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「水展」B1 ロビー

「猫の傘」佐藤 卓

デザイナーの感性が、雨を捉えた

新しいデザイン発信の拠点が、「水」をテーマに企画展を開催
「water」展

鮮

21_21 DESIGN SIGHT

レポート：編集部

早坂悦子、平林英二

やかな青いシルエットは、傘を逆さにして雨

構造を通して水の特質を楽しく体験的に知ることが

を受けとめて溜める人の姿。そんなシンボ

できる見事な作品。子どもたちへの環境学習の教材

ルマークに目を引きつけられる企画展「water」が

としても活用できそうだ。また、
「HOH（ホッ）
」は、

開催されている。会場は、今年 3 月にオープンし

天井から吊るされる多数の小さなスピーカーから、

た東京ミッドタウン（港区赤坂 9）にある「21_21

波の音、水の音のウェイブが空間を走り回る。その

DESIGN SIGHT」
（トゥーワントゥーワンデザインサ

音は体験者の脳の中にも左右へ、前から後ろへと行

イトと読む）
。ここは、
「先を見通すデザイン発信の

き交うようで、何もない空間にいながら、まるで波

場」として、ごく日常的なテーマを題材に取り上げ

間につかり一体化したような感覚を生む。それが安

た企画展などを通して、これまでとは違ったデザイ

らぎに近い安堵感をももたらしてくれた。

ンのありかたを提示しようというコンセプトを持つ

このように芸術的感性が、コンピュータや映像等

デザイン専門の施設だ。
「チョコレート」を取り上

の手法とデザインによって融合し、さまざまな視点

げた第１回企画展に続く第 2 回のテーマとして
「水」

と方法で「水」に迫る。生命の起源である「水」が

が選ばれた。この企画展「water」のディレクターを、

どれだけ多彩な表情を持ち、面白いものであるか、

「明治おいしい牛乳」などメジャー企業の仕事を手

また、有り難いものであるかを表現しているようだ。

がけ、グラフィックデザイナーとして今をときめく

今日、環境問題に対して危機感をあおる様に訴えが

佐藤卓氏が務めている。
（4 ページに掲載の寄稿も

ちであるが、ここでは個々人の感性に問いかけるこ

参照ください。
）

とで問題の本質に迫ろうという意思を感じた。こう
した作品は、人間の五感を刺激し、呼び覚ますよう

五感に訴え、人間の潜在意識を
呼び起こさせる作品の数々
新世代のデザインで、感性に響く「水」
コンクリートの打ちっぱなしで迷路のように入り

でもある。見る人ごとに受け取り方はいろいろだと
は思うが、多分野で活躍するクリエイティブな人々に
よって創作された体験性は、驚きも楽しさも新鮮だ。
コンセプト・スーパーバイザーとしてこの企画に

組んだ薄暗い展示会場には、音響効果とともに視覚

参加している竹村真一氏（京都造形芸術大学教授、

に訴える動きのある作品が多数散りばめられてい

Earth Literacy Program 代表）は、このようにして

る。

感性を高めることを「解像度を上げる」と表現する。

ひときわ目をひく「ふるまい」は、揺れる撥水性

展示物に触れたり聞いたりすることを通して、見る

のお皿の上にいくつかの水滴を落とすと、一つに

側の感性を高める試みなのだと。
「メッセージを放

なったり、また離れたり実にユーモラスに踊りだ

つデザイン」には、人間が本来持っている感性を高

す。ハイテクとアナログ技術が融合したシンプルな

め、身近に存在する当たり前の自然に、より深い関
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キービジュアルは傘を
逆さに雨を受けとめる
人のシルエット。「雨
水利用を呼びかけるシ
ンボル」としてデザイ
ンされた。主催者は雨
水利用を推進する人た
ちに広く使ってもらい
たいと、HP で配布し
ている。

