長期間保水

できるようにしたのである。

　

安いコストで環境負荷も
軽減
　施工の仕方は先ず、耕運機のよ

うな機械で表面 10c ｍほどの土

を軟らかくして、ポリマーと固

化剤をうまくすきこむ。その後

はローラーで整地し、その上か

ら人工芝をカーペットのように

敷いていくだけ。工期は約 2 週間。

アスファルトを敷くコストに比

べてかなり安い。

　ここで使われている FIFA 公認

のイタリア製人工芝にも工夫が

ある。構造は表面の芝部分と不織

布で巻かれたゴム製のクッショ

写真２　左写真と同じ場所の人工芝の表面温度を測定
　　　　（�007 年 8 月 18 日 ��：00 調査）
A：アスファルトの基盤上の人工芝グランド
B：トース土工法による人工芝グランド
昼は A、B ともに温度が高くなるが、B のほうは夜になって放熱して涼しくなる。

福岡大学仮設サッカー場。広さ約 10,000㎡。

人工芝の下の透水性保水機能がある地盤。
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ン材の二層になっており、日本

製に比べて弾力性と保水性に富

んでいる。接着剤は使っていな

いので、人工芝を使わなくなっ

たら巻き取り、溶かして再び製

品化が可能だ。

健全な水循環を取り戻す
突破口に
　実際にグランドに立ってみる

と、硬すぎず柔らかすぎず、足

に気持ちよい。狙い通り、選手

のけがも膝痛も減った。洪水対

策上も降雨量が 1 時間 20㎜なら

100％吸水でき、そのまま地下に

浸透するので、川への流出は激

減した。さらに、保水性の高さ

によりグランド上の気温を周辺

より 6℃下げるという想定外の

効果まで出ている（P5 写真 2）。

　透水性の舗装でよく問題にな

るのはゴミによる目詰まりだが、

この点も細かいごみはほとんど

人工芝で引っかかって土の間隙

がゴミでふさがれることはない。

人工芝を敷かないラクビー場で

もこの工法なら 10 年後も支障な

く使えることも実証済みだ。

　福岡大学では今後、構内に観客

席のある本格的なサッカー場を

同じ工法で作り、グランドの半分

の地下に雨水貯留タンクを設け、

半分は地下浸透させることを構

想中だ。ためた雨水はスプリン

クラーでの散水やトイレの洗浄、

非常用に利用する予定という。

　「浸透した雨水はすごくきれい

なので、緊急時にはフィルター

を通して飲み水にすることを提

案しています」と渡辺氏。福岡

市はこの工法に着目し、２つの

小学校に導入する予定だ。目下、

市内全校へ拡げるとどの程度の

効果があるかシミュレーション

をしている。公共のグランド、公

園、道路などにも導入していけ

　博多湾に砂州で本土とつながってい
る志

し か の し ま

賀島という場所がある。土地の人
は海水浴を思い浮かべるそうだが、神功
皇后が三韓征伐の際に立ち寄ったという
言い伝えがあり、古来から大陸との行来
の入り口であった。島にある志

し か の う み

賀海神社
は、稲作や鉄の伝来に深くかかわった阿
曇族という海人族の拠点であったともい
われ、海上交通の安全、塩・海産物の恩
恵をもたらす神として厚く信仰されてい
る。
　神社の神事である「山

やま

誉
ほめ

祭
さい

」は、「あゝ
ら　よいやま　しげったやま」と山を誉
め称え、五穀豊穰や漁業・狩猟の安全を

祈願し、採れた穀物や魚類に感謝する儀
式である。海の民が山を誉めるとは、山
から川へ、川から海への水循環とその恵
みへの感謝の意味があるのではないか。
今回、「雨水ネットワーク会議全国大会 
in 福岡」実行委員会がメインテーマに選
んだいわれであるそうだ。
　志賀島でちょうどお昼になり、入った
ところが漁協直営の食堂だった。地元の
人たちに人気がある店で、生け簀から
とった新鮮な魚を出してくれる。ちなみ
に、私たちが頼んだあわび丼はたっぷり
あわびが入っていて、とっても満足だっ
た。 ( 高橋朝子 )

志賀海神社はこんもりした森の中にある。境内
から見下ろせば、透き通った海の浅瀬に鷺が休
んでいた。2005 年の福岡県西方沖地震の際に
破損し、本社は修復されていた。
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写真 1：改良前のグランドの真砂土（左）とポリマーと固化剤を
混ぜて改良したトース土工法の土（右）の透水性を比較する実験。
水を注ぐと、右はスーッと水が浸透するが、左は水がなかなか落
ちていかない。土の中の細かい成分が間隙を覆っているので、上
に浮き上がり水の浸透を防いでしまうのだ。

渡辺  亮一　Watanabe Ryouichi
福岡大学工学部準教授。社会デザ
イン工学科流域システム研究室。
福岡市内のすべての川を対象とす
る流域対策委員会の委員長も務め
る。そのほかにも川の清掃活動、
魚類調査、水生生物観察会、ホタ
ルの保護、打ち水プロジェクトな
ど、さまざまな活動を展開してい
る。

ば、健全な水循環を取り戻す上

で大きな効果が期待できるだろ

う。

「九州 あま ほめ祭り」   全国大会 in 福岡   メインテーマのいわれ、志
しかのうみ

賀海神社

ネットワーク会議全国大会で、この
FIFA� 認定の人工芝サッカーグラウ
ンドの「打ち水」を体験できます。
８月６日 17:30-18:00

「雨水で地球を冷やそう！」
解説：渡辺亮一

図 1　福岡大学仮設サッ
カー場の構造：上から、
人 工 芝、10 ㎝ の 改 良 土

（トース土）、ジャリの路
盤、路床。
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全国から参加しよう！

古代の日本では天、雨、海はみな「あま」とよばれ、私達のご先祖
はそのつながりを意識しながら暮らしていたと言われます。雨水か
ら始まる山－川－街－海のつながり。多方面の関係者がお互いの関
連を再認識し、協力し合っていくネットワークを育めるよう、夏に
向けて大いに盛り上がりたいと思います。多くのみなさまの福岡へ
のご参集をお待ちしています。

