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               令和 2 年 2020.1.16 発行 

三島ゆうすい会事務局   〒411-0856  静岡県三島市広小路町 12-5 
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 令和元(2019)年 11 月 26 日(火)、7：15 に三島駅南口（楽寿園駅前口付近）へ集合し、バ

スで出発しました。「せたがや野川の会」の方々との交流や等々力渓谷等の視察が目的です。

野川沿いにある会場の（一財）世田谷トラストまちづくりビジターセンターへは、予定より

時間がかかったものの、「せたがや野川の会」の今田裕実子さんのお力添えもあって無事到

着。すぐにプレゼンが開始できるよう、各テーブルに数々の資料を準備してありました。 

 世田谷区の広さを実感し、都会にあっても緑地や水辺がたくさんあるなという印象で着席

した私たちは、井上純三せたがや野川の会会長から温かな歓迎の言葉を受けました。担当者

からはパワーポイントを使って、会の活動や「野川流域における 12 

年間の水質変化」等 

の説明がありました。 

最後に、大村洋子 

会長が資料等を示し 
て三島ゆうすい会の 
活動を紹介し、その 
後、野川沿いの道に 
に出て、散策しなが 
ら交流を深めました。 

三島ゆうすい会視察研修（せたがや野川の会・等々力渓谷など）

「せたがや野川の会」のみなさまと視察研修の参加者  敬称略・順不同 

「せたがや野川の会」：井上純三 今田裕実子 黒部雄三 田中昭重 速水宏子 桜井洋子 

「視察研修の参加者」：大村洋子 小松幸子 青木利治 岩田重理 宇水 勉 大村皖伸 

西川勝美  杉山美智子 鈴木千重子 鈴木みのり 青木峯子  

福田淑子 武井 功 黒川克子      古田道治（ドライバー） 

▲大村洋子会長から井
上純三せたがや野川の
会会長に、『三島ゆうす
い会 20 周年記念誌』や
最近の『ゆうすいニュ
ース』などを贈呈させ
ていただきました。 

パソコン操作をしながら
説明する今田裕実子さん→ 

 

▲野川沿いのフェンス
には、野川で見られる
動植物がデザインされ
ていました。 

▼「野川と遊ぼう」「川か 
ら学ぶ世田谷の自然」「野川せせらぎ教室」「野川ルール」等、いただいた資料に
は「せたがや野川の会」の方々の思いがいっぱい込められているようです。 

▲車窓には紅葉した並木道。昼食会場へも
今田さんの車が先導してくださいました。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０．１．１６  ゆうすいＮＥＷＳ  Ｎｏ．６４  Ｐ．２

「桜川を愛する会」清掃風景

白滝公園のケヤキが倒れてビックリ！

塚田冷子名誉会長と面会 静岡大学の学生が卒業論文のため 
「三島ゆうすい会」関係者に聞き取り 

 

 

 

 10 月 15 日（火）、大村洋子会長をはじめとする
有志数人は、秋山峰治相談役の運転で、塚田冷子
名誉会長のいらっしゃる伊豆市へお見舞いに伺い
ました。塚田名誉会長は顔色もよく、持参の花や
庄司峯子運営委員手作りのオアシスが並ぶテーブ
ルで親しく話
をされ、一同ほ

っとしました。

7月 7日（日）から 9月 25 日（水）まで
の約 3 カ月にわたって、静岡大学農学部 4
年生の田中詠美さんが三島に通い、卒業論
文のために、三島ゆうすい会関係者に「ど
のようなきっかけや積み重ねで環境保全
活動に参加し、今後どのように継続するの
か」という内容で聞き取りを続けました。 
三島ゆうすい会のメンバーは、聞き取り

に協力するほか、三島の水辺や活動の分か

る場所の案内などもしました。 

 ▲▼10 月 5 日（土）の桜川清掃風景。毎月第 1
土曜日の 9：00 から、「桜川を愛する会」の会員を
中心に続けられている清掃。三嶋大社へ向かう観
光客も、白滝公園や桜川の清流に癒されています。