特集

Feature

「水の器」の映像

左：｢地球のつむじ」
『デジタル台風』プロジェクトより
上：
「水宙」
資料提供：見上一幸／宮城教育大学

PHOTO:MASAYA YOSHIMURA/NACASA&PARTNERS, Inc.
ししおど

「鹿威し」

「水の器」

原 研哉
繊細なガラス容器で作られた筒から
流れ出した水が、
細胞や都市をイメージする凹凸のある
斜面を伝わり、循環する。

佐藤 卓
なみなみとした水をたたえるいくつもの器の底に、
ミクロな視点、マクロな視点で捉えた
多様な水の姿が映し出され、
覗き込んだものに訴えかけてくる。

心を持ちはじめられるようにとの強い願いが込めら
れる。
さて、そのようなデザインの視点から「水」に歩
みよった企画展は、今日の水問題の中でもとりわけ

「ふるまい」

takram
（田川欣哉、畑中元秀、渡邉康太郎）
撥水性のお皿の上に
落とした水滴たちが、
生き物のように動き回る
姿が実に面白い。

「雨水」が重要なキーワードであることへの気付き
を世間に投げかける機会となった。当たり前に存在
しているものが実はよく分かっていないのではない
か？という疑問から、身近に存在する「水」をテー
マに選び、企画をスタートした佐藤氏は、
「水」へ
の意識・思考を深める中で導かれるように「雨水」
に到達された。今までどちらかと言えば避
けてきた、その雨を溜めるという「発
想の転換」には大いに触発され、“ 傘

「HOH ( ホッ )」

海藤春樹、井出祐昭
音と光によって水の存在を
強く感じる空間。

「時雨」

takram ( 田川欣哉、畑中元秀、岩井貴史 )、
井出祐昭
ステップに同調し、
足の動きではじかれた水音が
聴こえる空間。
見えない空間で踊り出す。

を逆さにして雨を溜めよう “ のメッセー
ジを本展のシンボルとして取り上げ、デザ
インを通して世間にアピールしてくださった。
佐藤氏、竹村氏が率いてこの斬新な企画展の作
品づくりに取り組んだ多数のデザイナー、クリエ
イターたちは、世界を新しく構築することの
できる「デザイン」の力をもって、これから
の社会を担う面々である。何よりも彼らが

PHOTO:MASAYA YOSHIMURA/NACASA&PARTNERS, Inc.

今回、
「水」のテーマに取り組む中で、とり
わけ雨の大切さに気付き、持てる感性をいっ
そう研ぎすませてくれたとしたら、そのこ
とにこそ本展の意義は大きくあるのではな
いだろうか。今後ますます高まる雨の重要
性を知り、ご自身の仕事の中に、これからも
「雨水」を深く浸透させていっていただくこ
とを心より願っている。

企画展 佐藤 卓 ディレクション「water」
会期：10月5日（金）から2008年1月14日（月）まで
時間：11:00〜20:00（入館は19:30まで）
休館日：火曜日、年末年始（12/30〜1/3）
入場料：一般1,000円、大学生800円、中・高校生500円、小学生
以下無料（15 名以上は各料金から200円割引き）
会場：21_21 DESIGN SIGHT（東京ミッドタウン内）
東京都港区赤坂9-7-6 TEL 03-3475-2121
1月13日（土）には総括トークとして
スペシャルトーク2「『water』展から、未来へ」を開催。
http://www.2121designsight.jp
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水に学ぶ