雨水ネットワーク会議全国大会 in 福岡実行委員会 実行委員長  島谷  幸宏　

（10:00-12:00　雨水利用自治体担当者連絡会　2009総会）
13:00-　開会式 
13:15-　【基調講演】水危機に雨水ネットワークで立ち向かおう―問題は水、解決は雨水―
　　　　　　　　　　　ドクトル雨水・村瀬　誠　東邦大学薬学部客員教授

14:05-　【特別報告】水循環法の取組　松井三郎 京都大学名誉教授・水制度改革国民会議議長

14:20-　【雨水ネットワークからの活動報告】
 ❶「国政からの最新状況」国土交通省 土地・水資源局 水資源部長 上総周平

 ❷「建築学会の取組」（社）日本建築学会雨水建築規格化小委員会 主査 神谷  博

 ❸　行政から：千葉県市川市／愛媛県松山市／熊本県熊本市／福岡県福岡市

 ❹「『水と生きる』の取組」サントリーホールディングス株式会社 水科学研究所長 樋口直樹

 ❺「雨水貯留浸透施設としての人工芝グラウンド」

　　　　　　　　　福岡大学工学部社会デザイン工学流域システム研究室 准教授 渡辺亮一

 ❻　NPO法人南畑ダム貯水する会／福岡市立野多目小学校

16:35-　【解説セッション】
　　　　　コーディネーター：山下三平　（九州産業大学工学部基礎デザイン学科 教授）

　　　　　パネラー：村瀬誠、神谷博、原賀いずみ（豊の国海幸山幸ネット）、樋口直樹、他

17:30-　【雨水で地球を冷やそう！】
　　　　  FIFA2認定の人工芝サッカーグラウンド：打ち水デモンストレーション　解説：渡辺亮一

18:00-　【親睦会　酒・肴・旬の産物とりそろえ〜九州うまかもん自慢！】
  会場：文系センター棟レストラン（要事前予約）（-20:00）　

８月６日（木）デイ・テーマ：情報を共有しよう！

８月７日（金）デイ・テーマ：情報を交換しよう！

●参加料金
全国大会全体への参加は無料で
す。ただし、親睦会は参加料をい
ただきます。
◦８／６ 18:00-20:00
　親睦会　参加費：3,000円

●資料集
今回開催の公式資料集を販売しま
す。是非お求めください。

●参加方法
以下の項目を記述の上、FAXか、
e-mailにて事前にお申し込みくだ
さい。
①参加希望日
　 ８/ ５（水）玄海島ツアー
　８/６(木)・８/7(金)
　８/ ８(土)= バスツアー
（参加予定日を全て記述ください。）

② ８/ ７参加希望分科会
天・雨・海・ライフ・Liken
（いずれかを選択記述ください。）

③ 参加者（全員の）お名前・所属・
住所・電話・FAX・緊急連絡先

オプショナルツアーを行います！
●８/ ５（水）
　「玄界島ツアー」
　(交通費各自負担）

＊＊＊＊＊
●８/ ８（土）　
　エクスカーション・
　バスツアー
　（要事前予約・参加費 3,000円）

詳しくはお問い合わせください。

●申込み締め切り
　７月23日(木)

●お問い合わせ・お申し込み
雨水ネットワーク会議全国大会in
福岡実行委員会事務局
　TEL:092-211-1556　
　携帯： 090-1603-1811
　（事務局坪井　直通）　
　FAX：092-557-3829
　E-mail：messi-ah@nifty.com

●詳細情報
雨水ネットワーク会議ウェブサイ
トに随時掲載していきます。
http://www.

rain-net.jp/

9:30-　雨水に関わる５つの分科会：【 天・雨・海・ライフ・Liken 】

①分科会
　　「天」

②分科会
　　「雨」

③分科会
　　「海」

④分科会
 「ライフ」

⑤分科会
　「Liken」

11:00-　【全体会】　成果と課題の確認
　　　　　コーディネーター：島谷幸宏 九州大学大学院工学研究環境都市部門 教授

11:45-  閉会式　　（-12:00）
（13:00-17:30　ため池シンポジウム in 北部九州）※こちらにも合わせてぜひご参加ください。

水害、雨水から正そう〜治水と防災・渇水をテーマに
レポーター： 福田安秀（千葉県市川市 水と緑の部河川・下水道管理課）
統括：古賀邦雄（古賀河川図書館 主宰）

豊かな食のために大切な水を蓄えよう〜農業・山・食料と雨をテーマに
統括：山下三平（九州産業大学工学部基礎デザイン学科 教授）

過去から未来へつなぐ雨水教育〜海・祭り・環境教育と雨をテーマに
コーディネーター： 案納利江子（玄界灘を守る会）
レポーター：山本廣子（和白干潟を守る会）、古賀偉郎（NPO 法人 志賀島歴史研究会）
統括：山下輝和（NPO 法人 南畑ダム貯水する会 理事長）

 貯める技術と方法、貯めた雨の使い方
＜降った雨を全部有効利用する究極の住宅実験　ワークショップ＞
建築士・造園士・設備士・学生・主婦・一般市民などが討論します！
レポーター：笠真希（早稲田大学芸術学科 客員講師）
統括：山本（上田）真樹　（福岡県建築士会 理事）

緑化・スポーツ・健康と雨をテーマに…
　　　統括：渡辺亮一　（福岡大学 准教授）
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2009 年 6 月 1 日、ドクトル雨水こと村瀬

