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2009年の
雨水会議

�message
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
　　　　　　　　　   �天�
　コンセプトは  “九州�雨�（あま）ほめ祭り”。
　　　　　　　　　   �海�
　九州では、地球温暖化により豪雨と渇水が顕在化す
る恐れがあり、雨水の管理は重要な課題となっていま
すが、単に上下水道や浸水被害のみならず、特に農業
との関わりが深いため、今後、持続的かつ自立した地
域づくりにまで発展する可能性を持ちます。
　古代の日本語では天、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
けて大いに盛り上げたいと思っています。どうぞお楽
しみに！

雨水会議2009

雨水ネットワーク会議  事務局から
のお知らせ

●オフィシャル・ウェブサイトのアドレスが決定しました。
　http://www.rain-net.jp
　 2009年4月1日（水）よりサイト・オープン、テスト運

用開始の予定です。

●事務局運営担当へのオフィシャル・Eメールアドレス
　info@rain-net.jp

　 事務局運営へのご意見・ご質問はお気軽にご連絡く
ださいませ。

　 まだよちよち歩き、つたない面があるかと思います
が、夏、福岡開催の大会に向けて段階的に進展させ
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

雨水ネットワーク会議事務局  運営担当　富
ふ か み

賀見  知
ち ほ

保

●プログラム
① 基調講演：「地球環境と雨水利用」村川三郎（広島大学名

誉教授）
② 雨水建築の規格化ワーキンググループ報告：「設計におけ

る課題」佐藤清（建築家・テクノプラン代表）、「事業者の
取り組み」屋井裕幸（㈳雨水貯留浸透技術協会）、「雨水の
都市における新たな水資源としての制度化に向けて」村瀬
誠（墨田区環境保全課・当会事務局長）

③ 海外報告：「ドイツにおける規格化の現況」クラウス・Ｗ・
ケーニッヒ（建築家・ｆｂｒ理事）、「ソウルの新しい雨水
政策：4 alls for all」ムーヨング・ハン（ソウル大学教授）

④ パネルディスカッション：「雨水利用建築の規格化とその
効果」　パネリスト：黒岩哲彦（アルキテクタ都市建築設
計室）、中臣昌広（文京区文京保健所）、早坂悦子（東京・
洗剤プロジェクト）、コーディネーター：神谷博（雨水利
用システム規格小委員会主査） 

contents
編集委員　高橋� 朝子

　雨水利用は、地球環境時代に対応した建築に欠くこ
とのできない要素です。このシンポジウムの目的は、
現在日本建築学会で進めている雨水利用建築のアカデ
ミックスタンダードづくりおいて、その規格化の意義
を広く伝え、それらを備える建築物を普及させ、健全
な水環境の形成に努めていくことにありました。シン
ポジウムでの主な議論は次のとおり。
① 水質の良い雨水は洗濯など多目的利用が可能であ

り、中水や再生水など雑用水の一部でなく独立した
位置づけが必要である。

② 都市型洪水防止などの雨水管理として雨水利用を捉
えるためには、貯水量が個人住宅でも数トンの容量
が必要になる。そのため住宅における構造設備の規
準や製品化の検討が必要である。

③ 今後普及にあたり、新たに雨水利用による下水道料
金の設定や計量装置の設置、建設費負担への補助や
控除などが課題である。

④ 雨水利用建築は水利、治水、防災、ライフスタイルな
どにも配慮し、水源を自前で確保することもできる。
このような多目的で意義ある雨水建築を起爆剤に、今
後の都市と建築の新しい価値を再構築していく。

２
月
21
日
㈯

８
月
６
日
㈭
・
７
日
㈮

国際シンポジウム「雨水利用建築の規格化とその効果」
日時：2月21日㈯　10：00 ～ 17：00
場所：建築会館ホール（東京都港区芝5-26-20）
主催：�㈳日本建築学会環境工学委員会�水環境運営委員会�雨水利用システム規格小委員会

第2回　雨水ネットワーク会議全国大会  in  福岡
日時：8月6日㈭、7日㈮�
場所：福岡大学（福岡市城南区七隈8-19-1）
主催：�雨水ネットワーク会議全国大会� in� 福岡� 実行委員会
お問い合わせ：�NPO法人南畑ダム貯水する会　�E-mail�:�messi-ah@nifty.com

報告
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 message
東京大学大学院工学系研究科附属　　　　　　　

水環境制御研究センター　古米� 弘明
　気候変動に伴う水資源や都市水害の問題が深刻化し
ている中、「第2回雨水収集・管理に関する国際会議」
と「第8回都市雨水排水モデリングに関する国際会議」
が、東京大学本郷キャンパスにて同時開催されます。
両会議は、国際水協会（IWA）や国際水理協会（IAHR）
で活動している研究グループにより企画されており、
当該分野の研究者と実務者双方を含めた専門家が集ま
り、それぞれの研究成果や実例が発表されます。また、
東京大学で推進中の文部科学省グローバルCOEプログ
ラム「都市空間の持続再生学の展開」も共催しており
ますので、都市型水害対策としての雨水収集と貯留、
浸透、雨水利用、雨水流出解析に基づく浸水対策評価
など、都市の持続再生の観点から、将来に向けた都市
雨水の問題についても議論が行われる予定です。
　都市における雨水収集・管理は、河川、下水道、都
市計画など様々な分野の人材が交流して解決を見出す
ことが期待されている課題です。今回の会議では、国
内だけでなく、海外での研究成果や雨水排水モデリン
グ活用した対策事例など、普段聞くことができない情
報を得る貴重な機会です。奮ってご参加いただけるこ
とを期待しております。

�009年には、雨水に関する大きな国際会議や全国会議が多く開催されます。学者や研究者だ
けではなく、市民、企業、行政なども参加して、多岐にわたるテーマで雨水について論ずるこ
とができます。このような機会があるということは、安全な飲み水の不足、地球温暖化による水
害・干ばつ等に対応していくためには、雨水利用が鍵であると世界中が認識し始めたことの証
かもしれません。国内の会議には通訳もつきますから、ぜひご参加ください！ （雨水市民の会）

IWA雨水収集･管理に関する専門グループ座長　　
韓国雨水利用協会（KRCSA）会長　韓� 武榮（ハン・ムーヨング）

　現在、世界の気象は変動が激しく予測が大変難しい
状態になっています。私たちは洪水、日照り、台風な
どの数々の気象災害の脅威にこれまで以上に用心しな
ければなりません。また世界には、衛生的な飲み水を
飲むことができない人々が多く存在し、今後飲み水はさ
らに不足すると予想されています。このような問題は、
雨水と関連が深く、雨水を上手に管理して利用すること
ができれば、十分に乗り越えることができます。そのた
めの広報や教育は大変重要な課題です。
　今回の会議は、9月7日から12日まで東京大学で第8
回都市雨水排水モデリングに関する国際会議とともに
開催されることにより、雨水の排出に重点を置いた都
市流出専門家側と、雨水の貯留に重点を置いた雨水管
理専門家側が一堂に会し、興味深い論議が行われるこ
とと期待されます。この学会を通じて全世界の都市排
水専門家側・雨水管理専門家側に雨水管理の必要性と
価値, そして気候変動に備えて創意的に活用する方法を
広く普及させることができると確信しています。
　私は、雨水市民の会村瀬事務局長と共に当会議の議
長を務めさせていただきます。この会議を無事に成功さ
せるために論文の提出、サイドイベントの開催、市民と
学生たちの交流、広報、ホームステイなど、多くの面で
開催国日本のみなさまのご協力をお願い申し上げます。

