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塚田冷子会長・静岡県知事表彰

▲川勝平太知事、塚田冷子会長、
亜文（あぶみ）さん（県庁前で）

11 月 3 日の表彰式の会場では、宮沢正美県議会議員（左写真の左）からもお祝いのお言
葉を掛けていただきました。11 月 5 日には、受賞者 4 人が三島市役所へ豊岡武士市長（中
央の写真の中央）を表敬訪問し、お祝いの言葉をいただき、歓談後に記念撮影をしました。
また、環境保全功労部門の 2 人は、推薦してくださった環境政策課の加藤健一課長（右
写真の左）と、そのための資料作成等々を春先から尽力くださった水口国康環境企画係長
（右写真の右）にも、表彰式の様子を詳しく伝えるとともに、感謝の言葉を述べました。

三島ゆうすい会 2013 研修旅行
（式年遷宮の伊勢神宮、那智の滝探訪）
参加者（19 名・「参加者名簿」順）
塚田冷子、小松幸子、秋山峰治、岩田重理、宇水 勉、大村洋子、
斎藤彩子、佐伯忠夫、中西康徳、西川勝美、平林紘治、水野幾子、
山岡修一（コーディネーター）、山岡節子、野崎晃子、芹沢和子、
川口栄子、藤曲眞美、古田道治（古田モータース・ドライバー）
予定した行程表（関連アルバムは次ページを参照！）
■10 月 21 日（月）5：45 三島発→9：30 伊良湖岬（伊勢湾フェ
リー）出港→10：25 鳥羽港着→11：30～12：30 伊勢神宮参拝
→15：30～16：30 熊野那智大社・那智の滝→勝浦「サンかつう
ら」宿泊 ■10 月 22 日（火）8：00 勝浦発→9：30～11：25
瀞峡めぐり（前の豪雨で川底に隆起ができたため、船の運航が
中止となる）→14：20 女人高野の室生寺→20：00 三島着

11 月 3 日（日）文化の日、静岡県
庁にて、平成 25 年度静岡県知事表彰
の表彰式がありました。塚田冷子三
島ゆうすい会会長は、ご家族（ご子
息のお嫁さん・亜文さん）と出席し、
環境保全功労の部門で川勝平太知事
より表彰状を受け取りました。
表彰式会場では、受賞した 41 個人
と 9 団体を祝して、多数の来賓から
祝福のお言葉がありました。その後、
静岡交響楽団のハープ、フルート、
バイオリンによる、美しい演奏が続
きました。塚田冷子会長は、
「毎日の
川掃除を、これからも続けていきま
す」と笑顔で語っていました。
また、三島ゆうすい会小松幸子副
会長もＮＰＯ法人グラウンドワーク
三島理事長として同じ部門の表彰を
受け、夫妻で表彰式に出席しました。
11 月 5 日（火）には、今回受賞し
た三島市の 4 人が、三島市役所に豊
岡武士市長を表敬訪問して表彰式の
様子を報告しました。市長は知事表
彰受賞を祝福するとともに、活動の
思い出などを歓談するなかで、
「今後
も変わらずに活動を続けられるよう
期待しています」と激励されました。
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間に合った！