誠が、グラフィックデザイナー佐藤卓氏の

オフィスをお訪ねしました。東京・銀座の

真ん中で、今私たちが飲む水をめぐって行

われた対談から、その一部をお届けします。

一杯の水のありがたさ
村瀬  2007 年の water 展企画（※１）でご

一緒して以来ですね。

佐藤  あの時はお世話になりました。またお

会いできて光栄です。

村瀬  その後、浄水器ブランド「クリンスイ」

の CI（※２）を手がけられたんですね。
水に関連したデザインで、赤をメイン

にするというのは珍しいのでは？

佐藤  今回は水そのものではなく「水と向き

合う会社の姿勢を表現する」ために、

情熱や明るさ、またはレスキューなど

のイメージを喚起する「赤」を選びま

した。「水＝青」に対して、

あえて反対の色をぶつけた

ことには、通常の水に対す

る概念を変えていこう、と

いう意図もあります。

村瀬  なるほど。

佐藤  いつでもコップ一杯

のきれいな水が手に入り、

それを安心して飲めること。日本人は

あたりまえのように感じていますが、

実は本当に「有り難い」幸せなことだ

と思います。水道から出てくる水の

ルーツ。忘れがちなんですが、それを

思い返すような意識の転換を伝えた

い。

村瀬  つまり、一杯の水の背景にある水循環

を想像し、実感するということですね。

佐藤  そのとおりです。水道の出口で水をお

いしく処理する技術がいかに優れて

いても、それだけで全て良しとはなら

ないはず。生命にかかせない水と向き

合う私たちの姿勢はどうなんでしょ

うか。

「浄化」とはなんだろう
村瀬  たしかに、技術の進歩が問題の根源か

ら目をそらす方便になってしまって

はいけませんね。ところで佐藤さんは、

「きれいな水」の究極とは何だと思い

ますか？

佐藤  難しい質問ですね。現在「浄化」とし

て行われているのは汚れや菌をとり

のぞくことだと思いますが、その汚れ

の原因も人間の営みから生まれてい

るともいえます。

村瀬  まったくそのとおりなんです。本来、

水は何もしなくてもきれいなもの

だった。実際、天から降ってくる雨は

天然の蒸留水。太陽が作った究極の浄

水といえます。

佐藤  雨は、まさしく「天（あま）」水とい

うことですね。現代社会はそのことを

あまりに忘れてしまっている気がし

ます。

村瀬  残念なことですが、雨水は不衛生とか

洪水を引き起こすやっかいなものと

だけ思われてしまっている面があり

ます。本当は、46 億年前から続く地

球の水循環、浄化された水が雨となっ

て降り注ぐ、その繰り返しがあってこ

そ、私たち全ての生命は育まれてきた。

でも、自然と人の距離が遠くなり、現

代人が水を使用して川に流し汚すス

ピードは、自然の浄化能力を超えてし

まっています。

佐藤  なるほど。「おいしく飲めない水道水」、

それがなぜなのかを考えると、根っこ

には、人が自ら招いてしまった地球規

模の水循環の危機があるということ

ですね。

水と、雨と、デザインと
佐藤  「水」は今、私たちにとってとりわけ

大切なテーマ。私自身、デザインと

いう立場からもとても興味があり、

「water 展」以降も意識が広がってい

ます。水の源は雨で、雨こそが大切な

キーワードなんだ、という村瀬さんの

お話にはいつもながらとても刺激を

受けます。

コップ一杯から見つめる水循環
 佐藤 卓  ＆ ドクトル雨水 の 天水トーク

村瀬  「雨水利用」のことを英語では「レイ

ンウォーター・ハーベスティング」と

いうんですが、これは日本語にする

と「雨を収穫する」という意味。まさ

に雨の恵みを体現した言葉で、「利用」

と言うときとはまた印象が違う。背後

にある、雨に感謝する

思いが見えてくるん

ですね。私はこれをさ

らに「天の水を収穫

する＝スカイウォー

ター・ハーベスティ

ング」と言うのが気

に入っています。

佐藤  なるほど、それはすてきな表現ですね。

雨をポジティブに受け止めようという

発想は、デザインを通した新しい価値

観やライフスタイルの提案に通じます

ね。

村瀬  雨水で世界の問題を克服しようという

活動に興味はありますか？

佐藤  デザインにはものの見方を変えるきっ

かけ、入り口を作る役割があります。

多くの人に届き、すてきだなと感じて

もらうことで社会が変わる、そんな可

能性がデザインにはあると思っていま

す。デザイナーとして、単に売れるも

のを世に出すというだけでなく、メッ

セージをより多くの人に、よりわかる

ように伝えることが、仕事の本領だと

思っています。今後「スカイウォー

ター・ハーベスターズ」をデザインで

サポートしていく日が来るかもしれま

せんよ。

村瀬  ぜひよろしくお願いします。今日はど

うもありがとうございました。

NEWS  ▶ラジオ J-WAVE 『Cleansui Morning Table』（毎週金曜日AM6:40～）の「water alive～水道水を飲もう!～」のコーナーで佐藤卓さんのメッセージが聞けます!（6/19～7/31の７回）

村瀬　誠・ドクトル雨水（左）
NPO 法人雨水市民の会事務局長

佐藤　卓（右）
日本を代表するグラフィックデザイナー。数多
くの商品デザインをはじめ幅広い分野で活躍。
www.tsdo.jp

※１ water 展
東京ミッドタウ
ン 21_21 DESIGN 
SIGHT で 2007
年、開催された、
佐藤氏ディレク
ションの企画展

※２ C I
コ ー ポ レ イ ト・
ア イ デ ン テ ィ
ティの略称。企
業が持つ特徴や
理念を簡潔に表
したブランド名
やロゴ等のこと
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九州、雨
あま

人
びと

、よか出会い

アクロス福岡。1995 年竣工。コンサートホールや国際会議場な
どが入っている。ステップガーデンの散水に雨水を利用。

（左）全景、（右）「アクロス山」からのステップガーデン眺望。

水循環を象徴する
カッパ。イラスト
を描いた、
沖本　圓さん

ネットで ?! 雨をキャッチ。
「雨葉」を商品開発した、
吉村正暢さん

雨を集めるなら、屋根やシート、
何か面を広げて当たり前。まさか
すかすかの網を使って雨を貯める
ことなど、できるのだろうか！？
……コロンブスの卵的発想の転換
で装置を生み出した吉村さんは、
その効果の実証データをウェブで
も公開している。畑仕事に必要な
水。運ぶ重労を緩和させたいとの
想いを丁寧に追求し、製品化にま
でこぎつけた。（p1� 掲載の「雨葉」
広告もぜひご覧ください。）