 10 月 12 日（土）～13 日（日）に接
近した台風 19 号で、三島市でも大き
な被害が出ました。 
山中城跡公園の倒木や堀の一部崩

壊、御園地区の浸水、芝岡神社の鳥居
が倒木で破壊されるなど多々。 
 身近な白滝公園でも、溶岩の上に根
を張っていた大ケヤキが、根こそぎ倒
れていました。白滝観音堂の屋根をそ
れていたのは、不幸中の幸いでした。
左写真は 10 月 17 日（木）に撮影した
もので、その後、機材が入ってケヤキ
は片付けられましたが、切り株は椅子
等に活用されるとのことでした。 

ネパールの方々も興味津々
 11 月 27 日（水）にＧＷ三島へ
視察来訪したネパールの方々を
案内の折、宮さんの川で「小水力
発電」の説明もしました。 
母国の川を大切に考えている

一行は、川に関することには、い
ろいろと関心を持っており、熱心

に見学されていました。 

第 16 回柿田川シンポジウムに参加

 11 月 30 日（土）、「湧水がはぐくむ柿田川の生
態系」と題して、三島商工会議所ＴＭＯホールで
シンポジウムが開催されました。当会の正副会長
と松根典子理事が参加し、研究者（知花武佳東京
大学准教授「日本の河川と柿田川の河相」、竹門
康弘京都大学准教授「湧水生態系…」ほか）の報
告に耳を傾けました。主催は柿田川生態系研究会
で、代表の加藤憲二静岡大学名誉教授には、以前、
三島ゆうすい会総会で講演していただきました。

 

Ｐ１のつづき：「クーポール大
蔵店」の昼食に大満足の参加者 

等々力渓谷は世田谷区南部の武
蔵野台地の南端に位置し、東京 23
区内で唯一の渓谷。流れる谷沢川は
世田谷区の上用賀や桜丘を水源と
する河川。渓谷には 30 以上の湧水。
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２０２０．１．１６ ゆうすいＮＥＷＳ   Ｎｏ．６４ Ｐ．３

            伊豆国分寺を会場に、恒例の「七草粥のつどい」開催

五所平之助監督の糸あやつり人形劇映画『明治はるあき』の下見会

中村童子さん

『糸あやつり人形劇映画
明治はるあき』（1968／五所
平之助）制作：博物館明治村
原作：安藤鶴夫 脚本：堀江
英雄 人形操作：竹田扇之助、
竹田喜之助他 朗読：宮城ま
り子、久米明 カラー73 分 

以下は映画アーカイブの解
説。【愛知県犬山市に 1965 年
に開館した博物館明治村が、
明治 100 年記念事業として制
作した映画。五所平之助の
若々しい実験精神があふれ
る。明治村を訪れた太郎じい
さんが、古き良き明治の姿を
回想する形式で話が展開し、
竹田人形座が繰るあやつり人
形が戸外へと飛び出し、明治
の文物や情緒を表現する。】  

 
 9 月 19 日（木）の理事会では、村上益男さんのご協力で『明
治はるあき』の下見会を実施。一同大変感銘を受けたので、総

 

 

会で上映し、会
員にも見てい
ただこうとい
うことになり
ました。三島ゆ
かりの五所平
之助監督が、こ
の映画に込め
たものは何で
しょう。どうぞ
お楽しみに！ 

▲村上益男さん(五所平之助監督の甥御さん)と 

 

 

 
 1 月 6 日（月）、2台の車で三ツ谷新田
の内藤秀一さんの七草作業所を訪ね、内
藤さんのご厚意による七草を、奥さんの
教子さんから受け取りました。富士山や

駿河湾までよく見え感激しました。ご両親の輝夫・理恵子夫
妻にも会い、暮れからの多人数での七草作業の話などを伺い
ました。その後、西防災センターで合流メンバー（西川勝美、
宇水勉、山崎芳子）と共に、当日配布用の袋詰めをしました。

 1 月 7 日（火）の「七草粥のつどい」の日は曇天。でも、幸いなこ

とに準備の 8：30 から終了の 12：30、それを過ぎても、雨は一滴も落

ちませんでした。秋山峰治相談役の名司会でスタート。大村洋子会長

の挨拶に続き、伊豆国分寺ご住職のお話、来賓の伊丹雅治県議会議員

の挨拶、そして、コールロベリアの美しい歌声が響きま

した。春の七草の説明の後、七草粥の歌に合わせて女性

たちは、まな板の七草をそれぞれの道具で軽やかにトン

トントン。「今年も健康で幸せでありますように！」。 

やがて参加者に美味しい 

七草粥がふるまわれ、笑顔 

がこぼれました。市議会議 

員らを交えたコーラスは会場を和 

ませ、小松幸子副会長の閉会のこ 

とばの後、参加された方々に七草入りの袋が手渡されました。

 