●プログラム
テーマ　①気候変動と雨水利用、②健康問題
と雨水利用、③環境問題と雨水利用、④都市
地域の雨水利用、⑤農村地域の雨水利用、⑥
島嶼の雨水利用、⑦土壌浸食の抑制と管理の
ための雨水利用、⑧社会経済の観点からみた
雨水利用、⑨雨水利用の政策、計画及び設備
設計、⑩雨水利用とキャパシティビルディング

８
月
３
日
㈪
～
６
日
㈭

９
月
７
日
㈪
～
11
日
㈮

第14回　雨水利用国際学会
日時：8月3日㈪～６日㈭
場所：�マレーシア・クアラルンプール
主催：IRCSA（国際雨水資源化学会）
お問い合わせ：雨水市民の会事務局　E-mail：office@skywater.jp
参加申し込み方法：KLrainwater@nahrium.gov.my　アブストラクト及び発表原稿の締め切りは3月31日。
URL：http://www.ircsa.org/

国際会議「第2回雨水収集・管理及び第8回都市雨水排水モデリングに関する合同会議」
日時：9月7日㈪～ 11日㈮
場所：東京大学工学部（本郷キャンパス）　（東京都文京区本郷7-3-1）
主催：国際水協会（IWA）、国際水工学会（IAHR）
共催：�東京大学グローバルCOEプログラム「都市空間の持続再生学の展開」
お問い合わせ：�東京大学大学院工学系研究科附属水環境制御研究センター　古米�弘明
　　　　　　　E-mail：�8udm-sec@�env.t.u-tokyo.ac.jp,�furumai@env.t.u-tokyo.ac.jp
URL：�http://www.env.t.u-tokyo.ac.jp/8UDM/,�http://www.RWHM2009.org

 message  雨水市民の会  事務局長　村瀬　誠
　雨水利用国際学会は、第１回目のハワイを皮切りに、これまで台北（台
湾）、マニラ（フィリピン）、ケニア（アフリカ）、北京（中国）、テヘラン（イラ
ン）、ペトロリナ（ブラジル）、マンハイム（ドイツ）、メキシコシティ（メキシ
コ）など、世界各地で2年ごとに開催。直近の会議は2007年のシドニー（オ
ーストラリア）でした。世界各地からNGO、市民、企業、行政及び研究者が参
加し、雨水利用に関する研究発表と現地のスタディツアーが行われます。

9月12日㈯　この国際会議開催の機会を捉えて、「持続可能な
社会における都市の雨の管理に関する国際ワークショップ」も
同時通訳付きで開催して、都市の水資源と雨水利用の問題を、
産官学民が総合的に議論しながら交流する機会を設ける予定。

●プログラム
 9月8日㈫　午前：開会式、午後：アジアモンスーン地域特
有の雨水収集や利用、都市雨水や排水管理に関する特別ワ
ークショップ。都市気象や都市水文に関する特別講演、東
南アジアや国内の研究者や実務者などの講演など。
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アジアモンスーン地帯の東端にある日本の雨は、遠く世界の屋根であるヒマラヤ山脈からの風
に乗って運ばれてきます。雨が降る様子は、日本の季節や各地域により実にさまざまな表情
を見せます。『雨の事典』（レインドロップス編著・雨水市民の会発行）では、日本人を豊か
な感性で雨を捉えることのできる民族、「雨民族」と表しました。雨と日本の文化は切っても切
れない関係です。この関係を探求すれば、日本人の心のルーツの一端を見ることができるの

雨水の命を詠む　―雨の俳句―
ジャーナリスト　辰濃� 和男

　「きれいな水ほどきれいなものはない」

　沖縄の詩人、新
しんやしき

屋敷幸
こう

繁
はん

注1は、そう歌っている。
　幸繁は毎朝、タンクを井戸水で満たすのを習慣にしていた。水を満たしたあと、しばらくはタンクの蓋を
しないでいる。
　それは、井戸からくんだ水にしばらく空を見てもらうためだという。水は、空を見ているうちに、はがね
のように充実する。充実するとはつまり命がゆたかになることだ。

　「 いのちというものはどこにでもある。その中で一ばんゆたかにあるのは水の中である」

　そう歌った幸繁は、水に命を感ずることのできる人だったのだろう。
　井戸水の源は雨水であり、雨水は天の恵みである。その天の恵みを、沖縄の人は玉水と呼び、きれいな玉
水ほどきれいなものはないと感じてきた。より正確にいえば、そう感ずる人が多かった。だが、近代技術文
明の歩みと共に、大気はひどく汚れることになり、雨水の「きれいさ」に疑問をもつ人がふえてきた。
　雨水を汚すことは、雨水の命を奪うことになるのだということを、私たちはすなおに感じつづけたい。

　古来、日本の俳人たちは、「雨水の中にある命」をさまざまな形で詠みつづけてきた。

　「春雨のこした（木下）につたふ清水哉
かな

」

と詠んだ芭蕉は、木の肌に伝う春雨に深山の清水にまごうほどの清らかさを感じ、清らかさの中の命を詠んだ。

　「椿折てきのふの雨をこぼしけり」

と詠んだ蕪村もまた、かすかな椿の香りをふくんだ
雨滴に、清純のきわまりを感じ、そこに命をみたに
違いない。
　雨の句には「清らかさ」とは別に、「わびしさ」が
詠まれることが少なくない。
　芭蕉の ｢芭蕉野

の わ き

分して盥
たらい

に雨を聞
きく

夜哉｣ にしても、
「海に降る雨や恋しき浮

う き み

身宿
やど

注�」にしても、そこには、
わびしさに美を思うこころがある。芭蕉は盥に落ち
る雨垂れにも、海に降る雨にも、命を感じていたの
だろう。

　雨というものがなかったら、日本の風景はふぬけになりそうだ、といった建築家がいたが、日本人が練り
上げてきた俳句の文化というものも、春雨、秋

しゅうりん

霖、時雨、五月雨、野分といった数多くの季語がなかったら、
やはりふぬけになってしまうのではないか。

　雨の句のありようは日本人の心根の反映だし、同時に、俳句の存在は、雨の命をみる日本人の思いをさら
にゆたかなものに育てている。
　都会の喧

けんそう

騒の中に生きる私たちに比べて、昔の人たちは当然のことながら、はるかに深く、雨に静けさを
感じとっていたように思う。雨には土砂降りもあれば、篠つく雨もある。天の底が抜けたような雨もある。
だが、俳句の世界では、雨の静けさを詠んだ句がきわめて多い。



雨 と 文 化
俳句・雨に根付く生活文化・19世紀のジャポニスム絵画
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　たとえば蕪村に、「楠の根を静にぬらすしぐれ哉」という句がある。楠は葉の濃い木だ。時雨が振りだして
も、根元はなかなか濡れない。根っこが濡れるまでには、かなりの時が流れることになる。その間、時雨の
しめやかさが静寂な風景を創りだす。
　蕪村は、ただ楠の根の濡れた様子を静的に切り取ったのではない。葉を濡らし、枝を濡らし、幹を濡らし、
やがて根元を濡らしてゆく雨に、命の勢いをみているのだ。
　現代俳句と呼ばれている句の中にも、雨の静けさを詠んだ句は少なくない。たとえば、「秋の雨しづかに午
前をはりけり」(草城)は、あわただしさ、せわしさをどこかに置き忘れてきた人の句だ。
　雨が降り続いている。外に出ることもなく、ものうく雨の音を聞いている。あ、もう昼めしどきかと思い
ながら横着をきめている。そんな、ぼんやりとした、いい時間を与えてくれるのが長雨だ。
　ひとは、雨と共にあり、雨の声に耳を傾けているうちに雨との一体感、あるいは融和感をもつようになる
のだろうか。
　「門松やひとりし聞