志賀島（しかのしま）金印公園から臨む能古島
（のこのしま）。公園は、漢の光武帝が倭の国王

に贈ったといわれる金印が発見された場所。
Photo 紀行

　柔らかな色彩、柔和な
顔だちが印象的。全国大
会のポスター・チラシに
生息するカッパたち。蓮
の葉で雨と遊ぶものがい
れば、ぽつんと座禅を組むものも
いて、なんとも楽しい！ 
　「これはどんな意味があるのです
か？」と尋ねると、「以前目をつぶっ
た絵を描いたことがあったのです
が、今回は半開きにしてみました。
いよいよ悟りの境地に入ってきた
カッパなんです。」との答え。
　バックの海は博多湾。遠くに見
えるのは玄界島。雨、川、海、そ
して雲の水循環が見えてくる。よ
く見ると座禅のカッパのおなかに

は水晶玉が抱かれる。中で芽生え
る若葉は未来への希望だろうか。
　以前は画家を志し、二期展に 10
回ほど入選したこともあるが、「展
覧会の絵はごみを作っているよう
に思える」と言い、今は造園施工
管理士としての仕事の他、自然や
水循環の NPO 活動に勤しむ。
　一方、やはり創作活動にも想い
は深く、近い将来、玄界島に古く
から伝わる「百合若伝説」を絵本
にしたいと語った。
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スカイウォーター
プロジェクト

リポート

　この数年、スカイウォーター・プ
ロジェクトチームは、低所得者層へ
の雨水タンク普及に向けローコスト
タンクの開発を検討してきました。
今回は、タンク製作の工期を短縮し
コストダウンをねらった新たなロー
コストタンクの試作のため、� 月 1
日から 10 日まで、村瀬事務局長、
佐藤理事、小沢会員、荒井会員の �
名がバングラデシュに向かいまし
た。

猛暑の中での試作タンクづ
くり
　1 日目はタンクの土台となる基礎
打ち、� 日目からは型を組んでモル
タル流しです。汗だくになりながら
職人たちと型を組みました。�0 度
近い気温の中での作業は、私たち日
本人にはかなり応えました。基本的
にバングラデシュの職人は、ほとん
どが手作業です。ボルト締めも鉄筋
の結束も器用に手作業ですすめてい
きます。セメントと砂を素手で揉ん
で混ぜるのには驚きました。高さ 1.8
メートルの型の中にモルタルを詰め
る作業は、佐藤理事が職人の親方と
一緒に竹の足場に上がり指示を出し
ながら行いました。
　中一日おいて � 日目に型はずし
です。型の合わせ目の部分から少し
ずつモルタルが抜けるため、何箇所
か、“ す ” ができていましたが、他
は上手くセメントが詰まっていまし
た。型を少し改良して作業手順が慣
れれば、1 週間前後かかるリングタ
ンクより早い工期でタンクを作れる
ことがわかりました。

見えてきた課題
　今回シリンダータイプの雨水タン
クの試作に実際に取り組んでみて、
いろいろな課題が見えてきました。
一つは、コンクリートの厚さの問題
です。今回は、従来のリングタンク
と同じ �0 ミリで設定したために、
コンクリートを流し込むのにとても
苦労しました。現地では、通常、防
水施工していなかったこともわかり
ました。長期間使用していく上でも

バングラデシュ5月訪問レポート
ローコストタンク試作と課題

雨水市民の会会員　荒井  忠徳

防水処理が必要です。次回は、コン
クリートの厚さを増し、型枠をはず
せば完成できるようなものを目指し
たいと考えています。二つは、人件
費の問題です。ミキサー車を動かす
にも、コンクリートを流し込むにも
人足が必要です。今回は、試作とい
うこともあって、最大 � 人かけま
したが、作業方法や工程を見直し、
人件費のコストダウンを図る必要が
あることがわかりました。三つ目
は、材料費の問題です。材料を仕入
れ価格で購入できなかったため割高
になってしまいました。材料をいか
に安く仕入れるのかも今後の課題で
す。最後は、運搬の問題です。ミキ
サー車は運搬にかなりのコストがか
かります。ミキサー車が入れないよ
うな場所も少なくなく、新たにハン
ドミキサーの活用の必要性も見えて
きました。
　ともあれ、今回試作したシリン
ダータンクのコストを精査していき
ますが、ローコストタンク製作の実
現に向けた第一歩が踏み込めたと考
えています。今後は、内外のローコ
ストのタンクに関する情報の収集に
努めつつ、新たな開発に挑戦してい
きたいと考えています。最後に、市
民の会の新しいメンバーとなったア
スラムさんのことを報告します。自
身、長い年月、国連や NGO の活動
をし、雨水タンクの製作・設置の活
動に関わってきました。
　私たちが日本にいるときは、現地
事務所の代表であるワヒドさんの指
示の元、アスラムさんが現地で雨水
タンク普及のプロジェクトを行って
います。今回も私たちが日本に帰っ
た後、シュシランに残ってタンクの
完成まで監督し、指示をしています。

荒井 忠徳 　Arai Tadanori
雨水市民の会会員。スカイウォー
ター・プロジェクトの一員。バン
グラデシュの人たちに絵でわかり
やすく雨水利用について説明した

『天水活用マニュアル』の制作に携
わる。

� 日目。型を組み上げる。

ミキサー車でこねたセメントを運ぶ。

“ す ” が入らないように慎重にセメントを詰める。

� 日目。型をはずし、コンクリートの表面を上塗りする。

サトゥキラ県カリガンジュにあるNGO「シュシラン」
のトレーニングセンターにて。
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日程 プログラム（予定）