まだ、これから乗る
車が並んでいるよ！

名コー
ディネータ
ーの山岡修一さん

名ドライバー
の古田道治さん
伊勢湾フェリーで船旅満喫

左から、秋山峰治さん、宇水勉さん、平林紘治さん、山岡修一さん、
中西康徳さん、岩田重理さん、西川勝美さん

左から、斎藤彩子さん、藤曲眞美さん、
左から、塚田冷子会 川口栄子さん、山岡節子さん、芹沢和子さん、
野崎晃子さん、水野幾子さん
長、大村洋子さん

左から、佐伯忠夫さん、
古田道治さん 、小松幸子さん

三重県伊勢市の二見浦の夫婦岩（9m
男岩と 4m 女岩）は、大注連縄で結ばれ
ている。古来、伊勢神宮参拝の前に、こ
こで禊をするのが習わしであったとか。

い

式年遷宮の年に伊勢神宮を参
拝し、感慨深げな塚田会長
羽織物をと
り、正装で参拝
される中西さん

宇水さんの持つピンク傘を目印
に、迷子にならずに伊勢神宮参拝

五十鈴川は三重県伊勢市を流れ
る宮川水系の１つで一級河川。伊
勢詣での前に、ここで身を清める
とよいとされる。この日も、透き
通った透明度の高い流れだった。

20 年に 1 度という式年遷宮。建物一式と装束や神宝も全て
新調して、神様に新しい宮へお遷り願う最大神事は、1300 年
以上も前から続いているという。全国各地からの多くの参拝
客で賑わっていた。まだ新しい木の香りが漂う中、それぞれ
お参りをして、清々しい気分になった。

熊野那智大社の三
重塔と、遥か右手後方
にある日本三大名瀑
の 1 つ・那智の大滝を
背景に記念写真。

那智の大滝は
133m で 1 段とし
ては落差日本一。

「回り道」の表示に従って入っ
夕食前に、熊野比丘尼による曼陀羅を見ながらの貴重な講話を伺う。ジパングの冊
た道が、何と 35.7km もある川沿
子に取り上げられていたのを見付けた山岡修一さんが、手配しておいてくださった。
いの細い山道だったとは！名ド
自然は偉大。山
ダムの水の色、
まぼろしとなった瀞峡の発
ライバーさん、三重県、和歌山
の深緑と様々な
川 の 水 の 色 の 違 着所ポスター前で、
記念に 1 枚。
県、奈良県と、お疲れさま！
水を見た 2 日間！
いが印象的。
室生は、古代より水神の聖地として知られ、
龍穴や龍穴神社などにその面影をとどめてい
るという。室生寺は真言宗室生寺派大本山で、
女人禁制だった高野山に対し、女性の参詣を
許されたことから、女人高野の別名がある。

「回り道」は、2～3 時間かか
った！谷底の渓流を覗いたり。

2 日間は、水に
こだわりながら
の有意義な研修
でした。「感動の
連続だった」と言
う人も。

奈良県宇陀市にある
室生寺の五重の塔は、
国宝。屋外にある木造
の塔としては、法隆寺
の塔に次いで 2 番目に
古く、800 年頃の建立。
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小水力発電の勉強会（三島市・静岡県・企業の取り組み）
▼三島市役所か
らは、水口国康
環境企画係長

▼静岡県からは、
久保田克哉主査

塚田冷子会長の挨拶後、熱心に勉
強会の講師の説明に聞き入る参加者
たち。その後、多くの質問も出た。

▶ 企業からは、萩原
達人代表取締役社長

11 月 21 日（木）19：00 より三島市民活動センター第 3 会議室で「三島ゆうすい会・小水力発電の勉強会」が開
催されました。講師は市・県・企業の 3 人。
「三島市の取り組みについて」は三島市役所環境政策課の水口国康環境
企画係長、
「熱交換システム等に関する静岡県の取り組みについて」は静岡県くらし環境部環境政策課の久保田克哉
主査、
「小水力に関する技術的説明など」は株式会社エコアドバンスの萩原達人代表取締役社長が講師を務めました。
三島市の再生可能エネルギー導入について、市が提案した事業が市民の判定で不採用になった例もあったそうで
す。ピコピカ小水力発電は議員提案を受けて検討し、啓発教育には良いが、発電量の少なさや、ゴミ除去等管理面
や財政面から、その後、進んでいないとのこと。また、小水力発電は事業者に来てもらって検討したが、適地がな
かったとのこと。ただ、県でも実証実験をしているという上水道の利用ができないか検討していきたいそうです。
静岡県の取り組みでは、
「富士山の地下水を活用した熱交換システム」について、ＯＨＰを使って詳しい説明を受
けました。アメリカやスウェーデンでの普及率は高く、県でも富士宮市などでシステムモデルを稼働しているそう
で、従来型に比べ地球温室効果ガスを 50％も削減できるこの取り組みは、魅力がありそうです。
企業では、世界で 1、2 の水車メーカーの歴史や小水力発電の定義にもふれ、発展途上国の発電事業に取り組んで
きた実績も紹介されました。落差で出力が決まり、水車は小さくても発電可能等、水力エネルギーの原理にも説明
が及びました。水車は 24 時間稼働できるので、20～30 年使用できる低コストのポンプ逆転発電システムを用いた小
水力発電等を、三島市に提案できればいいと考えていると話していました。

