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「せせらぎ」の音色が心地よく響いて、湧水を満喫！

左右の写真は楽寿園の小浜池
2015(平成 27)年の夏～秋は、富士山から思いがけない湧水プレゼント！

2015 年

2016 年
源兵衛川の散策路は湧水が多くて水没箇所も！

桜川

白滝公園の「龍神さま」も、三島ゆうすい会の手で新年の準備！

白滝公園の西側の欅の根元に

平成 15 年から毎年、三
島ゆうすい会では、白滝公
園の龍神さまの注連縄を
新しくし、新年を迎える準
備をしています。今回も、
塚田冷子会長と松根典子
理事が、三島の湧水に感謝
し、新しい年の豊かな湧水
の恵みを願って、龍神さま
をきれいにしました。
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三ツ谷新田の内藤輝夫・理恵子ご夫妻、いつも「春の七草」をありがとう！
1 月 6 日(水)8：30 に、
青木利治副会長と平林紘
治理事運転の 2 台の車で
6 人が塚田邸を出発。
塚田会長、内藤理恵子さん、庄司峯子さん

30 年以上前に、内藤理恵子
さんと庄司峯子運営委員は、婦
人学級の学級長同士だったそう
です。様々なご縁が、春の七草
に繋がっているようですね。

暖冬の年は七草の育ちもいいようで、はこべら（は
こべ）の葉が、例年以上に大きく見えました。また、
近々、三ツ谷に工業団地ができることになったそう
で、内藤さんたちの温室は、その地域に含まれると
か。手作りのお汁粉をご馳走になりながら、話題は
代替え地のことに集中しました。富士山も姿を見せ
た穏やかな日和のひとときでした。

伝統行事「七草粥のつどい」は、気温 16℃の好天の下、盛大に開催
9：00 集合で、準備開
始。暖かな「七草粥のつ
どい」となりました。

←台所は私たちにお
任せを！左から、柿
崎宏子さん、安井さ
と子さん、大庭治美
さん、鈴木幸枝さん。

↑お土産用七草の
袋詰め↓名司会は
秋山峰治相談役

→「七草なずな♪」歌
に合わせて、割烹着姿
の女性たちの出番！
←↓コール
ロ・ベリア
の歌声が、
青木不二子
先生の指揮
で会場に響
きました。

↑塚田会長はヘッドマイクで挨拶。大村洋
子事務局長は七草の説明。豊岡武士三島市
長と七草粥づくり担当の地域の女性たち

↓七草のお土産
紅葉が見頃の妙義山に感激して、小休止

←150 人以上の来訪者は口々に
「美味しい！」。テレビ等の報
道関係者も多く、会場はいっぱ
いの感じで器や箸が足りなく
なるほど。「オレンジ村」提供
の「水よ 輝け！」のＣＤも先
着 100 名に配布されました。 ↑「おかわり」の声も

宮さんの川・源兵衛川の清掃を毎日続けて
毎朝約 1 時間、塚田会長と
松根典子理事は、宮さんの川
(蓮沼川)の清掃を続けてい
ます。土曜日・日曜日は、更
に源兵衛川までも。冬でも素
手だそうですが、湧水なので
塚田冷子会長
松根典子理事
冷たく感じないとのこと。
「広瀬」まで行ったら、
ぐるりと戻るのが通例。
時には、大通り（旧東
海道）まで清掃範囲を
広げることも。貴重な
存在のお 2 人です。

小水力発電のメンテナンスについて

平林紘治理事

三島ゆう
すい会で設
置した小水
力発電は、1
年ぐらいは
順調だった
ようです。
平 林 紘治理 事 の お話で は 、
「購入した機械の防水機能が
不十分で、シャフト部分をそっ
くり変えて水が入らないよう
にしたので、当分は大丈夫でし
ょう」とのことでした。
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第 12 回 柿田川シンポジウムに参加（主催：柿田川生態系研究会）
11 月 8 日（日）13：00 から、清水町のホテル・エルムリージェン
シーで「第 12 回柿田川シンポジウムが開催されました。参加された
大村皖伸理事が興味深い報告をしてくれましたので、いくつかご紹
介します。
テーマは、
「柿田川、そのもたらすもの～実質的な恩恵、やすらぎ、
くつろぎ～」で、第一部は柿田川生態系研究会からの成果発表、第
二部は地域の方々からの発表、第三部は参加者による意見交換会。
「柿田川は、上流域と中流域がなく、いきなり下流域になる特異
な川で、この視点から見ていくことが大切であるという意見がありました。また、
柿田川で大腸菌が検出され環境汚染を危惧する声もあった一方、昔はもっと汚染さ
れていたが、生態系が豊富だったという報告もありました。河川は、水質がよくな
れば水生の動植物が増えるというわけでなく、それぞれの水生動植物にはそれぞれ
の個性があるとのことです。
今年は、7 年を待たず 3 年で湧水が多い年になりましたが、360ｍｍ以上の大雨が
降ると、地下へ浸透しないで直接湧く湧水が増えるようだと報告されました。小学
生女子と中学生男子も発表し、皆、柿田川を大切にしたいと言っていました。夏に
は、湧水マイスターのワークショップをして、5 回中 3 回参加すると湧水マイスター
になれるそうです」
大村さんの、参考になることがたくさんある貴重な報告でした。