きく

は夜の雨」(一茶)
　年末年始のはなやぎをよそに一茶のこころには深い疎外感があり、その鬱屈をまぎらわせてくれるのが夜
の雨だ。独居の一茶は夜の雨の音に、雨という仲間のやさしさを感じている。

　雨の生命力を詠んだ句も多い。

　「春雨や蓬をのばす草の道」（芭蕉）

　雨は草木の、いや、万物の母だ。

　「疲れたる木々の葉に降る喜雨の音」（立子）

　久しぶりの雨のおかげで、乾ききった緑の葉がみるみるつややかなものに変身してゆく。喜雨は万物を育む。

　「ほつほつと春の雨ふる山路ゆく」（素十）

　晴れた日の、光り輝く緑もいい。しかし、雨が木々の葉をひそやかに打つ音を聴きながら歩くのは、山歩
きの醍醐味の一つだ。雨が何千年、何万年、山の命を支えてきたという
単純な事実を思い知らされるのが、雨の日の山歩きである。

　俳人たちは、雨の多様な姿を句に刻んできた。
　しずかな雨、わびしい雨、女をよりあでやかにする雨、草木をはぐく
む雨、田を濡らす雨、焼野に降る雨、大河に降る雨、海に降る雨、荒々
しい雨、恋ごころを深める雨…。どの句にも、雨のゆたかな命がある。
俳人たち、いや、俳人だけでなくたくさんの日本人が詩人になって雨を
見つめ、雨の命を歌ってきたのだ。そこにこそ日本の雨の文化がある。
　虚子は「大いなるものが過ぎ行く野分かな」と詠んだ。野分も春雨も
五月雨も秋の雨も、みな「大いなる」ものの営みである。雨の命、雨か
らいただく命を「大いなるものの営み」と受けとめる。その先人たちの
心を私たちもまた、謙虚に受け継ぎたい。

注1　新屋敷幸繁：1899年～ 1985年。『新屋敷幸繁詩集』（ロマン書房）参照。

辰濃�和男　Tatsuno Kazuo
1994年から2006年まで雨水市民の会会長。現在は、 「高尾山に圈央道のトンネルを掘らせない」裁判の原告。著書に『天声
人語（人物編）』『天声人語（自然編）』(ともに朝日新聞社）『文章の みがき方』『四国遍路』(ともに岩波新書)『雨を活かす』

（岩波アクティブ新書）など多数。雨水市民の会顧問、雨と文芸チーム顧問。

ではないか。雨水市民の会では、「雨と文芸チーム」が
小説や俳句･和歌、浮世絵などの作品を雨をテーマに集
め調査しています。今回、メンバーが取り組んでいる調
査から一部を選んでご紹介します。また、当会顧問の辰
濃和男さんからも貴重な原稿を寄せていただきました。
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雨に根付く文化の復活を

米どころ� タイと日本
　熱帯性気候のタイには、雨の状態

を表わす擬音語は2つしかないと言

われています。「ザーザー」にあた

る「サーサー」と「ポツポツ」にあ

たる「ポパポパ」です。それに比較

して日本には、小林享著の『移ろい

の風景論』注1 によると、なんと127

の擬態語･擬音語があるといいます。

「シトシト」「ジメジメ」「ポツリポ

ツリ」「ゴーゴー」「ピチャピチャ」「ビ

チャビチャ」「ポタリポタリ」「ビシ

ャビシャ」「グショグショ」などな

ど。同じように米を栽培している国

なのに、日本には雨の種類を表わす

言葉やことわざが圧倒的に多いこと

に驚かされます。雨の名前も小林さ

んは146種を上げています。「雨の

国」日本の面目躍如と言ってもいい

のではないでしょうか。

　雨期に定期的にスコールが降るタ

イの稲作は、中心部の広大な平野を

流れるチャオプラヤー川によって支

えられ、のんびりしていてもその気

候から二期作が可能です。他方、山

地が多く、川も急流の日本では、稲

作に対する心構えから違います。雨

量は多いが、必ず降るというわけで

はなく気まぐれです。降雨は農民の

死命を制するほど大事なことですか

ら、雨を真剣に、細やかに見つめざ

るを得なかったはずです。雨の言葉

やことわざには、こうした農民たち

の心が宿っています。

雨乞い
　旱(ひでり)が続けば、必死の雨乞

いが行われます。高谷重夫著の『雨

の神－信仰と伝説』注2 によると、日

本全国いたるところで雨乞いが行わ

れており、民間信仰の山や丘、池や

泉、石、祠、滝などについて詳述し

ています。祈雨の地としての龍王池

などの一端だけでも49箇所を紹介

しています。祈雨の言葉も「天竺天

王、龍タツやい、雨をふらせてたん

まいな」（長野県北安曇郡八坂村）、

「アメダンブツ、大きなイカダチ、

アメダンブツ」（東京都伊豆大島）、

「雨降れたんじゃく、ここに懸かれ

黒雲」（埼玉県鶴ヶ島市）など、面

白いものがたくさんあります。いず

れ雨と文芸チームで収集したいと考

えています。

　「村人や雨を乞い得て泥に酔ふ」

　角田竹冷の句です。雨乞いの後に

雨がもたらされた喜びは、また格別

なものだったでしょう。

　東京の世田谷出身の母が、昔の雨

乞いの話をしてくれたことがありま

す。伊勢原の大山まで行って水を貰

ってきて田に撒くのだということで

した。雨乞いの後で雨が降ると「お

湿り祝い」といって村の人たちが飲

食物を持ち寄って楽しく食べたり飲

んだりして祝ったそうで、「雨正月」

とも言いました。日本の祭りは、ほ

とんどがこうした稲作に関連して行

われているものです。

雨に親しむ
　四季に恵まれ、折々に美しい雨が

降る日本は、世界でも有数の「雨の

国」です。一方でそのために洪水や

湿気や泥んこ道に悩み、雨への嫌悪

ももちろんありますから、雨の排除

は近代化の中で当然の選択だったか

もしれません。明治維新からわずか

100年の間に、かつて「水の都」と

呼ばれ、豊かな自然に包まれていた

江戸の町並みは「東京砂漠」と歌わ

れる乾いた都市に変貌してしまいま

した。

　2008年8月6日に開かれた「雨水

ネットワーク会議設立大会資料集」注3

によると、雨水市民の会・前会長の

辰濃和男氏と基調講演をされた㈳雨

水貯留浸透技術協会会長の高橋裕氏

は、奇しくも同じことを強調されて

います。

　「雨水問題は、せんじつめれば私

たちひとりひとりが、からだ全体で

雨と親しみ、雨を敬い、雨の恵みに

感謝し、雨と共に生きてゆく知恵と

思索と技術を身につけてゆくことで

しょう。」（辰濃和男氏）

　「雨は日本文化の根幹を支えてい

る。豊かにして変幻激しい雨と水と

を融和することによって、日本人の

ふくよかな自然観が培われた。その

雨感覚に基づく水意識の復活こそ、

水危機からの脱出のための基本的条

件である。」（高橋裕氏）

　大変に貴重な言葉として拝読いた

しました。

「雨の国」の文化の復活を
　最近は雨具の発達やデザインの工

夫により、これまで以上に雨中に出

て、雨を楽しむ人々が多くなりまし

た。道路が良くなって、長靴を履く

雨と文芸チーム　原田� 稔

「大阪府三島郡の雨乞い」（『歌と民俗学』西村
享著　岩崎美術社より）
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　子供たちは自然に触れることによ