9/8
（火）

オープニング／基調講演：ハン・ムーヨング・
ソウル大学教授、小池俊雄・東大教授／国内外
から都市の排水と集水のエキスパート � 人によ
る招待講演

9/9
（水）

招待講演／セッション 1、２、３／ポスターセッ
ション

9/10
（木）

セッション �：ユネスコ特別ワークショップ「気
候変動と雨の管理｣　沖大幹東大教授、韓国ス
ウォン市長、他／墨田区の雨水利用施設見学

9/11
（金） 

招待講演　／セッション �、６／ポスターセッ
ション／閉会

（分科会は有料です。）

日程 プログラム（予定）

9/1�
（土）

特別講演 ( 同時通訳付 ) ／韓国、カナダ及び日本
の学生による雨水利用見学と雨水シティ及び雨水
博物館に関するワークショップ／学生と市民など
との交流会

都市の雨、新たな危機管理のために
　気候変動に伴い、世界中の都市が深刻な洪水、渇水
に直面する中で、都市における雨の危機管理は新たな
局面を迎えています。この会議のねらいの一つは、世
界の都市における雨水の排水と集水に関わる研究者、
NGO、市民及び行政関係者が最新の研究成果や実践
例を持ち寄り、これからの都市における水危機管理を
考えることです。
　またもう一つ、世界で 11 億人が安全な飲み水を欠
き、今後その数がさらに増えるといわれているなかで、
誰もが簡単にアクセスできる水源として雨水が注目さ
れていますが、この会議では、生命を救う雨水利用に
ついても取り上げます。

世界初の都市における排水と収集の
合同会議
　「雨水の収集管理に関する国際会議」（IWA）と「都
市排水モデリング国際会議」（IAHR）は、世界各地で
� 年ごとに別々に開催されてきました。このたび世界
で初めて両会議が合同で開催されます。近年、都市の
治水の主役だった下水道の排水能力を上回るような集
中豪雨が頻発しています。このようななかで今後都市
が気候変動に立ち向い持続可能な発展を成し遂げてい
くには、都市における雨水の排水と収集を総合化し、
都市の総合的な雨水管理戦略を練り上げていくことが
とても重要です。

市民にも開かれた国際会議
　これまでどちらかといえば、学者や研究者の発表と
いう色合いが強かった両会議ですが、今回は、市民に
も参加しやすいプログラムを用意しています。単に調
査及び研究成果の発表にとどまらず、内外の学者、研
究者と市民、企業及び行政関係者とが交流できる機会
としても機能します。河川整備基金の支援のもと、全
体会や、ポスト会議の 1� 日のワークショップを、参
加費無料、同時通訳付きで開催します。10 日午後に
行われる見学会（定員あり、事前予約要）やポスター

セッションも無料で参加できます。（テーマ別の分科

会への参加は有料で、言語は英語のみになりま

す。）

あなたも参加してみませんか？今秋、東京で
ユニークな雨の国際会議が開催されます

第 2 回雨水収集・管理及び第 8 回都市排水モデリングに関する合同国際会議
2009 年 9 月 7 日（月）～ 11 日（金）　会場：東京大学工学部（本郷キャンパス）

「持続可能な社会における都市の雨の管理に関するワークショップ」
2009年9月12日（土）　会場：（午前）すみだ中小企業センター　（午後）すみだ環境ふれあい館

　上記、IWA（国際水協会）と IAHR（国際水工学会）

の合同国際会議を契機に、もうひとつ、こちらのワー

クショップが行われます。

　午前中は、雨水の排水と収集に関する世界のトップ

レベルの研究者を招き、気候変動に伴う地球規模の降

水パターンの変化の解析結果や雨水利用の研究の最前

線の成果を学ぶための講演会が予定されています。

　午後は、韓国、カナダ及び日本の学生による墨田区

内、東京スカイツリー建設現場等の雨水ツアーと持

続可能な社会における都市の雨の管理に関するワー

クショップ・国際交流を予定しています。

主催：IWA（国際水協会）と IAHR（国際水工学会）
共催：東京大学 COE プログラム「都市空間の持続再生学の展開」

主催：特定非営利活動法人 雨水市民の会、後援：雨水ネットワーク会議（参加費：無料）

これらの会議への参加方法や、詳しい内容は、順次「雨水ネットワーク会議」ウェブサイトに掲載していきます。 http://www.rain-net.jp/

1

2

�全体会、ポスターセッション�
�は無料　　　　　　　　　　�
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健全な水循環を実現する
自然型雨水貯留池