21_21 DESIGN SIGHT
「water」展

佐藤 卓

グラフィックデザイナー

先を見るデザインを

2007

でいるモノやコトに疑問を投げかけ、知っている

年 10 月 5 日 よ り 2008 年 1 月

と思っていることが実はどれだけ知らないことな

14 日まで、東京ミッドタウン内

のかに気付いていただくところでもあり、デザイ

の 21_21 デザインサイトで、私がディレクターを

ンとはいったい何なのかを考えていただく場でも

務める「water」展が開催されている。この 21_21

ある。

（トゥーワン・トゥーワン）という施設は、2007
年春に開館したもので、日常のあらゆる事象の中
からテーマを拾い上げ、デザインによって人との

「water」展企画と雨水との出会い
ここで開催される展覧会のテーマは、三宅一生、

新たな接点をつくる、あるいは新たな視点を指し

深澤直人、そして私の 3 名が中心になり様々な意

示す場として生まれた。

見を取り入れながら決定しているが、第 2 回企画

それはつまりデザインの可能性を探るというこ

展として「水」をテーマにすることは約 2 年前に

とでもある。20 ／ 20 はパーフェクトサイト（優

決まった。そしてこの時、水に興味を持ち始めて

れた視力、優れた洞察力）の意味である。21_21

いた私が、展覧会ディレクターを担当することに

はさらに先をデザインの視点で見ることを意味し

なった。そもそも水に興味を持つきっかけをつくっ

ている。これだけ「デザイン」という言葉が氾濫

てくれたのが、この展覧会にコンセプト・スーパー

するようになった国内の状況で、はたしてどれだ

バイザーとしてお招きした竹村真一氏のこの言葉

けデザインが理解されているのか。それがかなり

である。「牛丼１杯に、どれだけの水が使われてい

疑問なのである。それを証明するかのように、雑

ると思いますか？」

貨などを扱う情報誌では「デザイン家電」や「デ

その答えは、想像を遥かに超えるものだった。

ザインケータイ」などの言葉があたりまえのよう

牛丼 1 杯に 2 リットルのペットボトル 1000 本分

に使用されている。ここでの「デザイン」は「名

の水が使われている。つまり 2000 リットル。その

の通ったデザイナーがデザインしたもの」を指し

理由を聞けば、たしかになるほどと思えるもので

ているが、それ以外の普通に売っているものにも

はあるのだが、いったい牛丼１杯食べる時に、そ

デザインが確実に存在するわけだから、
「デザイン」

れだけの隠れた水の量を想像する人がどれだけい

という言葉が明らかに間違って使われている分か

るだろうか。牛が飲む水、乾燥して凝縮したエサ

りやすい例と言える。つまり「デザイン」という

を育てるために使った水、米を育てるために使っ

言葉に「特別なもの」という意味合いを強く入れ

た水、それらすべてを換算するとだいたいそれだ

込んでいる。

けの水が使われているそうなのである。私はその

しかし、デザインは特別なものではなく、ごく

水を取り巻く現実に驚いた。アメリカの牛肉を輸

日常にすでに存在するもの。無意識のうちに多く

入するということは、大量のアメリカの水を日本

のデザインに接しているし、あなたが今、座って

人が使うということ。アメリカで水が枯渇すると

いるイスも床も空間も誰かがデザインしているわ

いうことは、つまり日本の牛丼のためにアメリカ

けだ。

の水がなくなるということ。そして、この研究を

この施設は、あたりまえにある日常の中に潜ん
4
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している東京大学の沖大幹先生にもお会いさせて

佐藤 卓

特集

Satoh Taku

Feature

グラフィックデザイナー。株式会社電通を経て、
1984 年に佐藤卓デザイン事務所設立。
「ニッカ・ピュ
アモルト」の商品開発、
「ロッテ キシリトールガム」
「明
治おいしい牛乳」等の商品デザイン、金沢 21 世紀美
術館、国立科学博物館などのビジュアル ･ アイデン
ティティデザイン等の展覧会を手掛ける。著書に『デ
ザインの解剖』シリーズ（美術出版社）
、
『クジラは潮
を吹いていた。
』
（トランスアート）ほか。主な受賞と
して、毎日デザイン賞、東京 ADC 賞、JAGDA 新人賞、
東京 TDC 賞、ニューヨーク ADC 賞、日本パッケージ
デザイン大賞金賞、G マーク大賞など。