ってこそ成長するものではないでし

ょうか。雨の循環を感じ取れるビオ

トープや遊び場を、郵便ポストの数

ほどつくってほしいと思います。

　これまでの100年で作り上げてし

まった、雨を排除する生活スタイル

を見直し、立ち返り、雨と親しむ本

質と新しさを備えた日本文化を発展

させていくことが願われます。

「葉鶏頭のいただき躍る驟雨かな」

（久女）

「時雨るるや光りこそすれ石だたみ」

（草田男）

　松岡正剛氏のエッセイからこんな

句を見つけました。日本の雨の風景

がみえて、ほっとさせてくれます。

　最近、テレビで流行歌などの番組

を見ていて、このような日本の雨の

情景を歌った歌が少なくなったよう

な気がします。しかし、私たちは古

来、雨と真剣に向き合ってきた「雨

民族」の子孫です。雨に親しむ環境

が復権すれば、必ずやまた雨の歌、

雨の詩、雨の小説、雨の絵が生まれ

てくることでしょう。そんな今日の

新しい雨の文化にもぜひ出会い、親

しみたいと願っています。

注1　鹿島出版会(1993.12発行)
注2　岩崎美術社(1984.8発行)
注3　 雨水ネットワーク会議準備会発行。

問い合わせは雨水市民の会事務局

人が都会ではほとんど見られません

でしたが、最近は復権してきたとい

われています。雨具は、傘を初め、

レインコート、カッパ、ポンチョな

ど数え上げればいくつも出てきま

す。雨を楽しむには、まず、雨のフ

ァッションから、と言えないでしょ

うか。子供の頃、新しい傘や長靴を

買って貰うと雨降りが待ち遠しく感

じられたものです。

　日本には自然と一体化し雨に親し

む文化の伝統が数多くあります。例

えば、各地の寺院の庭園や茶室など

にも雨を美しく見せ、楽しませてく

れる工夫が凝らされています。庭の

苔の配置や木々の選択だけでなく、

軒下の雨落ちに敷き詰めた那智黒の

小石は、雨の日は濡れてつややかな

風情を見せます。京都竜安寺の石庭

は、雨が降ると

築地塀の屋根が

濡れて黒色を増

すなど、季節に

より天気によっ

て表情が一変す

るといわれてい

ます。こうした

日本の伝統を、

都市の公園や道路に、個人の小さな

庭やマンションに、ビル街にまで、

今後は意識的に取り入れていってほ

しいものです。

　三島市の田村光氏は古来の水琴窟

を工夫して、貯留した雨水を使って、

地中に埋めた瓶に少量ずつの水を流

し、妙なる音を発生させる雨水利用

の「天水琴」を開発され、各地に設

置しています。

　先日、京都のビルにある小さな美

術館に入ったのですが、最上階の展

示室になんと坪庭が作ってありまし

た。ビルの中なのに見上げれば空で

す。植えられた紅葉などの木が、気

持ちよさそうに風に揺れていまし

た。雨の日に来たい、と思いました。

　川など、水辺の再生も心ある人々

によって徐々に進められています。

原田� 稔   Harada Minoru
㈶横浜市防災指導協会事務局長。著
書『雨の楽しい話』（日本図書刊行
会）、『雨のことば辞典』（講談社、
執筆協力）。雨水市民の会会員、雨
と文芸チーム・メンバー。

埼玉県鶴ヶ島市に伝わる脚折雨乞（すねおりあまごい）。長さ��メートル、重さ�トンもある巨大な「竜蛇」
を何百人もの人が担いで「雷電池（かんだちがいけ）」に入り、「雨降れたんじゃく、ここに懸かれ黒雲」
と泥まみれになりながら、祈願する。(写真：鶴ヶ島市教育委員会社会教育課作成のチラシより)

子どもA『雨が降って「雨水公園」に雨
がうんとたまったよ。』
子どもB『たのしみだなあ。泥んこ遊び
がたっぷりできるね。』
子どもC『さあ行こうよ。長靴とレイン
コートを着てね。』
　雨の日には、雨が大好きな子どもたち
がこんな会話をしているのでしょうか。

（イラスト：「やってみよう雨水利用」（グ
ループ・レインドロップス編著・NPO法
人雨水市民の会発行） より）
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浮世絵に魅せられた
ヨーロッパの芸術家たち

雨と文芸チーム　大庭� 克世

◆ジャポニスム　発端は「北斎漫画」　
　ヨーロッパの人々が浮世絵に関心を持ったきっか

けは1856年ごろから磁器の包装に使われた「北斎漫

画」だったと伝えられています。その後、正式に参

加した2度のパリ万博で日本ブームに火がつきまし

た。そしてその後40年以上に亘り、印象派の絵画を

初め、建築、彫刻、工芸品、演劇、ファッションな

どまで、欧米全土に大きな影響を及ぼしたのです。

　この「日本趣味」の流行は、ジャポニスムと呼ばれ、

欧米ではルネサンスに匹敵する大きな変革運動でした。

◆浮世絵の影響
　ミレーの「晩鐘」「落穂拾い」などの重厚な絵を

思い浮かべてください。一方に写実的陰影を極度に

排除したロートレックの「騎手」やいくつかのポス

ターを置くとき、浮世絵の影響は明白です。当時、

ヨーロッパ絵画はミレーやクールベなどの写実主義

からマネ、モネなどの印象主義への移行期にあって、

さらに新しいものを求めて模索している状況にあ

り、浮世絵はそれに応えるものだったのです。

　詳細は避けますが、西洋のものとは異なる遠近法

や、写実的陰影を用いず線で絵が構成されているこ

と、風景の中に西洋では考えられない庶民の飾りの

ない姿が描かれていることなど、「浮世絵から受け

た衝撃」はたくさんあったようです。

◆自然観の違い
　中でも驚きを持って迎えられたのは浮世絵の「自

然観」ではなかったでしょうか。ご存知のように、

人間中心主義の西洋において、自然は征服される対

象として認識されていました。日本の場合、自然は

尊ぶものです。浮世絵には、移ろいゆく四季のさま

ざまな姿とそこに包まれるように一体となっている

庶民の姿が描かれています。それらの絵は、キリス

図1  歌川広重　「大はしあたけの夕立」名所江戸百景
         東京国立博物館蔵

図� フィンセント・ファン・ゴッホ　「雨中の橋（広重を模して）」
ゴッホが広重の「大はしあたけの夕立」を模写したもの。飾り付けのある額も描か
れている。より鮮明な色彩で水面のさざめきを細かいタッチで描き、雨は一層強く
描かれており、模写というよりゴッホが取り込んでゴッホのものとして描いている。
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「シャノワール」という画家たちの集まるカフェで、

