
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆうすい NEWS No.68 

               令和 3 年 2021.5.20 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 
TEL＆Fax  055-975-6516     E-mail  river@yusui.org 
URL   http://www.yusui.org/   ※事務局員は常駐しません。
E-mail や Fax で、ご連絡いただけると助かります。 
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令和 3(2021)年度・第 30 回三島ゆうすい会総会開催

 

 

 

 

ご挨拶いただいたご来賓 
前列左より：豊岡武士三島市長、 

大房正治三島市議会議長
後列左より：宮沢正美静岡県議会議員

伊丹雅治静岡県議会議員

挨拶する大村洋子三島ゆうすい会会長 

議長  事業報告・事業計画  決算報告   監査報告 
岩田重理理事 西川勝美事務局長 松根典子理事 大場治美監事 

役員・組織等    予算案     議事録署名人 議事録作成人 
議事録署名人  福田淑子理事  宇水 勉理事 青木利治副会長
柴原俊介理事

司会          受付 
小松幸子副会長  水野幾子理事 大場治美監事 

ご紹介させていただいたご来賓 
▼宮崎眞行三島市観光協会専務理事 

 3 月 6 日（土）

の 15：00 に、関

係者は Via701 へ

集合して総会の準備。16：00 から総会開催。大村洋子会長の挨拶に続いて、

来賓 4名からご祝辞。来賓 1名はご紹介のみ。コロナ禍で来賓も会員も皆、

マスク着用。議長に岩田重理理事が選ばれ、議事録作成人に青木利治副

会長、議事録署名人に宇水勉理事と柴原俊介理事を指名。その後、議事

に入り、第 1号議案から第 7号議案まで、いずれも承認されました。 

 会場では、総会資料のほかに昨年度発行した『三島ゆうすいマップ 2020』や、全国水環境マップ実行委員会が 

令和 3（2021）年度・三島ゆうすい会・役員名簿 
名誉会長：塚田冷子    
会  長：大村洋子    
副 会 長：小松幸子 青木利治  
事務局長：西川勝美   
理    事：岩田重理 水野幾子  柴原俊介  宇水 勉  松根典子 

石井真人  山崎芳子  福田淑子 
監    事：大庭治美  大村皖伸        
相 談 役：秋山峰治    
運営委員：福場正視  庄司峯子  山梨一正  越沼 正  米山友子 

  坂井良重  佐藤久美子 鈴木千重子  小浜修一郎 
顧    問：緒明春雄   山岡修一   小野 徹   落合義朗    

渡辺妙子   志村 肇   渡辺豊博 
専 門 家：渡辺佐一郎  石井真人 
名誉顧問：冨士眞奈美（女優）  吉行和子（女優）  藤田弓子（女優）

発行の『身近な水環境の全国一斉調査』

（三島ゆうすい会の活動を紹介）の冊子

も配布。令和 3（2021）年度の役員名簿

は、左記のとおりです。 

 17：00 からは、記念 

講演会を開催。一般の 

方々も入場しました。 

演題は、「三島市少年少 

女発明クラブと私」。講 

師は、三島市少年少女 

発明クラブ顧問兼指導員の堀之内勝之さ

ん（上写真）。映像を使って、長年の取り

組みについて詳しい説明がありました。
          （P2 につづく）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ＣＯＤ（化学的酸素求要
量）の測定(ｍｇO/L) 

◆ＮＯ３
－（硝酸態窒

素）の測定(ｍｇ/L) 
◆ＰＯ4

―３（リン酸）
の測定(ｍｇ/L) 