水収支バランスを考慮した
排水処理を
　住宅地における雨水処理のやり

方がここ数年、変化してきている。

これはドイツだけでなく世界的な

傾向で、水循環全体の持続可能性

が重視されるようになった。その

ための技術として、浸透装置、屋

根緑化、雨水利用設備などがあり、

DWA や DIN1989 といったそれら

の計画、施工、運用に関する技術

基準も確立している。

　従来の下水道による排水の欠点

は、水の汚染を拡げ、集中豪雨時

に排水量を急激に増加させる点に

あった。その解決策として下水道

に分離器や貯留・浸透枡などを装

備するいわゆるエンド ･ オブ・パ

イプ方式 *� が講じられるように

なった。この方法は一定の成果

を上げてはいるが、コストがかさ

み、水循環全体の持続可能性とい

う観点からは抜本的な解決にはつ

ながっていない。

　それに対して、未舗装の土地に

掘った自然に近い雨水貯留池は

ピーク時の排水量を抑制するには

きわめて効果的だ。このような貯

留池はドイツでは最近、各地で数

多く見られるようになってきた

（写真 1 参照）。ここに降った雨は

池にたまり、地面に浸透し、地下

水を増やしてくれる。また、池周

辺の草木に降り注いだ雨は蒸発も

するので雨水の流出ははるかに少

なくてすむ。水循環全体の持続可

能性という観点からも従来型下水

道よりはるかに優れている。

　このような雨水の流出、浸透、

蒸散という水の収支バランスを配

慮した総合的な水管理の重要性

は、水管理法、土壌保護法などの

法律上もうたわれている。しかし、

実際に雨水対策を講ずる際に、こ

うした視点は欠けたままというの

が一般的である。

健全な水収支バランスの算
出法
　では一体、持続可能な水循環を

維持する水収支バランスをどう

やって知ることが出来るのだろ

う？開発されずに自然の状態で

残っている集水域における水収支

は、ドイツ連邦環境省から全国の

水文学的な地図を取り寄せて、そ

こに記載されている平均的な年間

降雨量や、潜在的な蒸散量に関す

る詳しいデータを基にして知るこ

とが出来る。地質に関するデータ

は該当する州当局で調べられる。

自然の水収支はこうしたデータを

もとに簡単に算出できる。より広

い地域や水文学的に複雑な条件の

ところは市販の水管理モデルを利

用すればよい。これらの利用は一

般に普及しており、洪水対策を立

てる際にも役立つ。開発の進んだ

地域の水収支計算には、個々の雨

水処理法ごとにおおよその収支バ

ランスを表した表１が参考になる

だろう。雨水利用設備を導入する

際にもこのような水の収支計算は

役に立つはずだ。

fbr-wasserspiegel*1  2008 年 7 月号より   Heiko Sieker   訳：大沢幸子

世界の雨水
ドイツ

写真 1　100ha の平地の雨排水を受ける自然型雨水貯留
池の排水出口（ベルリンのホッペンガーデン）

*1　 fbr-wasserspiegel：雨水利用先進国ドイツで fbr（水の有効
利用と雨水利用の専門家団）が発行する技術雑誌。

*2　 エンド・オブ・パイプ方式：一般的には、工場内や事業所内
で発生した有害物質を最終的に外に出さない方法のこと。こ
こでは下水道に分離器や貯留・浸透枡などを装備することに
よって雨水を下水道に排出しないことをさす。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

表1　対策別平均的な年間の水収支バランス

蒸散 浸透 流出

下水道

溝

土で作られた遊水地

コンクリートで作られた遊水地

雨水を浸透させる舗装用タイル

窪地からの浸透

縦穴からの浸透

排水溝からの浸透

窪地と排水溝とが関連なく
別々にある状態

窪地・排水溝が互いにつながり、
システム化されている状態

複数の窪地・排水溝システムが
相互に接続されている状態

建物内の雨水利用（トイレ、洗濯）

雨水の庭への散水

大規模な屋根緑化

小規模な屋根緑化

汚水を浄化するための沈殿槽

合流式下水排水槽

汚水を植物によって浄化する槽

*3

*4

未舗装および舗装され
た平地における水の収
支（流出、浸透、蒸散の）
バランス

表1  対策別平均的な年間の水収支バランス

*3　 建物内の雨水利用 ( トイレ、洗濯 )：雨水利用をしなければ水道
水を使うことになるので、雨水でまかなった分を浸透とみなす。

*4　 雨水の庭への散水：ドイツでは半年間はほとんど庭に水を撒
かない。屋根全体に降り注いだ雨水をすべて地下タンクに集
めると、高い頻度で地下タンクが満タンとなるから 70％は流
出、残り 30％が散水に使われて、地下浸透するものと考えら
れる。

未舗装の平地 舗装された平地
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環境学習

初めての企画展開催中！
たんけん、はっけん！すみだの自然～すみだの生きもの写真展
　環境学習室の一部をリニューアルし、初めての企画展を開催しています。
　一見、自然が少なく感じられるすみだのまちですが、区内を８つの川が流れ、寺
社や公園も数多くあります。小さな緑地や水辺も、都市に息づく虫や鳥たちの大切
なすみか。よく観察すれば、たくさんの生きものと出会うことができます。
　企画展では、向島百花園、大横川親水公園など、墨田区内のスポットで撮影され
た 60 種類以上の野鳥や昆虫の写真を展示しています。また、ふれあい館で見つけ
た植物や昆虫の情報を集める「生きもの情報局」コーナーなど、来館者が積極的に
自然と関わる参加コーナーも設けています。

＊
　展示された数々の生きもの写真、これが本当に都会で撮影されたもの？と驚かさ
れる豊かさに溢れています。生きものウォッチャーとして膨大なコレクションを誇

る撮影者は、墨田区職員でもあるため K.Yamada
と匿名で紹介されているのみですが、実は雨水
市民の会の理事でもある方です！
　また、この展示は、その編集・制作にあたっ
ても、ふれあい館スタッフが大いに奮闘すると
ころとなった、墨田区環境保全課の「すみだの
自然と生きものガイド＆マップ」の発行に合わ
せて企画されました。「ガイド＆マップ」は館
へのご来館で入手できます。

夏休み、ふれあい館へ GO ！
　ふれあい館に勤務するスタッフたちは、夏休み期間に向け、雨水をはじめ、環境
のさまざまなことを子どもたちが楽しみながら学べるプログラムの準備を進めてい
ます。
　昨年は、水の粒になった気持ちで水循環を体感する「水の大冒険」や雨をテーマ
にした工作「レインスティックをつくろう」などを行いましたが、今年はさらにパ
ワーアップ、ボリュームアップして、毎週土曜日のワークショップや、いつ来ても
楽しめるクイズラリーなど、来るたびに驚きや発見に出会うことができる館を目指
しています。プログラムの詳しい案内は、p15 に掲載しています。
　この夏はぜひふれあい館に足をお運び下さい！

雨水市民の会では、2008 年度より、墨田区の「すみだ環境ふれあい館」の
運営業務を受託し、日々館の運営に努めています。2 年目となった今年は、
夏休み期間に向けて多彩な企画で来館者をお迎えします。初めての試みも
たくさんありますが、スタッフ一同はりきって準備を進めています。

ふれあい館ミニクイズラリー
期間：7 月 18 日（土）～ 8 月 30 日（日）
クイズシートをもって、ふれあい館をま
わってみよう。雨水のこと、リサイクル
のこと、すみだの自然から世界の人のく
らしまで、きっと新しいおどろきや発見
が見つかります。ゴールするとポイント
がもらえます！

「みどりのカーテン」  はじめました！
今年は、中庭に面した展示室の窓際で、朝顔とゴーヤの「みど
りのカーテン」作りに挑戦しています。暑い夏、冷房なしの部
屋にどのくらい涼を得られるのか、実験してみます。先日植え
た苗は、タンクの雨水ですくすくと伸びています。