ジャポニスムを知ったといいます。「エッフェル塔

三十六景」（図3、図4）は「富嶽三十六景」をモデ

ルとして制作され、風、霧、雨などを主題として、

パリの雰囲気を表現しています。

　ジャポニスムの影響を受けた絵画といっても「雨」

が登場することは少ないのですが、リヴィエールは

この3点のほかにも「傘の下の葬式」という広重の「庄

野」によく似た構図の絵も描いています。図4、図5

の強い斜線で描いた激しい雨は、外国人が描いたも

のとしては非常に珍しく、浮世絵の表現を取り入れ

ていると思われます。前景に物を大きく配置する手

法にも広重の影響が見られます。

図�   アンリ･リヴィエール　　エッフェル塔三十六景
          ｢フレミエの大鹿の後ろより｣ ニューオータニ美術館蔵

図�  アンリ･リヴィエール　エッフェル塔三十六景
         「パッシー河岸より　雨」　ニューオータニ美術館蔵 

図5   アンリ･リヴィエール「雨の松林」
          アメリカ　ニュージャージー州美術館蔵

トや聖母マリアなど、多くの肖像画、静物画を描い

てきたヨーロッパにない視点でした。

　やがて、ジャポニスムの影響もあり、自然の中で

人々がくつろぐ様子を描いたマネなどの絵が生まれ

ました。後述のように、自然そのものをさまざまに

描いたモネ、ゴッホなどの多くの有名な作品にも日

本の自然観が強く影響していると思われます。

◆「富嶽三十六景」とアンリ･リヴィエール
　広重の「大はしあたけの夕立」（図1）などを模写

したゴッホの絵（図2）は有名ですが、北斎の「富

嶽三十六景」に触発された、セザンヌの「サント・ヴィ

クトワール山」の連作、アンリ・リヴィエールの「エッ

フェル塔三十六景」もジャポニスムを代表する絵画

といえるでしょう。

　アンリ・リヴィエールは1864年、パリ・モンマル

トルに生まれた画家です。1878年のパリ万博に感激、

大庭� 克世　Ohba Katsuyo
土木学会フェロー会員、技術士（上下水道部門下水道）、
労働安全コンサルタント（土木）、アーバンプラン技術部
顧問。雨水市民の会会員、雨と文芸チーム代表。
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　「わが家に雨水タンクを置い
てみて初めて、雨というものが、
命あるもの、大切なもの、清ら
かなものということを実感しま
した。水槽に流れ込む雨の音を
聞きながら自然に融和する歓び
を感じました。」（まえがき：前
会長・辰濃和男）そうです！　
雨は日本人にとって特別なもの
ではないでしょうか。清少納言
の雨への思い、農業を営む人た
ちの切なる願いである「五風十
雨」という言葉、4曲に1曲は雨
の言葉が登場する演歌など、さ
まざまな「雨」を、雨水市民の会のメンバーが6年かけて取材し
出版しました。本書は「雨の万華鏡」と呼べるでしょう。

【第1章：雨と日本人、第2章：暮らしに生きる雨、第3章：地球を
めぐる雨、第4章：生命はぐくむ雨、第5章：雨水を活かす、終章：
拓こう、雨の新世紀】　購入は事務局まで。  （高橋朝子） 

　「雨と文芸チーム」は、2003年6月12日、雨水市民
の会のプロジェクトチームとして発足しました。私
たちの暮らしと雨との関わりをさまざまな文芸から
収集し、資料の作成をおこなっています。いろいろ
な文芸作品を雨のキーワードでみると、また新鮮な
味わいがあります。
　不定期に発行する冊子「雨と文芸」でこれらの収
集した資料を特集に組み、発表していますが、単な
る一覧表を作るのでなく、メンバーのエッセイや解
説を載せ、イラストも多用して各特集が出来るだけ
面白い読み物になるよう心がけています。
　第1号の特集「小説の中の雨」では200冊を超える
小説を紹介しましたが、「私が選ぶ一冊」に書かれ
た永井龍男の『青梅雨』、井伏鱒二の『黒い雨』な
どについてのエッセイが印象に残っています。この
時に出会った多くの物語の雨の情景は、今も時おり
心に浮かびます。
　第2号、浮世絵特集は、とても楽しい作業でした。
おそらくメンバーがそれなりに、北斎や広重に代表

される多くの絵師たち、その浮世絵に魅せられての
作業だったためでしょう。
　膨大な資料をひもとき、整理をするには苦労も多
いのですが、そうして与えられたテーマと四つに組
み、先人の残した作品に深く「首を突っ込む」こと
によって、ふるえるような感動を味わうこともたび
たびです。第3号の「俳句／芭蕉・蕪村」はまさに
そんな特集でした。
　次回第５号は「詩に歌われた雨たち」で、現在資
料の収集作業に入っています。私たちの生活に身近
な雨が、詩情や感性にどんな豊かな潤いを与えてく
れているのか、探る作業を楽しんでいます。みなさ
まがご存知の雨の詩もぜひご紹介ください。また文
芸チームの活動にもどうぞお気軽にご参加くださ
い。

糸賀 幸子　Itoga Sachiko
主婦。『雨の事典』(雨水市民の会)の執筆者レインドロップ
スの一人。雨水市民の会理事、雨と文芸チーム・メンバー。

雨と文芸チームの活動
雨と文芸チーム　糸賀� 幸子

◆活動に参加しませんか？
「雨と文芸チーム」では、参加メンバーを募集しています。詳しくは事務局までお問い合わせください。

　これまで発行された「雨と文芸」は次のとおりで
す。当会会員には発行時に無料配布しています。
１号　「小説の中の雨」　発行日2004.8.30
２号　「浮世絵の雨」　　発行日2005.7.15
３号　「俳句１　芭蕉･蕪村」　発行日2006.8.30
４号　 「俳句２　小林一茶･蕉門の俳人たち」
　　　発行日　2008.7.31

　また、雨水市民の会のホームページでは、こ
れらのPDFデータを公開しています。
URL : http: //www.skywater.jp/

「空と海と大地をつなぐ�雨の事典」
レインドロップス編著　雨水市民の会発行  ￥2,625

注目の
一冊 !!
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特集 Feature

雨と文化

　 前 号 で は 雨 と ゴ ア
テックスと悪戦苦闘し
た人見さん、今回は足
摺岬で台風という強烈
な雨体験の話です。

足を引きずり、足摺岬
　札所間の距離が80㎞もある足摺岬へ
は、文字通り「足を引きずり、足摺岬」
でした。道の崖からは滝のように水が
落ちてきます。それでも、ラジオは同
じ高知県内の早明浦（さめうら）ダム
は空っぽで、四国は水不足であると放
送。よく理解することは出来ませんで
した。早明浦ダムが一杯になったのは、
台風４号が丁度ダムの真上を通り過ぎ
てからでした。
　私は足摺岬で３日間、「星空」という

お四国は、降っても晴れても「南無雨陀仏」
民宿で豪雨の「雨空」停泊し、「足止め
岬」となりました。
　帰ってから、早明浦ダムは、近年の
気候変動によりダム上流部で雨量が少
なくなってきて、その結果、四国地方
で一層深刻な水不足が発生するように
なっていることを知りました。
　水不足というのは、「量だけではなく
こころの問題」でもあります。ゴアテッ
クスの教訓から、人間の身勝手な技術
について共通することを知らされまし
た。これもお遍路のご利益でしょうか。
　雨によって生かされていることを
悟って以来、私はそれを「南無雨陀仏」
の合言葉としてきました。降っても晴
れても、「南無雨陀仏」。いのちとここ
ろのめぐりあいなのですね。
  (2007年7月)