いただくことになった。あまりにもあた

も不思議なことが気

りまえの水の実体が、このようにほとん

付かないうちにあた

ど知られていないということを次々に

りまえになってし

知り始めることになる。そういえば蛇口

まっている。知らず

をひねればあたりまえに出てくる水がどこから来

知らずのうちに都会で暮らしていると、脳と身体、

るのか。そんなことに意識が向いたことが今まで

身体と環境の関係が途切れ途切れになる。東京は

なかったのである。

近代、脳で考える身勝手な思考で物事が決定され、

その後、展覧会の準備のために水に関わるあら

自然の摂理を忘れた都市になってしまったことを、

ゆるテーマを議論し水についての興味は途切れる

水の循環を長年見て来た村瀬氏が教えてくれた。

事なく川上から川下へ、そしてミクロな世界から

都市が人の営みにおいて先進的であるということ

マクロな世界、ありとあらゆる方向へ向かうこと

は、雨水の利用を含めた水の循環がどれだけ配慮

になった。そんななか、竹村さんに導かれるよう

されているかを見れば分かるということ。これは

に必然的に村瀬誠さんにお会いすることになる。

21 世紀、都市のグランドデザインを見るというこ

ある日、勤めておられる墨田区役所にお邪魔し、

とでもある。

雨水について墨田区がどれだけ先進的なところな

こうして村瀬氏は、東京に生まれ育った自分に、

のかを知り驚いた。遠く利根川から水を引いてく

東京という都市を「水で見る」というまったく今

るのではなく、天から降ってくる雨水をどうして

までにない視点を与えてくれた。それ以前とそれ

もっと利用しないのか。このとてもシンプルな言

以降では、街を見る目が変わってしまったと言っ

葉に、目から鱗が落ちた。

ても過言ではない。まさにここで自分の視点が変

たしかに水が大切だと思いながらも、梅雨時な

わったように、デザインによって水の見方を変え

ど大量に降るにもかかわらず雨水の利用など考え

ることができないだろうかという試みが、今回の

も及ばない。どうしてこんなにも単純なことに人

「water」なのである。

は気がつけないのか。雨の日に同容量でガソリン
価格の倍もするようなペットボトル入りのミネラ

逆さに傘を持つシンボルマーク

ルウォーターを買って、飲みながら雨がやんで晴

そして展覧会のシンボルマークを考えた。出来

れるのをただ眺めている不思議な日常。そのペッ

上がったものが逆さに傘を持つ人のシルエットで

トボトルの水だって、遠くヨーロッパの山々に降っ

ある。これはまさに雨水を貯める「人の行為」を

た雨が地層を通って湧き出ている、元はと言えば

意味し、雨を避けるためにある傘が、逆さにする

雨水。目の前に降っている雨はアスファルト脇に

と雨を集めるためのものになるという、世界水

流れ込み、どこぞの河に流れては利用されずに海

フォーラムでもかつて出たアイデアをさらに進化

へ向かう。誰でも知っている水の循環とはいえ、

させたもので、今回の展覧会のシンボルにもなっ

利用されずに循環しているのであれば、人にとっ

たのである。

て水は意味がないどころか本来それでは人の営み

つまりこれは、今まであたりまえにあった概念

は持続できないはずである。考えてみれば、とて

に疑問を投げかけることや、発想の転換を意味し
People for Rainwater / amamizu no.47 Dec.007

5

特集

出展写真作品
「たちあがる水」

Feature

藤井 保

PHOTO:Tamotsu Fujii

21_21 DESIGN SIGHT
「water」展
ている。展覧会には村瀬氏にご参加いただき、世

をデザインで試みたものであることをここに記し

界各国、雨水専門家のネットワークを使って逆さ

ておきたいと思う。このことは環境問題にとって

に傘を持ったそれぞれご自身の姿を写真でお送り

とても重要で、この展覧会はシリアスなアプロー

いただき、water 展会場で展示させていただいた。

チに対してスマイルなアプローチも必要なのでは

そして、この展覧会は音響の専門家、照明デザ

ないかという提案でもある。

イナー、デザインエンジニア、インタラクティブ

20 世紀は化石燃料に頼る力を誇示する世紀だっ

デザイナーなど多くの方々に参加いただき実験的

たが、21 世紀は水の世紀と言われる。水からエネ

にスタートしたのである。世界の水、水の循環、

ルギーを取り出す、雨水の利用、海水の淡水化な

水の記憶、水の音、水の言葉、水の光。水はすべ

ど人類が生き延びるための技術開発が各方面で進

ての間にある、人の生命をつかさどる奇跡的な媒

んでいる。元来、自然に寄り添うように共生をし

介者なのである。この water 展は、地球の危機的

てきた里山に見る日本の営みに、実は 21 世紀を

状況を告知するというアプローチではなく、水が

生き延びるヒントがあるようである。これもまた、

どれだけ有り難いものであるか、水がどれだけ面

あたりまえにあったものが教えてくれるというこ

白いものであるかというポジティブなアプローチ

とである。

water [ 水 :mizu ]
企画 : 佐藤卓 / 構成 ･ 執筆 : 竹村真一

Books for Skywater 注目の１冊
発行 : ワールドフォトプレス / 定価 :2,000 円 ( 税込み )