  

七草粥づくり（16 名・順不同・敬称略） 
大村洋子、山﨑芳子、小松幸子、水野幾子、青木峯子、乙部美
麻子、佐藤照子、大谷敏子、山口好子、市川弘子、真野ふみ子、
杉山美智子、大庭治美、芹沢峯子、福田淑子、斉藤静江  

  

七草を手にする大村洋子会長と 

青木利治副会長と福田淑子さんの車で訪問 

▲司会、ご住職、伊丹県議
▲会場づくりや
運搬作業等は男
性陣を中心に… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０．１．１６  ゆうすいＮＥＷＳ  Ｎｏ．６４  Ｐ．４

桜川の清掃 
・原則 毎月第１土曜日 9:00～ 
・白滝公園へ集合  
・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。 

源兵衛川の清掃 
・原則 毎月第 2 日曜日 10:00～ 
・水の苑緑地・かわせみ橋へ集合 
・持ち物：長靴、ビニール手袋 
※「源兵衛川を愛する会」と共に、
清掃します。 

源兵衛川のいずみ橋から 
広瀬橋までのゴミ拾いなど 

・原則 毎週土・日曜日の朝 6:30～ 
・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 
ミシマバイカモ保全活動 

・原則 毎月第 2 日曜日 10:00～  
・三島梅花藻の里へ集合 
・持ち物：長靴、ビニール手袋、

草取り道具等 

 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。 

「三島ゆうすい会」のホームページは随時更新中です。

「ゆうすい NEWS」もカラー版で見ることができ、以前の

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/ 

三島ゆうすい会のホームページ 

源兵衛川の第 2、第 3 ゾーンと 
宮さんの川から、ヒロセパーク 
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

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        3,000 円 
★賛助会費１口   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 大村洋子 

・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 大村洋子 

・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 大村洋子 

2019(平成 31・令和元)年の忘年会 

 

定例活動のお知らせ 

★自由参加 
★雨天時は休み 

天皇陛下御即位奉祝の 
令和のパレードに参加 

日 時：令和 2 年 3 月 7 日（土） 

 ★総 会 16：00～16：50（会員のみ）

 ★人形劇映画『明治はるあき』 
監督：五所平之助 

      17：00～18：15（どなたも無料）

 ★交流会 18：15～20：00（有料） 

  ※交流会費は 1 人２,000 円です。 
必ず、事前に申し込みをしてください。

会 場：Via701（1 階ホール） 
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 

3,000 円）も、総会時にお支払いが

可能ですので、ご用意ください。 

令和 2 年度・第 29 回三島ゆうすい会総会

 12 月 12 日（木）、「風土」にて、

12 月の理事会と忘年会が開催さ

れました。1月 7日（火）の「七

草粥のつどい」や、2月 22 日（土）

の大岡信記念講演会・朗読会、3

月 7 日（土）の総会等について

話し合われ、また、1年を振り返

っての会話が弾みました。 

 三島市では、10 月 27 日（日）に天皇陛下御

即位奉祝の令和のパレードが行われました。

大村洋子会長や松根典子理事らが参加し、天

皇陛下御即位奉祝委員会の豊岡武士名誉会

長・稲田精治会長の連名で礼状が届きました。 

 
 また、小松幸子副会長は、所属する三島市ス 

トップ温暖化推進協議会が環境大臣賞を受賞し 

たことから、同協議会へ小泉進次郎環境大臣より「菊を観

る会」の招待状が届き、参加する機会を得ました。 

訪れた 11 月 10 日（日）は、新宿御苑の日本庭園での菊

花展見学後、皇居前の天皇陛下御即位パレードの場所にも

行き、全国からの人たちとお祝いしました。 

 ご寄付いただき、あ

りがとうございます。 

（宗）伊豆国分寺 様 

ご入会くださり、あ

りがとうございます。

 伊丹 雅治 様 