＜利用案内＞
すみだ環境ふれあい館
所在地：〒 131-0044
東京都墨田区文花 1-32-9（旧文花小学校）
tel：03-3611-6355
休館日：月・水・祝日
開館時間：10:00 ～ 16:00（入館は 15:30 まで）
入館無料
URL : http://www.city.sumida.lg.jp/
sisetu_info/siryou/kankyou_hureai/

● 企画展
　 「たんけん、はっけん！すみだの自然

　～すみだの生きもの写真展～」
　期間：6月13日（土）～ 9月27日（日）
すみだの生きものの豊かさを感じ、身近
な自然とふれあうきっかけとしてみてく
ださい。

すみだ環境ふれあい館  だより

チョウトンボ
7 月／大横川親水公園

キアゲハ
5 月／向島百花園

Photo : K.Yamada
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　活動の記録
�009年 �・�・�・�月

◦  6/21( 日 )
雨の絵本ひろば
「あめまつり」
より

講演会・見学会

その他の活動

会　　合

日本舞踊の雨の踊りを体験しました。まずは挨
拶の仕方から。直ぐに上手になりました。

新日本舞踊藤葉流の藤葉園英（ふじはそのひで）
先生が分かりやすくこどもたちに伝授。

「雨飴ハウス」の中には雨が降っていて、甘い
飴がある。

すみだ環境ふれあい館

取材・報道関係

◦  4/25( 土 ) ・ 6/6( 土 )　雨水市民の会理
事会  

◦  4/28( 火 )「あまみず」編集会議  
◦  5/28( 木）雨水ネットワーク会議世話人

会、第２回全国大会の開催に向け、福

◦  3/15( 日 ) 雨の絵本ひろば
「子ども雨の俳句を作ろう」

　 「あめまつり」にむけて読みカルタをつ
くりました。7 名参加。

◦  4/19( 日 ) 雨の絵本ひろば
「雨のカルタ作りをしよう」

　 同じく絵カルタづくりをしました。5 名
参加。

◦  5/17( 日 ) 雨の絵本ひろば
「楽しい楽器作りをしよう」

　 どんぐりもお菓子のケースも笛にして
しまう、魔法使い (?) 飯島香織さんと一
緒に楽器づくりに挑戦しました。7 名参
加。

◦  5/16( 土 )
環境ふれあい館スタッフ勉強会①
　 夏休み企画等を視野におき、スタッフの

スキルアップ。再生可能エネルギーにつ
いて。テーマ提供：関口智久（環境ふれ
あい館スタッフ・千葉大院生）

◦  6/21( 日 )
雨の絵本ひろば　「あめまつり」を開催
　 雨の踊りを藤葉流師範の藤葉園英先生

に教えてもらい、踊りました。また、ス
タッフ井関さんの力作、「雨飴ハウス」
は中に入ると雨が降っていて (?)、飴も
手に入るおうちです。雨の手作りカルタ
は、自らが作ったカルタは絶対自分が取
るという思いで、気合が入りまくり。最
後はお菓子と雨水茶で楽しい時間でし
た。12 名参加。

◦  6/21( 日 )　環境ふれあい館スタッフ勉
強会②

　 夏休み企画のプログラム検証を兼ねた
スタッフのスキルアップ。草木染の実
演。テーマ提供：瀬崎昌彦（環境ふれあ
い館スタッフ・学芸大４回生）

【関連イベント】
◎ 5/23（土）
　COP15 関連サイクリングイベント　
ゴール会場における墨田区出展ブースに
て、墨田区の雨水利用を紹介。東京スカイ
ツリーでの雨水利用計画等をアピール。
◎ 6/23( 火 ) 〜 6/27( 土 )
「 すみだ環境フェア 2009」に展示出展
「やってみよう！雨水利用、いってみよ

う！すみだ環境ふれあい館」

◦  4/17( 金 )　朝日新聞「新防災力」に「豪
雨はためろ」を題に 1 ページ全面掲載。
村瀬事務局長が洪水抑制と雨水の貯留
利用浸透について語る。

◦  5/18( 月 )　日経新聞　「都会にミニダ
ム」をテーマに東京スカイツリー（2012
年墨田区内にオープン予定の世界一の
電波塔）の雨水利用を紹介。

◦  6/13( 金 )　朝日新聞　「震災で見直し天
の恵み」で徳永理事長と村瀬事務局長
の活動紹介。

◦  6/16( 火 )　東京新聞　「雨水を利用し、
エコ活動」で墨田区個人住宅の事例紹
介と雨水資料室の紹介。

◦  6/27( 土 )　文化放送　「みのもんたの
ウィークエンドをつかまえろ」に村瀬
事務局長出演。

◦  6/8( 月 )　日本建築学会雨水建築規格化
小委員会

◦  6/10( 水 )　日本建築学会「雨を楽しみ
都市の水を制御する建築」コンペ一次
審査（内外から 34 点応募）

◦  6/27( 土 )　雨水探検隊の「すみだの雨
水見学：向島ユートリア」

◦  6/6（土）墨田区内の雨水利用達人・増
田利男宅見学

◦ �6/12（金）国際連合地域開発センター
(UNCRD) の雨水利用研修（環境ふれあ
い館）

◦  6/29（月）社団法人　日本水道協会研
修国際部国際課　講義＆見学会　講師：
村瀬事務局長

岡実行委員会メンバー等が出席。
◦  5/29( 金）雨水利用自治体担当者連絡会

幹事会。



編集後記
世界の空と人をつなぐ　あまみず

no.52
2009 年 7 月 1 日発行

頒価　500 円
発行　特定非営利活動法人 雨水市民の会

　　　NPO People for Rainwater
　　　理事長　徳永暢男

　　　〒 131-0032  東京都墨田区東向島 1-8-1
　　　TEL: 03-3611-0573 　FAX: 03-3611-0574
　　　ホームページ  http://www.skywater.jp/