人見　達雄　Hitomi Tatsuo
1970年東京都庁入職、光化学スモッグ対策のプロ
ジェクトチームに従事。以後都の保健所で環境衛
生監視業務のかたわら、ソーラーシステム研究グ
ループで活動。2007年3月退職。傍らで環境保全
の市民活動にも長年取り組んでいる。現在は医療
問題等にも関心がある。雨水市民の会理事。

人見達雄の四国お遍路の旅路レポート②

台風4号が足摺岬の沖合いを通過。

クイズに挑戦！
雨にまつわる漢字・ことば

雨にまつわる漢字
雨冠のつく漢字たち。
あなたはいくつ読めますか？

答え　その１： ①ゆき　②きり　③かすみ　④もや　⑤みぞれ　⑥ひょう　⑦あられ　⑧しも　⑨つゆ　⑩しずく

　　　その２： ①はくう：景色が白っぽくなって見えにくくなるような激しい雨（夕立）　②りょくう：新緑のころに降る雨　③さくらあめ：

桜の咲く頃の雨　④こくう：空を暗くするような大雨　⑤ごしきのあめ：お釈迦様が生まれたときに降ったという青、赤、

白、黄色、黒色の奇跡の雨　⑥りきゅうねずのあめ：北原白秋が作詞した「城ヶ島の雨」の中に出てくる雨で、利休鼠と

は千利休が好んだ緑がかった鼠色

その１

その２

❶ 雪 　　❷ 霧　　 ❸ 霞　 　❹ 靄 　　❺ 霙
❻ 雹 　　❼ 霰　 　❽ 霜　 　❾ 露　 　❿ 雫

❶ 白雨　　❷ 緑雨　　❸ 桜雨　　❹ 黒雨
❺ 五色の雨　　❻ 利休鼠の雨　　　　

雨の色、雨の表現
そのときどき、さまざまな色や表情がある雨。
こんなことばがあるのをご存知ですか？
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プロジェクト
リポート

Project Report

●雨水タンクの設置
　バングラデシュでは、数百万人もの人々が地下水のヒ素汚染
や塩害により安全な飲料水にアクセスできない状況が続いてい
ます。雨水市民の会では、これらの状況の改善をめざし、家庭
レベルで安全な飲料水確保のために、1999年より雨水利用技術
の普及活動を行っています。
　現地NGOと協働し、乾季を乗り切る現地製造のローコスト雨
水タンクを開発し始め、2007年には、4.4トンのコンクリート製
のリングタンク（設置コスト：12,800タカ＝約18,600円）を完
成させました。このタンクをバングラデシュ南部のバゲルハッ
ト県モレルガンジにおいて、地元のNGOと協働でマイクロクレ
ジットシステムを活用しながら60基をモデル設置しました。
これまでの主な成果には、以下が挙げられます。
◦ バゲルハット県において、160基の雨水タンクを建造、設置。
◦ 貧困層に対し、雨水タンク導入に役立つシステムであるマイ

クロクレジットを紹介。
◦ 所有権に基づいた、雨水タンクの適切な維持管理を指導。
◦ タンク内の水質、タンクのデザイン（高い活用度や耐久性）

等に対して雨水タンク導入者から高評価を得る。
　現在も現地NGOの手で雨水タンクの設置が進められていま
す。

●�その後の調査で見えて来たこと
　また、私たちは、2008年にこれまで設置した住民を対象にモ
ニタリング調査注3 を実施し、飲料水のヒ素汚染に対処するため
に、バングラデシュ住民は確かに雨水タンクを必要としている
ことを確認しました。しかしまた、現在雨水タンクの普及は富
裕層に限られており、多くの人々は雨水タンクを買う経済的余
裕がないことがわかりました。貧困層は融資が返せなくなるこ
とを恐れてマイクロクレジットを利用していなかったのです。
　調査の結果、私たちは以下の結論を得ました。
1    マイクロクレジットシステムに参加できた者の多くが、教師

や会社経営者など月収11,500タカ以上の比較的裕福な所得層
である。

2    低所得者層に広めるためには、より安いタンクの技術開発が
必要である。

3    10,000タカより安いタンクができれば市場に乗せることも可
能であり、その販売によりセルフファンディングが可能にな
る。

4    圧倒的多数を占めるマイクロクレジットに参加できない低所
得者層には、フェアトレードなどにより資金を調達し、住民
参加によるローコストタンクを手作りするといった特別の手
立てが必要である。

　そして、その後現地での普及を事業化する取り組みをして、
この度の成果に至りました。

　雨水市民の会の村瀬、荒井の2名は、2009年1月15
日から23日、継続的に取り組んでいるプロジェクト
の一環として、バングラデシュを訪問しました。
　今回のバングラデシュ行きでは、現地で低所得者
層から高所得者層にいたるまでの雨水利用を普及し
ていくために、これまで取り組んできたマイクロク
レジット注1 システムに加え、新たにセルフファン
ディング注2 システムの手法を確立するとともに、低
所得者にも手が届くような雨水タンクの開発の可能
性を見極めることができました。現地のNGOとの
やり取りの中で、蜂蜜のフェアトレードや、10,000
タカ（約14,500円）を切る雨水タンクの開発そして
日本、タイ及びバングラデシュのNGOと企業の協働
によるタイ製ジャイアントジャー技術のバングラデ
シュへの移転の話がまとまりました。これらが成功
すれば、低所得者層から高所得者層にいたるまでの
雨水利用の普及が可能になり、バングラデシュにお
ける雨水利用の持続可能な仕組みを確立できます。
その結果、数千万人に達するといわれている深刻な

地下水のヒ素汚染被害や塩害を
大きく軽減できるようになると
思います。
　発展途上国において、誰もが
安全な飲み水にアクセスするこ
とができる雨水利用の需要が高
まっています。これまでの国際協力事業の多くは、
活動資金を海外のドナーに依存し、住民参加で進め
るというより、地域支援という形での一方的な「あ
てがい型」のものが少なくありませんでした。ドナー
による資金提供は通常3年と短期間であることから、
ともすれば地域のモデルプラントの設置にとどま
り、ドナーからの資金が切れるとプロジェクトが立ち
行かなくなることも珍しくありませんでした。これで
は、事業が持続可能な取り組みになっていきません。
　これから始まる新たな雨水利用プロジェクトは、
こうした従来の「ドナー依存」から「セルフファン
ドレイジング」へ、また、「あてがい型」から、現
地の住民、企業及びNGOとの「参加協働型」へと転
換を図り、持続可能な雨水利用推進のための仕組み
を作り上げることが目標です。この事業化が成功す
れば、そのノウハウは、他の発展途上地域にも応用
できます。開発途上の諸国における安全な飲み水確
保に大きく貢献できるでしょう。  　

バングラデシュ・
スカイウォーター・プロジェクト
Bangladesh�Skywater�Project

雨水市民の会の財政的・技術的支援によって、モレルガ
ンジ地区に設置された雨水タンク。容量は�,�00リットル
あり、1世帯の飲み水を1年間まかなうだけの能力がある。