21_21 DESIGN SIGHT企画展「water」に併せて製作された。まず目を引くのは、表紙の沙
漠に並ぶ傘が逆さであることだ。足元に降る雨水（天水）に目を向け有効に利用することを
世界中に呼びかけたいという、企画者佐藤卓氏の思いが伝わってくる。見開きにある「水の
ものさし」もユニークだ。30万円の水とは？あまり知られていない水の価値が裏表紙で明か
される。アフリカ西部モーリタニアへの見えない水を探す旅の記録に始まり、写真や図が効
果的に配置され、水に関する多種多様なテーマがページ毎に簡潔に英訳文付きで展開されて
いる。当たり前にある水の有難さや、我々を含め幾多の生命が水の惑星・地球に育まれ繁栄
してきたことを、そして水惑星として再生していく道筋を垣間見せてくれる。ちなみにエピ
ローグを「逆さ傘ポーズ」で飾る世界の雨水利用実践者たちの写真は、雨水市民の会から世
界中のネットワークへの声がけによって実現した企画。必見です！（柴 早苗）
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主な活動記録

お知らせ

Note

9/1( 土 ) 防災パーク（代々木公園）。阪神
淡路大地震や中越地震のときに雨水タンク
を贈って役立ててもらった写真などの展
示。人見理事がペットボトルの簡易ろ過を
実演披露し、多くの人々が足を止めた。

2007年9・10・11月

●９/1（土）・2（日） NHK 放送センター・
代々木公園並木通りにて開催の「防災パーク
2007」にブース出展。
● 9/10（月）〜 14（金） TOKYO FM 「SKY」
の SKY ラウンジに村瀬事務局長が出演。「雨
水のこぼれ話」と題して石川實さんとトーク。
● 9/22( 土 ) すみだ環境ふれあい館「環境
ふれあいまつり 2007」に参画。基調講演「い
ま、日本人は何をどう、学ばなくてはならな
いか？」を実施。①「グレートジャーニーか
ら考える」講師：探険家・関野吉晴氏 ②「触
れる地球を通して考える」講師：京都造形芸
術大学教授・竹村真一氏。他に、雨水探検隊
の展示、絵本ひろばの人形劇などを実施。の
べ参加者数は 950 人に。(F)
● 9/29( 土 ) 雨水探検隊による稲刈り (F)
● 10/5( 金 ) 東 京 ミ ッ ド タ ウ ン「21_21
DESIGN SIGHT」にて企画展「water」オープン。
開催に協力。（〜 08 年 1/14 まで）
● 10/6( 土 )・7( 日 ) 「すみだまつり」( 錦糸
公園：JR 錦糸町駅前 ) にて手作りタンク指導
で参加。
● 10/13( 土 ) 雨の環境学習プログラム「水
のふしぎ体験学習」講師：斉藤賢之輔氏（神
戸市水の科学博物館職員）(F)

9/22( 土 ) 環境ふれあいまつりで子どもた
ちも楽しんだ。上）すみだ環境ふれあい館
で稲作りをしている雨水探検隊が田んぼの
生物を展示。下）水鉄砲で吊り下げた景品
をゲットしようと、子どもたちが狙いをさ
だめる。（雨水利用事業者の会企画：雨てっ
ぽうシューティング）

● 10/20( 土 ) 区政施行 60 周年記念で墨田
区より感謝状授与。
● 10/20( 土 ) ドイツ雨水調査報告会 講師：
村瀬事務局長 (F)
● 10/28( 土 ) 雨塾「IPCC 第 4 次報告－温
暖化の真相を探る」講師：平野礼朗氏 ( 環境
省地球環境局総務課研究調査室主査 )(F)
● 11/14( 水 ) 「water」展「連続トーク：水
に溺れる、水曜日」にて村瀬事務局長が佐藤
卓氏、竹村真一氏とミニトーク。
● 11/17( 土 ) 環境改善功労団体として墨田
区より感謝状授与。
● 11/17( 土 ) 雨の絵本ひろば：絵本の読
み聞かせとカレンダー工作を実施。(F)� ●
11/17( 土 ) 雨水探検隊による「稲わらでお
正月かざりを作ろう」実施。(F)
● 11/17( 土 ) 第 9 回日本下水文化研究会発
表会のパネルディスカッション「生活改善技
術と地域社会の受容」に村瀬事務局長出席。
● 11/24( 土 ) 理事会開催