調 査 地 点 現地気温 現地水温 第1回

測定値

第2回

測定値

第3回

測定値

第1回

測定値

第2回

測定値

第3回

測定値 第1回

測定値 第2回

測定値

第3回

測定値

源兵衛川芝橋付近 5.7℃ 15.0℃ １ １ １ 1.5 1.0 1.0 0.05 0.05 0.05

源兵衛川かわせみ橋付近 9.1℃ 14.2℃ 3 1 1 - - - 0.05 0.05 0.05

御殿川通学橋付近 11.2℃ 15.5℃ 1 1 1 - - - 0.05 0.05 0.05

桜川の「じゅらくはし」付近 12.0℃ 16.1℃ 1 1 1 1.0 1.0 1.0 0.05 0.05 0.05

大場川青木橋の少し下流 9.0℃ 14.0℃ 0 2 3 2.0 1.0 - 0.5 0.2 0.1

大場川神川橋下 11.5℃ 17.0℃ 2 2 1 0.2 0.5 - 0.05 0.05 0.05

大場川と山田川の合流付近 15.5℃ 16.0℃ 2 1 1 0.1 - - 0.2 0.1 0.1

２０２１．５．２０  ゆうすいＮＥＷＳ  Ｎｏ．６８  Ｐ．２

恒例の全国一斉水質調査同様に、２月にも水質調査を実施 

2 月 11 日（木・祝）に「令和 3年度第 1回三島の川の水質調査」を実施。源兵衛川、御殿川、桜川の街中班

（大村洋子、小松幸子、福田淑子、水野幾子、大村皖伸）と、大場川の郊外班（西川勝美、宇水勉、岩田重理、

柴原俊介）。街中班では、白滝公園の池が涸れていたことが気になりましたが、カワセミに遭遇し、満開のウ

メも愛でました。郊外班では、山田川の工事が終了して濁りのなかったことが特筆事項でした。調査内容は、

恒例の化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、硝酸態窒素（ＮＯ３
－）、リン酸（ＰＯ4

―３）に、亜硝酸態窒素も加えました。

亜硝酸態窒素に関して、街中班では、いずれの場所でも 3回とも 0.002 であり、郊外班では、大場川の青木

橋下で、0.2、0.2、0.5、大場川の神川橋下で、0.005、0.05、0.005，山田川との合流付近では、0.01、0.01、

0.03 でした。亜硝酸態窒素は、自然界に広く存在する有機態窒素が、土壌、水中の好気性細菌によって分解さ

れたもので、硝酸態窒素に比べ一般に非常に低濃度で広く存在するそうです。水道法の水質基準及び地下水環

境基準では、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素として「10mg/L 以下」と定められているので、今回の調査では、

いずれの河川の水質も問題がなかったと言えるでしょう。                                （P3 につづく） 

 

 「三島市少年少女発明クラブ」は、子供

たちが創作の喜びと発明の工夫の楽しさ

を通じて、創造性豊かな人間に育つこと

を願い、また学校週 5 日制の余暇を充実

して過ごせるようにと平成 17（2005）年 

に設立。活動日は月 2 回、定員 50 人。翌年には社団法人発明協会から、全

国 195 番目の少年少女発明クラブとして認可を受けました。以来、様々な取

り組みをしており、「チャレンジコンテスト全国大会」での優秀賞の受賞や、

三島市内の水辺で行っている「ミニミニ水力発電コンテスト」は、聴衆も喜

びを共有した感じでした。映像に次々に出てくる子供たちの真剣な姿が印象

的です。小学校でプログラミングの授業が始まる時には、物を動かす体験ま 

 

でさせたいと考えました。また、長年

協力してきた元市議の姿勢を継続して

ほしいと、現市議にも要望が出されま

した。子供時代の「ものづくり」と「ば

らし」の体験こそ大切だと力説。「子供

は大人の考えが及ばない遊びを考え

る」と、優しいまなざしで結びました。 

講演の終了後、講師
を囲んで記念撮影。 

調査内容 



２０２０．５．２１  ゆうすいＮＥＷＳ   Ｎｏ．６５  Ｐ．３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１．５．２０  ゆうすいＮＥＷＳ   Ｎｏ．６８  Ｐ．３ 

第２回 大岡信さん お誕生月の催し つなげるしつながるし 

第 2回大岡信さんのお誕生月の催しは、三島市から「ことばのたね実行委員会」が委

託され、「三島ゆうすい会」も昨年に続き同実行委員会に参加しました。今回の大岡信さ

んのお誕生月の催しは、新型コロナウイルス感染症の蔓延で人になかなか会えなくなっ

たため、人と人を繋げる「連詩」を試みることになりました。 

「連詩」とは、何人かが共同で次から次へと詩を書き繋げるものです。これは、大岡

信さんが実践し提唱されたものでもあります。多くの方々に理解していただけるよう

に、「連詩」を「ことばリレー」として呼び掛けることにしました。 

「ことばリレー」の企画には、大岡信さんの盟友である谷川俊太郎さんが参加してく

ださいました。谷川俊太郎さんには「ことばリレー」の要である最初のことば「発詩」

をお願いし、清々しい詩をいただくことができました。 

 
 

 
水質調査の 2 月 11 日は、街のあちこちから富士山の姿が

見えました。今回は全員「三島ゆうすい会」の腕章を付けて

調査に出掛けました。「三島梅花藻の里」では、こんこんと

湧き出ている湧水に手を伸ばす子供連れを見掛け、微笑まし

く思いました。 
冬の水質調査は初めて。ウメ、ツワブキ等の花が美しく咲

いていました。水質調査の結果の数値も良く、三島のせせら

ぎが注目される所以だと思うとともに、いつまでもこのよう

な「水の都・三島」であり続けてほしいと願いました。 

 

 

 