「七草粥とわらべ唄のつどい」
三ツ谷新田の内藤輝夫・理恵子ご夫妻、毎年七草をありがと
うございます。富士山も美しい姿を見せていました。
（1 月 6 日）

前日の 6 日、ＳＢＳテレビ
の取材。塚田冷子会長と原田
亜弥子アナとの軽妙な会話！

1 月 7 日、七草粥を手分けしてご準備く
ださった町内近隣の皆様方、美味しいと
評判でした。ありがとうございました。
台所は、私たちにお任せくださいね！左から大庭治美
さん、安井さと子さん、堀江美智子さん、塚田亜文さん

居所は

塚田冷子会長の挨拶に続き、大村洋子事務局長の七草の紹
介があり、
「七草なずな♪～♪～」とコール・ロベリアの歌声
が塚田邸の庭に響きます。今年の無病息災を願って「七草粥
とわらべ唄のつどい」がスタート。150 人以上が訪れました。

諸々の運搬、音響、司
会等は、秋山峰治副会長
早朝から、土産
用の七草の袋詰
め、会場設営ほ
か、マスコミの取
材を受けたり、七
草粥を配膳した
り、お世話さま！
今年も元気に過
ごしましょう！

七草ぎっしりの土産袋を手に！

小松幸子副会長の
閉会の言葉で終了！

第 10 回柿田川シンポジウム
～生物多様性と自然を活かすとりくみ～
11 月 9 日（土）の午後、清
水町で第 10 回柿田川シンポ
ジウム（柿田川生態系研究会
主催）が開催されました。第
1 部は、
「生物多様性の種の認
識」
「河川環境の現状と生物多
様性」
「柿田川における自然再
生のとりくみ」についての話題提供。第 2 部
はパネルディスカッション。
会場を訪れた大村皖伸理事（写真）は、印
象に残ったことを次のように述べていまし
た。
「柿田川にアユの遡上が見られないと話題
になりましたが、実際には、その後たくさん
のアユの遡上がニュースになり、変化し続け
る現状を見守ることも大事だと思いました」。
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ミシマバイカモ・保全活動

女優・藤田弓子さんの舞台応援に、皆で！
12 月 14 日（土）の昼の部には、女優・
藤田弓子さんの舞台『クリスマスだよ！
全員集合！！』応援のため、三島ゆうす
い会の皆で駆け付けました。コントや懐
かしいＴＶ番組のパロディ等が続き、最
後に全員でクリスマスソングのメドレー
を楽しみました。

毎月、原則として第 2 日曜日の午前 10 時か
ら、「三島梅花藻の里」等で、ミシマバイカモ
の保全活動を続けています。みなさまも、長靴
やビニール手袋等をご準備のうえ、ご参加くだ
さい。三島では、ミシマバイカモの花を、ほぼ
通年、見ることができます。
▲事前に、藤田さんがポ
スターとチラシを持参！