 　　　E メール   office@skywater.jp

編集長　　高橋朝子
編集委員　大沢幸子

大西和也
　　　　　神谷博

　　　　　早坂悦子
　　　　　村瀬誠

デザイン　EH

雨水市民の会　入会案内
  ●正会員：入会金＝ 2,000 円
　　　　　  年会費＝個人   6,000 円
　　　　　　　　　  団体 30,000 円
  ●賛助会員：個人 ･ 団体とも 1 口 3,000 円
  ●学生会員：3,000 円

本誌「あまみず」購読のご案内
頒価：1 冊 500 円（送料込み）
年間購読（年 4 回）1,800 円（送料込み）

詳しくは、事務局まで
お問い合わせください。

月曜日～金曜日　14:00 ～ 17:00　
TEL: 03-3611-0573 
FAX: 03-3611-0574

ホームページにも掲載しております。
http:///www.skywater.jp

　福岡にはこれまでにも何回か行ったことがある。
だが、ビルの林立する中心街を抜け出たことはこ
れまで一度もなかった。今回、志賀島に案内して
もらって、海の向こう側から初めて市街地全体を
眺めることができた。長い海岸線沿いに人々の営
みが見え、その向こうには形の良い小高い山が２
つ３つそびえ立つ。霞がかったその奥は一面の豊
かな緑が連なる。かつて、大陸からこの国に上陸
した人々が最初に目にしたのも、まさに目の前に
あるこの一大パノラマだったのだ。と思った瞬間、

「東京を向いている派手な街」というこれまで抱い
てきた福岡のイメージは「大陸に向かって開かれ
た美しい海辺の都市」へと大きく変わった。福岡
はいにしえの時代も今も、まほろばの国、大和に
ふさわしい海の表玄関に相違ないのだ。取材で出
会った人々から伝わってきたマグマのようにもえ
たぎるこの福岡への熱い思い、むべなるかな。（幸）

活動予定・おしらせ

土曜日ワークショップ～体験・実験！自然のめぐみ　（事前申込制）

7/25（土）：❶「太陽ってすごい！～ソーラークッキングに挑戦しよう」
エネルギーって何だろう？いろんな方法で湯わかしに挑戦して、太陽パワーをたしかめよう。
ソーラーヒーターでかんたんな料理にもチャレンジ。【時間】13:00 ～ 15:00

【対象】小学４年生以上【定員】15 名　※雨天の場合 7/26（日）に順延。くもりの場合決行。　

8/1（土）：❷「雨のめぐみで草木ぞめ～オリジナルハンカチをつくろう」
布にはどうしていろんな色があるのかな？雨水と身近な植物で、ハンカチを染めてみよう。オリジナルのもようをつけて、世界に１枚
だけの作品をつくろう！【時間】13:00 ～ 16:00【対象】小学生以上（小学 1 ～ 3 年生は保護者同伴）【定員】15 名【参加費】300 円（材
料費）【持ち物】タマネギの皮（可能な方はなるべく多めにお持ち下さい。）

8/8（土）：❸「水の大冒険～ゲームで体験！水循環」
水ってどこにあるのかな？どんなすがたをしているのかな？水の粒になった気分で、地球の水循環を体験。わたしたちの命やくらしと
水のつながりを感じよう。【時間】13:00 ～ 14:30【対象】小学生以上（小学 1 ～ 3 年生は保護者同伴）【定員】30 名　

8/29（土）：❹「ウォーターワールド！～顕微鏡で水中の生きものを見つけよう」
水の中にはどんな世界があるのかな？顕微鏡で川や池の水を観察して目に見えない生きものの存在を確かめたり、環境との関わりを考
えてみよう。【時間】① 10:30 ～ 12:00　② 14:00 ～ 15:30【対象】小学生以上（小学 1 ～ 3 年生は保護者同伴）【定員】各回 15 名

＊その他のイベント：8/23（日）：雨水探検隊が江戸川区の新八水路に入って魚を獲る体験

8/22（土）：「ちびっこスペシャル！土で遊ぼう～ぴかぴか雨水どろだんご」
みんな大好き泥遊び！身近にある「土」と「雨水」を使って自然を楽しもう。一人ひとつずつ、どろだんごを作ってみがきます。だれ
でもかんたんに、びっくりするほどぴかぴかの作品が作れるよ。

【時間】① 11:00 ～ 12:00　② 14:00 ～ 15:00【対象】幼児から（未就学児は保護者同伴）
【定員】各回 30 名【持ち物】手ふきタオル、ビニール袋（チャック付）　

◦昨年実施の「水の大冒険」より

　�008 年度はバングラデシュにおいて現地事務局を開設し、雨水利用国際協力事業も継続的
に取り組むことができるようになりました。また、雨水に関する市民・学会・国・自治体・
企業の緩やかな全国組織の雨水ネットワーク会議が設立され、ネットワーク会議事務局を担
当、ホームページも開設いたしました。地域の身近な雨水利用から世界に向けて雨水を活か
す活動まで、　�009 年度も幅広く活動の輪をつなげていきます。
　ぜひ、会員の皆さまには、事業活動に対して活発なご意見をいただき、雨水を活かす社会
の実現に向けて共に進んでいきたいと思っております。皆さまのご支援、ご協力よろしくお
願いいたします。
　正会員・団体正会員の方は議決権がありますので、ご出席よろしくお願いたします。欠席
の場合は委任状を必ず事務局まで FAX またはメールにてお送りください。
　賛助会員・学生会員の方は、当日ご参加いただけますので、日頃の事業活動をお聞きくだ
さい。（事務局長　村瀬　誠）

毎月第３日曜日は、雨のえほんひろば 　
7/19（日）「しゃぼんだまであそぼう！」
しゃぼんだまあそびと、紙とはさみを使っていろんなもようを作る「紋切り」を楽しみます。
雨のえほんのよみきかせもあるよ。

【時間】13:30 ～ 15:30【対象】幼児～小学生（未就学児は保護者同伴）【定員】20 名
（事前申込できます。）（８月はおやすみします。）

夏は、すみだ環境ふれあい館  へ行こう！
イベントのおしらせ

2009 年度
雨水市民の会

総会のお知らせ

7月12日（日）
14：00〜16：00　

会場：すみだ環境ふれあい館
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