11/14( 水 ) 21_21 DESIGN SIGHT で開かれ
た「水に溺れる、水曜日」トークショー。
村瀬誠事務局長が佐藤卓氏、竹村真一氏と
雨水の大切さ、水危機の時代の雨水利用、
逆さ傘の生まれたきっかけなどを話した。 ※ (F) は、すみだ環境ふれあい館で実施。

Information

Program

すみだ環境ふれあい館 実施プログラム

雨水市民の会では、すみだ環境ふれあい館の主催事業の実践
に協力しています。すべてのプログラムは、会員・非会員に
関わらず自由に参加できます。
● 12/8（土）15:00 〜 17:00 雨塾第 2 回
都合な真実」の学習会 参加費無料

● 12/15( 土 )13:30 〜 16:30「雨の絵本ひろば」絵本の読み聞
かせとクリスマス会
● 2008,1/26( 土 ) 雨の環境学習プログラム ･ 国際交流 DAY
「途上国の水とトイレ事情」講師：加藤篤氏（日本トイレ協会
会員）受講料：2,000 円（会員：1,000 円）
● 2/16( 土 ) 13:30 〜 16:30「雨の絵本ひろば」絵本の読み聞
かせと工作
● 3 月 ( 未定 ) 雨塾第 3 回「気候変動と水問題（仮題）」講師：
沖大幹氏（東京大学教授・IPCC 報告書執筆者）（予定）受講料：
2,000 円（会員：1,000 円）
問合せ：雨水市民の会 TEL 03-3611-0573

Consulting

雨水利用よろず相談会
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by 雨水利用事業者の会

月２回、すみだ環境ふれあい館で、雨水利用に関する相談会を
行っています。一般家庭へのシステム導入の具体的方法をアド
バイスします。くわしくはお電話でお気軽にお尋ねください。
●予約開催日【期日までに予約が必要】
● 12 月 7 日 ( 金 )13：00 〜 16：00(11/22 予約締切）
●2月8日(金)
〃
(1/23 予約締切）
●3月7日(金)
〃
(2/22 予約締切）
★一般開催日【開催日当日受付】
★ 12 月 2 日 ( 日 )13：00 〜 16：00
★2月3日(日)
〃
★3月2日(日)
〃
ご予約・問合せ：雨水市民の会 TEL 03-3611-0573
インターネット予約 :http://www.rainwater.jp/

More Events 関連イベント・情報
● 12/8（土 ) 13:00 〜 「環境 NGO と市民の集い」
（主催：独
立行政法人 環境再生保全機構）にて当会の活動を紹介。会場：
国連大学 3F 会議場
● 2008, 1/10 〜 19 スカイウォータープロジェクト（バング
ラデシュの雨水利用国際協力支援活動）で現地・雨水村へ。
● 2008, 2/9 〜 11 韓国エコツアー 最近の韓国の雨水施設
や、チョンゲチョン・プロジェクト（埋めた川を再生した街
づくり）の見学など。韓国雨水利用協会との交流も予定。
● 2008, 2/9( 土）13:00 〜 第 30 回水環境シンポジウム「雨を
活かす建築づくり—規格化に向けて」（主催：社団法人日本
建築学会 雨水利用システム規格小委員会）場所：建築会館
会議室（受付案内パネルに表示）問合せ 03-3456-2057（大野）

編集後記
世界の空と人をつなぐ

アル・ゴア「不

地下鉄日比谷線の六本木駅。歩いて 5 分程
度のところにある東京ミッドタウンにはサ
ントリー美術館、また近くには国立新美術
館などもあり充実した時間を過ごせる。美
術鑑賞の後はちょっと高級そうな sweets
も食べてみたくなる。立ち並ぶ高いビルが
ふと途絶えた奥にある低層の建物が今回特
集の「water」展の会場でした。遊歩道に
は水が流れ、かわいらしい草木が植えら
れ、すっぽりと抜けた青空が望める空間が
広がって心地よい。人工的ではあるけれど、
都市の中に目の前をさえぎる物が無い空間
を造るのはとても贅沢なことなのかもしれ
ません。そんな思いにふけってボーとベン
チに腰掛けてみたけれど、…さてここに流
れる水は？ はたして雨水利用しているの
かな？と気になってしまいました。（eco）

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
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