 今年も 2月になり、三島生まれの詩人・大岡信（1931～2017）さんのお誕生月の催

しが実施されましたので、参加された青木利治副会長に報告していただきました。 

参加者は、三島市立山田中学校１年生から 6チーム、日本大学三島高校中学校文芸部から 2チーム、絵本作家チー

ム、大学生チーム、三島市民チームなど、子供から大人まで、31 チーム 224 名でした。 

私・青木利治は、越沼正さん、福田淑子さん、福田さんの友人 2人（東京都の宇野雅子さん、横浜市の大倉明子さ

ん）を入れての 5名で「チームゆうすい」として「ことばリレー」に参加しました。チームメンバーは三島と東京と

横浜などバラバラのため、やりとりはスマホとインターネットを使って行いました。参加者は「前の人の言葉を感じ

て、次の人に繋げてゆく体験に、ワクワク感とドキドキ感があって愉しかった」等と感想を述べています。 

「ことばリレー」の作品のお披露目会は 2月 23 日に予定していましたが、新型コロナウイルスが感染拡大してい

るため残念ながら中止になりました。そこで、実行委員会は、全作品を記録集として本にすることにしました。記録

集の編集は「大岡信ことば館」の元学芸員の方が中心に行い、参加者全員に配布することができました。 

大岡信さんは「三島ゆうすい会」の発足から名誉顧問を務めてくださり、三島への想いには強いものがありまし

た。「三島ゆうすい会」は、これからも「大岡信さんの催し」を応援させていただきます。 

 記録集を開くと、「チームゆうすい」の作品のタイトルは『ふじさん わらう』でした。谷川俊太郎さんの発詩 

１ たどたどしいけれどまっさらなこどものことば 
ほほえむははのひたいにあさひがさして 
うみはおだやかにふるさとあらっている 

を受けて、5人が「ことばのリレー」をしていきます。2は青木利治さんで、3 は越沼正さん、そして次々とリレー

して、最後の 16 は福田淑子さんの作品でした。ルールがあって、5 人に A.B.C.C.E の担当を決め、進行表に沿って

リレー。言葉は 3 行か 5 行でまとめ、前の人が 5 行なら、次の人は 3 行と交互に連ねていき、全部で 16 篇の詩を繋

げたら終了。チームで相談し、タイトルをつけて完成とのことです。記録集の中で、谷川さんが、大岡信さんの教

えを紹介しています。「後戻りはするな、とにかく前へ進めというのが、連詩の先輩詩人大岡信の教えでした」と。

機会がありましたら、三島ゆうすい会の皆様も「ことばのリレー」にトライしてみませんか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１．５．２０  ゆうすいＮＥＷＳ  Ｎｏ．６８  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 00840-4-118192 

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 

 

定例活動のお知らせ 

★自由参加 
★雨天中止 

三島市民活動フェスティバルに 
活動紹介パネルを展示して参加 

『三島ゆうすいマップ２０２０』
をご希望の方は？ 

第 18 回全国一斉 
川の水質調査に参加 

 昨年発行の『三島ゆうすいマップ 2020」

を更にご希望の方は、三島ゆうすい会事務

局へお申し出でください。 

 ポケットに入るサイズで、地図のほかに

図鑑も掲載されていると人気があります。

予告 

 毎年、三島市民活動フェスティバルには、三島ゆうすい会の

活動紹介パネル（Ａ１サイズに拡大）を作成して展示部門で参

加しています。 

展示期間は、三島市役所ロビーでは 6 月 4 日（金）10：00～

11 日（金）で、三島市民活動センターでは、6月 11 日（金）15：

00 末日までです。ご都合のよい会場で、ご覧ください。 

予告 

 6 月 6 日（日）8：30 に、源兵衛川のいずみ橋に集合し、川

の水質調査を行います。調査内容は、ＣＯＤ、硝酸態窒素、リ

ン酸態リン、硬度です。街中班は、徒歩で移動し、郊外班は車

の相乗りで移動します。概ね午前中で終了します。参加希望者

は、三島ゆうすい会事務局へお早めにご連絡ください。 

三島市郷土資料館で 
紙すき体験の指導・協力 

予告 

 8 月 25 日（水）の午前と午後、三島市郷土資料館で、子供か

ら大人までの一般希望者のための紙すき体験会を開催します。

詳細は未定ですが、この事業の指導・協力に参加してくださる

方は、三島ゆうすい会事務局へご一報ください。 

 なお、一般の紙すき体験希望者は、三島市の広報か、郷土資

料館のお知らせをご覧ください。 

『創立 30 周年記念誌』を 
発行の予定！ご協力を！ 

平成 3（1991）年にスタートした三島ゆ

うすい会は、30 周年を迎えます。 

今年度は、『三島ゆうすい会 創立 30 周

年記念誌』を発行の予定です。会員の皆様

にも原稿依頼などが届くと思いますが、是

非ご協力くださるようお願いします。 