雨水利用の現地事業化
開始までもう一歩！

これまでの取り組み

最新報告

事務局長　村瀬　誠

注1      マイクロクレジット：貧しい人々を対象に、少額の資金を無担保で融資する制度のこと。　
注2　セルフファンディング：自前で事業を起こして資金調達すること。
注3　 モニタリング調査：雨水市民の会と京都大学防災研究所の岡田研究室のコラボレーションで行ったもの。雨水市民の会会員で、

同大学の博士課程に在籍するインドの留学生、スバハジョチ・サマダー氏が、この調査に当たった(次ページ参照)。
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2.���生活水準向上の手助け
　雨水タンクに関する情報は、今のところ富裕層に
対してのみタンク導入の動機づけとなっているよう
である。大部分の人々は、安定した雇用や収入手段
をもっていない。そのような人々の生活の安定が確
保されなければ、彼らは日々の生活に精一杯で、雨
水タンクなどには興味を持たないと考えられる。私
たちは、以下のような計画を考えている。
a) 所得の創出
　 　貧困層の人々は、概して雨水タンク購入だけの

ためにはマイクロクレジットを使いたがらない。
なぜなら、収入が無いために返済ができないとい
う懸念があるからである。それゆえ、マイクロク
レジットで融資された資金は雨水タンクの購入だ
けではなく、収入を得るために使われることも許
される必要がある。たとえば、融資によって得た
資金で山羊を購入した人は、山羊を繁殖させて
売ったりミルクを売ったりして、収入と返済資金
を得ることができる。

b) 内部補助金
　 　購買力のある富裕層に高機能の雨水タンクを売

り、それによって得た利益を、貧困層に安い雨水
タンクを売るという形で再分配する。

c) 地域固有の資本の活用
　 　現地の労働力や、それぞれの地域特有の知恵を

雨水タンク建造や設置に活用することで、雇用を
創出できるとともに、雨水タンクの価格を抑える
ことができる。

　私たちが考えている持続可能な雨水利用技術普及
モデルは、左図のように表すことができる。

　現地で雨水タンクがどのように普及しているの
か、貧困層を含めた広範な層に雨水タンクを普及さ
せていくために何ができるのかについて、2007年か
ら08年にかけて調査を行った。この調査を通し、雨
水タンクをさらに普及させるための具体的な行動計
画の策定が急務であると考えている。今後の課題と
して次の点を挙げる。
　a) さらなる雨水タンクの普及
　b)  これまで富裕層に偏っていた雨水タンクの普及

を、貧困層にまで広めること
　c) 当地における、マイクロクレジットの実現
　これらの課題に対して、現在私たちは2つの適応
戦略を計画している。

1.��雨水利用を理解してもらう
　テレビやインターネット、新聞といったマスメ
ディアは、バングラデシュの地方においてはそれほ
ど大きな影響力を持っていない。したがって、地方
のコミュニティで雨水利用技術を認知してもらうた
めに、以下の計画を考えている。
a)  コミュニティ内での寄り合いやワークショップの

開催
b)  市場やバス停など、多くの人が集まる場所に雨水

タンクを設置することで、住民がタンクを目にす
る機会を増やす

c)  コミュニティのメンバー間の社会的ネットワーク
を活用し、雨水利用技術についての情報交換や議
論が活発化するようにはたらきかける

スバハジョチ・サマダー　Subhajyoti Samaddar

雨水市民の会会員。京都大学防災研究所　巨大災害研究センター
　災害リスクマネジメント研究領域（吉岡七輝も同研究所所属）

（〒611-0011　京都府宇治市五ヶ庄　Tel: +81-774-38-4038 ）

コストパフォーマンスの
すぐれた雨水タンク

普及促進
実行機関

雨水利用技術
産業

貧困層

地元の材料

現地の労働力
地域知

より大きな市場
（富裕層・貧困層）

雇用創出

富裕層

マイクロ
クレジット

自助組織
（ハンディクラフト作りなど）

マイクロ
クレジット

持続可能な雨水利用技術普及モデル

建設中の技術者トレーニングセンター。雨傘のモニュメントが人目を引く。この下に
新型雨水タンクのモデルを設置する。（バングラデシュ・シシュラン）

すべての人々に清浄な水を
－バングラデシュ・これからの行動計画－�

スバハジョチ・サマダー
翻訳　吉岡� 七輝
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研究所岡田憲夫教授、大学院生吉岡七
輝、村瀬誠非常勤講師が鹿児島市の雨
水利用の取り組みの実態調査

●�1/15（木）～ 22日（木）　スカイウォー
タープロジェクトメンバー（村瀬事務
局長、荒井会員、サマダー会員）がバン
グラデシュへ

●�1/26（月）～ 29（木）　「第３回すみだＮ
ＰＯフェスティバル～すみだで活動す
るＮＰＯ報告会～」（墨田区役所）にて
当会をはじめ、墨田区内で活動するＮ
ＰＯなどの団体が、パネル展示や活動
実演。

●�2/2（月）　平成20年度「循環・共生・参
加まちづくり」��環境大臣表彰授与。徳
永理事長、村瀬事務局長及び墨田区環
境保全課長が出席。

　http://www.env.go.jp/press/press.
php?serial=10652

●�11/6（木）　朝日新聞（朝刊）　「東京川
の手」に掲載。「雨水利用博士海外ＴＶ
に」というタイトルで村瀬事務局長出
演。

●�12/10（水）　朝日新聞（朝刊）　生活欄
に掲載。「雨水をためれば資源」

●�1/19（月）　ECOマネジメント（日経
BP社）のサイトで特集「動き出す『適
応策』」の一つ「切実さ増す渇水問題　
都市が取り組む雨水管理」の中で村瀬
事務局長がインタビューに答えた。
http://premium.nikkeibp.co.jp/em/
report/142/index.shtmlに掲載。

●�1/22（木）　山形新聞のくらし面に災
害対策の一つとして路地尊が紹介され
る。徳永理事長、高原理事がインタ
ビューに応えた。

●�1/26（月）　神戸新聞のくらし面に路地
尊の紹介。

●�“1010”�12月号（東京都公衆浴場業生活
衛生同業組合発行）に伊藤理事が経営

●�11/30（日）　墨田区新環境ふれあい館
プランニングワークショップ（第1回）

　墨田区が東京スカイツリーと同地区の
開発区域内に建設を予定している新環
境ふれあい館に関して、関係者や区民
と共に考えるため、新環境ふれあい館
の総合監修者である法政大学教授、陣
内秀信氏が主催して、ワークショップ
を開催した。Ｅボートに乗って運河め
ぐりをした。

●�12/13（土）雨水探検隊の「お楽しみ会」
カレーライス作り（料理）とろ過器作り

（工作）
●�12/21（日）雨の絵本ひろばの「クリスマ
ス会」　絵本の読み聞かせ、傘ツリーの
製作、創作人形劇、手作り紙芝居、そ
してゆず茶とお菓子のクリスマスパー
ティ、最後は草笛やどんぐり笛などを
作って演奏する飯島香織さんの伴奏に
より、クリスマスソングを歌って楽し
んだ。親子24名参加。ⒺⒻ