牛乳パックによる「はがきの手すき体験」をサポート
三島商工会議所・三嶋柄委員会の依頼で、9 月 22 日（火）
と 23 日（水）、牛乳パックによる「はがきの手すき体験」
をサポートしました。この「伊豆経済大学」の一環で開催
されたイベントには、大村洋子事務局長、大村皖伸理事、
宇水勉理事が、昭明館に出向きました。
その後、担当の川村結里子さんから、右の写真と下記の
お礼のメールが届きました。
三島ゆうすい会のみなさま、この度は大変お世話になり
ました！ありがとうございました。おかげ様で、今回のイ
ベント出展で 9 月 22 日、23 日、総勢 100 人くらいの方
にご来場いただけました！
これも、三島ゆうすい会のみなさまのご協力なくしては
出来ませんでした！急なお願いにも、ご協力いただき、ま
た、当日レクチャーなど本当にありがとうございました。
三島商工会議所青年部メンバーも、今回三島ゆうすい会の
みなさまとご一緒できたこと、本当に良い機会だったと思
っています。またこのような機会がございましたら、どう
ぞよろしくお願い致します。
近々、お借りした道具をお返しにあがります。この度は
本当にありがとうございました！
三島商工会議所・青年部・まちづくり委員会 川村結里子

↑中西康徳
理事と、桜
川の源流の
1 つである
白滝公園を
背景に初冬
の桜川風景

これが紙にな
るなんて、おもし
ろいなあ。

11 月 22 日（日）の三島秋まつりでは、三島商工会
議所青年部が、下田街道で三嶋柄ブースを設けて「紙
抄き体験コーナー」を実施したそうです。
三島ゆうすい会で貸し出して
いる木枠等を活かし、参加者 27
人が、実技体験をしたと報告が
ありました。このような活動の
広がりは、嬉しいことです。

桜川は、湧水量が多
いと、定例清掃作業が
大変になります。長靴
では無理なので、ズボ
ンと長靴が一体となっ
た胴付長靴（ウェーダ
ー）を着ます。
白滝公園にたくさん
ある欅等の落葉樹の葉
が、秋からとても多く
なりますが近隣の方々
と清掃しています。

←ご自身が仕上げ
た「七草粥のつど
い」のポスターを
持つ西川勝美理事

これまでの
ポスターをど
う変えるか考
えましたが、
新年のおめで
たい気持ちを
赤で表現しま
した。
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市民活動フェスティバルの展示部門に参加

名誉顧問・藤田弓子さんの演劇を多数で観劇
これらの写真
は、８日・昼の部
を観劇された方々
の一部

10 月 15 日（木）～20 日（火）、三島市民活動
フェスティバルのパネル展が、三島市役所のロビ
ーで開催されました。三島ゆうすい会では、今回
も活動パネルを作成し、出展しました。

ミシマバイカモ・保全活動
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。皆さまも、長靴やビニール
手袋等をご準備のうえ、ご参加ください。比較的
温暖な三島では、ほぼ 1 年中、ミシマバイカモの
花を見ることができます。
多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

11 月 7 日（土）、8 日（日）は、名誉顧問の女優・藤田弓
子さんが座長を務める「伊豆の国市劇団いず夢（む）」の第
22 回定期公演「カフェ赤い靴下」で盛り上がりました。両
日、
「アクシスかつらぎ」の大ホールには、三島ゆうすい会
の関係者が多数観劇に訪れ、熱演に見入っていました。
「大正 12 年の関東大震災の被害に遭った人々が、昭和の
新時代を迎え復興を目指していたが、アメリカで始まった
世界恐慌の波が日本にも・・・。東京浅草のカフェ赤い靴
下を経営する富子（藤田弓子）も、従業員の女性たちと苦
闘していた。しかし・・」と、観客は引き込まれていきま
した。公演後はロビーで、藤田さんを囲み恒例の記念撮影。

予定/平成 28 年度・第 25 回三島ゆうすい会総会
日

ホームページをご覧ください！
「三島ゆうすい会」のホームページが、リニュー
アルされ、随時更新中です。「ゆうすい NEWS」
もカラー版で見ることができ、従来のホームペー
ジも閲覧できます。ぜひ、ご覧ください。

URL：http://www.yusui.org/

時：3 月 5 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「富士山の地下水、湧水」
講師 静岡大学理学部 加藤憲二教授
★交流会 １８：１５～２０：００（有料）
交流会費は１人、3,000 円です。
必ず、事前のお申し込みを！
★閉会

会

場：Via701

三島広小路駅より徒歩３分
※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」と共に、 ・持ち物：長靴、ビニール手袋
※「桜川を愛する会」と共に、
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」と共
に、清掃します。

（１階ホール）

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