維

「三島ゆうすい会」の塚
田会長さんや皆様、お忙し
いなか、韮山時代劇場まで
おいでいただき、本当にあ
りがとうございました。

12 月 12 日（木）の理事会後、
塚田冷子会長に県知事賞受賞を
祝して花束の贈呈をしました。
その後は、関係者を交えての
忘年会。1 年間の諸々が話題に
のぼりました。山岡修一顧問か
らは「また 3 月下旬に被災地で
桜を植える予定。一緒にいか
が？」とのお誘いもありました。

▲開演前の堀江美智子さ
ん(左)と安井さと子さん

▲終演後、佐伯忠夫さんにも
会い、藤田弓子さんを囲んで
記念撮影

▲開演を待つ、左から水野幾子さ
ん、庄司峯子さん、塚田冷子会長

予 告 平成 26 年度・第 23 回三島ゆうすい会総会
日 時：3 月 1 日（土）
★総 会 １６：００～１６：５０（会員のみ）
★講演会 １７：００～１８：００（どなたでも無料）
演題「淡水産緑藻類 2 例マリモとカワノリについて」
講師 豊川博物館名誉館長 安原 健允（たけのぶ）先生
※昨年度は予定されていましたが、健康上
の理由で変更されました。（左の写真）
ホームページ を リニューアル！
★交流会 １８：１５～２０：３０（有料）
※交流会参加費は、1 人 3,000 円です。
「三島ゆうすい会」のホームページが、リニューア
ルされ、担当者によって随時更新しています。
「ゆう
必ず、事前にお申し込みください。
すい NEWS」もカラー版で見ることができ、従来の
★閉会
２１：００
ホームページも閲覧できます。ぜひ、ご覧ください。 会 場：Via701 (1 階ホール)三島広小路駅より徒歩約 3 分
URL：http://www.yusui.org/
※三島ゆうすい会年会費（正会員は 3,000 円）も、総会時
にお支払いできますので、ご用意ください。

定例活動のお知らせ
★いずれも、自由参加
★雨天の時は、原則休み

源兵衛川の第 2、第 3 ゾー
ンと宮さんの川からシンコウパー
クまでの鎌倉古道の清掃活動
・原則毎週土・日曜日の朝 6:00～
・源兵衛川いずみ橋へ集合
・持ち物：長靴、ビニール手袋、ゴ
ミを入れる袋等
「三島梅花藻の里」で
源兵衛川のいずみ橋から
ミシマバイカモ保全活動
広瀬橋までのゴミ拾いなど
・原則毎月第 2 日曜日 10:00～
・原則毎週土・日曜日の朝
6:30～
・三島梅花藻の里へ集合
・源兵衛川いずみ橋へ集合
・持ち物：長靴、ビニール手袋、
・持ち物：長靴、ビニール手袋、
草取り道具等
ゴミを入れる袋等
源兵衛川の清掃
桜川の清掃
・原則毎月第 2 日曜日 10:00～
・原則毎月第１土曜日
10:00～
・水の苑緑地・かわせみ橋へ集合
・白滝公園へ集合
・持ち物：長靴、ビニール手袋
※「源兵衛川を愛する会」ととも ・持ち物：長靴、ビニール手袋
※「桜川を愛する会」とともに、
に、清掃します。
清掃します。

宮さんの川の清掃
・原則 毎朝 6:30～
・宮さんの川へ集合
・持ち物：長靴、ビニール手袋
※「宮さんの川を守る会」とと
もに、清掃します。

会費納入のお願い
本年度分会費の納入にご協力賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

★正会費
★賛助会費１口

3,000 円
10,000 円

（何口でも可）
※下記のいずれかに納入してください。

〈お振込み先〉
・郵便振替 0840-4-118192
加入者名：三島ゆうすい会
・静岡銀行三島支店

普通預金

№0346532

口座名：三島ゆうすい会
会長 塚田冷子

・スルガ銀行三島セントラル支店
普通預金 №572969
口座名：三島ゆうすい会
会長 塚田冷子

・三島信用金庫西支店
普通預金 №1042399
口座名：三島ゆうすい会
会長 塚田冷子

