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AIMS AND SCOPE
丁he journal aims at providing researchers and engineers engaged in development and/or utilization of
water resources with timely and accessib!e information on rainwater catchment systems, and ofFers
publication outlet for original papers which contribute to this aim

EDITOR編集委員長

河地 利彦/京都大学大学院 農学研究科
地域環境科学専攻 水資源利用工学
京都市左京区北白川追分町/〒 606-8502
Terf075753‐ 63イa Faxf 07,753-6349

Professor■ Kawachi,Иねrer Resoυκes Eηghee/7rg,
D′y orどηピ、Юη.Sci&Tecわ ,Crad.Scわ.o′ハgnc scl,

T7静 牲

'3‰

舞 1霧 l″∵ 雅

“

χ
N

E―Ma〃 f施随cr71@eypbraresねたkyoro―υ′ac″

EDITOR:AL ADVISORY BOARD編 集委 員会

監騰懇櫨
1蹴

za旧 助ル
■ Ezakiノ EI"Te υ″y
H.Okumuraノ κわ〃υηル
Y Kamilノ Kocわ′t/nル
K.Kltamuraノ ′sttkawaハ gr7C」υρわr Correge

l.Kiね /Sわ Imarle t/n′ y

li深 鞘 聯 誇 筵 L.び勺 た ,肺 e tty
S.NIshiyamaノ Yamagυcわ′t/4′y

I Fukushimaノ Eわ′me υ″y
M.Mabunaga/7okyo υηル ofハ g″c&Tecわ
A.Yoshinaga/υη′′orめe RyυkyJs

板垣  博/岐阜大学
宇和川正人/駒沢大学
江崎 次夫/愛媛大学
奥村 博司/近畿大学
紙井 泰典/高知大学
北村 邦彦/石川県農業短期大学
喜多威知郎/島根大学
新城 俊也/琉球大学
竹山 光一/島根大学
近森 邦英/愛媛大学連合大学院
西山 壮一/山 口大学
福島 忠雄/愛媛大学
松永  稔/東京農工大学
吉永 安俊/琉球大学

ADDRESS FOR EDITORIAL 80ARD AND PUBLISHERノ 雨水資源化システム学会誌編集 。発行事務局

謝出″鮮ハ獅:認男版お虜瑠津ア鶴%み

Er7ime,790‐0905 JAFハ rV

Ter&FAX f+87-89-946-9874
E―Ma〃 f ezaki@agreわ′me‐υ ac.Jp

COPYRIGHT

説鵠 響
「
聯 憮寵∬儀 [瀧

緊日艦 鵠認
i胤

ち認
r駕∝

…
酬レd W mybm∝″

vented,including photocopying and
age or retrieval system without permission from the publishen

江崎次夫 /事務局長
雨水資源化システム学会事務局
愛媛県松山市樽味 3-5-7/〒 790-8566
愛媛大学農学部気付
Te′ &Fax f 089‐9イ6-9874

JRCSA EXECUTⅣE BOARD AND COUNCIL 1998Ⅲ 2000ノ雨水資源化システム学会役員 (平成 10…12年 )

PFeSプグι″′:

ン7ει P″s″θ″お :

Sθι′θ′αッ Gι″ι′α′:

み ι
`“

rivω /理事 :

Cο夕″ιあrs/評議員 :

Professor T Fukushirna

Professor T Kawachi
Professor T ShiniyO

Professor T ttzaki

S Usuiノ 臼井章二
M Kato助日藤 誠
T Ka"achiノ河地利彦
M Kurodaノ黒 田I治

桁聰:聞咽:鰐孫
よ辮 1疱がマ
と盤嵩:滉鴇鑑型蜃

夫

さ聰鮪爵易l碁薦査観
正

事務局長 :

T ttza噸 ノ江崎次夫
S Kamataノ鎌田新悦
K Klamuraノ 北本寸非「彦

':Ⅷ

多曾ま装覆
や越RT腿鍛ダ?宮

直樹

I評l孵進鯖
M Ban/伴  道一

福島 忠雄

河地 利彦
新城 俊也

江崎 次夫

H.Okumuraノ奥村博司
Y Kamilノ紙井泰典
l Klaノ喜多威知郎
Y Takeuchiノ 竹内芳親
I Fukushima/福島忠雄

請k器楢醍昇ξ冒彊り干
人

S Sakaiノ 酒井イ言―
M Suzu晰 /鈴木光円1

智子葛♀嶋蒙葬異人
勝

長

長〈
本

〈
ム
副
剛