●�2/15（日）　雨の絵本ひろばの絵本の読
み聞かせとゲーム遊び　6名参加。

●�2/22（日）　国際協力セミナー「スカイ
ウォータープロジェクト現地最新情報
の報告会」

●�2/28（土）　雨水探検隊　10:00 ～ 12:00
　すみだ環境ふれあい館見学と雨水探検

隊終了式

●�11/15（土）　「雨を活かすまちづくり50
年の継承」　シンポジウム（小金井市主
催）に徳永理事長がパネラーとして講
演

●�11/28（金）　三井物産環境基金交流会
に村瀬事務局長、荒井国際協力担当が
参加

●�12/13（土）・14（日）　日本芸術文化環
境書道展でスカイウォーター賞��（雨水
市民の会理事長賞）を授与

●�12/26（金）～ 27日（土）　京都大学防災

主な活動記録
�00�年10･11･1�月・�009年1･�月

●�10/25（土）－26（日）　環境フェアに出展
　墨田区が主催する2008年環境フェア

に、すみだ環境ふれあい館と雨水市民
の会が協働で出展し、展示に加え雨水
ハーブティを提供した。大変好評で
800人近くの人たちが立ち寄った。

●�11/9（日）　雨と遊ぼうシリーズ第3回
「水と火のかんたんサバイバル術」

　講師：人見達雄（雨水市民の会 理事）。
イザというときに役立つアルミ缶と食
用油でつくったコンロ、ティッシュを
ろ過材としたペットボトルのろ過器を
作りました。そのコンロで炊いたご飯
や沸かしたお茶もいただきました。14
名参加。ⒶⒷ

●�11/16（日）　雨の絵本ひろばの秋の収
穫を楽しむ「おイモパーティ」　おイモ
の葉っぱはどんな形？このホクホク
感、甘さは何のイモ？「おイモ当てク
イズ」やおイモ料理、そして絵本の読み
聞かせもしました。Ⓒ

●�11/30（日）　天水活用国際セミナー「タ
イのジャイアントジャーと塩害対策
としての天水利用」　講師：荒井忠徳、
村瀬誠、スバハジョチ・サマダー。バ
ングラデシュでの雨水タンク普及に向
け、タンクの作り方や手入れの仕方な
どをイラスト入りで分かりやすく解説
した『天水活用マニュアル』の作成の際
の苦労談を語った。雨水を飲んだ人は

「水が甘い、おいしい」と言ってとても
喜んでいるが、タンクは貧しい人には
高すぎるので、安くできるタイのジャ
イアントジャーをバングラデシュで作
れるようにする働きかけを始めた。現
地で活動しているスタッフならではの
話が印象深かった。14名参加。Ⓓ

　活動の記録・予定

Ⓐ アルミホイルその他とティッシュの
こよりで作る灯り

Ⓑ 火づくり、水づくりの工作の手順に
ついて説明する人見さん

Ⓕ 草笛の名手、飯島香織さんが伴奏す
るクリスマスソングで歌を歌った。

Ⓓ   『天水活用マニュアル』（英語版、ベ
ンガル語版、日本語版の３種。送料
別で各�,000円、会員は1,000円）

　希望者は事務局へ。

Ⓔ  参加者で作った傘クリスマスツリー
は雨の絵本ひろばならではのもの。

Ⓒ ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、
ナガイモなどの「おイモあてクイズ」
に参加した子どもたち。ちょっと難
しかったけれど、おいしく食べられ
て満足そうだった。

すみだ環境ふれあい館活動

その他の活動

取材・報道関係
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する墨田区の“雨水銭湯”御谷湯が紹介
される。

●�月刊下水道1月号　「雨水ネットワーク
会議と市民の役割」　山本副理事長　
執筆

●2/21（土）21：00 ～　テレビ東京　「出
没！アド街ック天国」東向島　特集で
雨水利用紹介。

●「未来を変える80人-僕らが出会った社
会起業家-」（日経BP社）に村瀬事務局長
が「日本・雨水博士」として紹介されて
いる。

●11/11（水）　あまみず編集会議
●�12/15（月）　雨水ネットワーク会議世

話人会
●�12/20（土）　雨水市民の会理事会

今後の予定・イベント

●�3/15（日）　13:30 ～　雨の絵本ひろば
「子ども雨の俳句をつくろう」
●�4/19（日）　13:30 ～　雨の絵本ひろば
「雨のカルタづくりをしよう」
●�5/17（日）　13:30 ～　雨の絵本ひろば
「手作り楽器づくりをしよう」

編集後記
世界の空と人をつなぐ　あまみず
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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

　昨夏はゲリラ豪雨が日本中を襲い、「平成 20 年
8 月末豪雨」の命名もされた。一気に降る雨でみ
るみる街に水があふれ、誰もが雨が怖いと思った
ことだろう。国土交通省が作成した洪水ハザード
マップでは、平成 12 年 9 月に発生した東海豪雨と
同じ規模で荒川の堤防が決壊すると、東京の足立
区北千住は、ほぼ 5 ｍ以上の浸水が予想されてい
る。私は勤め先も足立区で、よく北千住にも行く。
北千住は車が通れない路地に木造家屋が密集して
いる街だ。5 ｍの浸水が現実となったら、2 階建て
の家は水が屋根近くまで達するだろう。ソウルで
は建物に雨水タンクを義務付け、洪水に備えるネッ
トワーク化を図っているという。治水を川や下水
道に頼る方法では、豪雨が頻発する現状に対応で
きなくなっている。2 月 21 日に開催された建築学
会の国際シンポジウムは、雨水の貯留浸透利用設
備がどこでも見られるまちをつくる具体的なシナ
リオであった。早急な制度の改革を望む。(morning)

雨水市民の会
「循環・共生・参加まちづくり表彰（環境大臣表彰）」
を受賞！
　2009年2月9日、虎ノ門パス

トラルホテルにおいて、表題の

授賞式があり、徳永暢男理事長、

村瀬誠事務局長、墨田区相澤邦

雄環境保全課長が出席しまし

た。住民・企業等との協働を図

りながら環境の恵み豊かな持続

可能なまちづくりに取り組み、

特に顕著な実績をあげている団

体を、環境大臣が表彰するとい

うのが、この主旨です。地域に

根ざした活動を一層推進する上

での励みとするとともに、他地域の取り組みに役立つ模範を広く示すことを目的

として、2003年度から実施されているこの表彰は、これまでは市区町村のみを

対象としていましたが、2008年度から、新たにＮＰＯ、市民団体、企業等の民

間団体も表彰の対象とすることになりました。そこで当会は、「環境省から表彰さ

れる初の環境NPO」としての栄誉を得るところとなり、喜びも倍増の観がありま

す。これも関係の皆様のおかげと、感謝申し上げます。ちなみに今回表彰された

団体は行政が3団体、民間が７団体でした。

　表彰式では、吉野正芳環境副大臣から一人ひとりに賞状と記念品が授与されま

した。福島県出身の吉野副大臣は県会議員の頃、墨田区の路地尊を訪ねたことも

あり、授賞式に続いて行われた副大臣と受賞者との懇談会では、雨水談義に花が

咲きました。

　早速、同日に、授賞式に参加した徳永理事長らは山﨑昇

墨田区長に報告、区長からも祝福と激励の言葉をいただき

ました。この受賞を契機に、ますます高まる内外からの期

待に応えられるよう、当会はこれからも雨水を活かした循

環・共生・参加のまちづくりの推進に積極的に貢献してい

きたいと思います。

（NPO法人  雨水市民の会　事務局）

環境副大臣から表彰状を受ける徳永理事長

受賞トロフィー

会　　議

書籍掲載

すみだ環境ふれあい館




