
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 平成 16 年 3 月 7 日（日）18:00 

より、みしまプラザホテル７F のマ

リア･ソーレにて、三島ゆうすい会 

の第 13 回総会が開催されました。 

 塚田冷子三島ゆうすい会会長の挨

拶の後、来賓の小池政臣三島市長、 

志賀健治三島市議会議長、峰田武三 

島商工会議所会頭より、ご挨拶をい

ただきました。その後、議長に岩田

重理理事が選出され、第 1 号議案～ 

第 7 号議案までが熱心に審議され、

全て承認されました。 

 議事録作成人には越沼正理事、議

事録署名人には小野徹顧問と杉橋芳 

夫運営委員が議長より指名されまし

た。また、議案説明は、平成 15 年度

議事報告・平成 16 年度事業計画を、 

秋山峰治事務局長が、同決算報告・ 

予算案を大村洋子理事が、監査報告

を山口厚監事が行いました。会則お

よび役員・組織の変更については、

事務局長が行い、役員の任期は平成

16年～18年の 3年間との説明があり

ました。司会は、水野幾子理事が務

めました。 

 次に 18:30 より、特別講演会「富

士山からの湧水」 （講師：井野盛夫

富士常葉大学環境防災学部長）が

開催されました。井野盛夫氏は、「地

下水は何処にあるか｣「どうすれば保

存できる」等について、多くのデー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

タ資料を提示しながら講演、特に、

地下水の保存については、「供給と

需要のバランス」 「強い上流域」 

「採取の規制」等について言及され、

後に、一人ひとりの日々の節水へ

の実践の大切さを強調されていまし

た。パワーポイントの助手は、坂井

良重理事が務めました。 

19:30 より、会場を４Fのローズマ

リールームに移動し、小松幸子副会

長の挨拶で、懇親会が始まりました。

多くの参加者で会場は和やかな中に

も、富士山からの湧水談義や、三島

の湧水事情に、話題が尽きませんで

した。 

当日の資料のまとめは、佐藤久美

子理事を中心に行なわれ、また、受

付は、グローバル文化交流協会から、

乙部美麻子さん、木村紘子さん、渡 

辺房枝さん、梅原恭子さんにご協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いただきました。 

今年度も、初心「富士山の地下水

を守り、育てる運動を！」を確認し、

共に努力していくことを決意した総会

でした。 

 

ゆ う す い 
NO .21

2004.5.10 

平成 16（2004）年度・第 13 回 

三島ゆうすい会総会・開催 

 ～多くの協力を得て～ 

 
 
 
 
 

 

 

3/2  第 12 回通常総会・講演会 

   （会場・みしまプラザホテル、 

   講演会講師・高島勝先生） 

   『三島湧水マップ 2002』発行 

   市内学校、公共施設等へ寄贈 

6/7  「水と蛍と福祉祭り」 

   (本会は実行委員会に所属) 

6/19  市立向山小総合学習に協力 

6/28  三島梅花藻の里緊急作業 

6/28  小さな親切運動協賛 

源兵衛川清掃 

7/3  市立北小学校総合学習に協力 

8/23  富士山周辺の湧水調査 

   （長泉、裾野） 

 

8/30  富士山周辺の湧水調査(小山町) 

9/13 富士山周辺の湧水調査（御殿場）

10/2  市立南小総合学習に協力 

10/19 「湧水わくわくバスツアー」 

11/26 市立錦田小総合学習に協力 

12/7  2003 水よ輝け音楽祭 

    (会場・三島市民文化会館、 

    本会は実行委員会に所属） 

12/9  市立東小総合学習に協力 

12/27 鏡池の天水尊（雨水タンク） 

    をリニューアル 

 

その他の作業等 

源兵衛川清掃    毎月第 2日曜日 

（源兵衛川を愛する会・三島ゆうすい会）

桜川清掃      毎月第 1土曜日 

（桜川を愛する会・三島ゆうすい会） 

三島梅花藻の里作業 毎月第 2日曜日 

（ＮＰＯ法人・グラウンドワーク三島とともに）

2003 年・三島ゆうすい会

     主な活動 

△懇親会で美しい歌声を聞かせてくれた、

アンサンブル・コスモスの皆さん 

△懇親会参加者と語らう井野盛夫先生(写真左端)

△総会の会場風景

平成 16（2004）年度・第 13 回 

三島ゆうすい会総会・開催 

 ～多くの協力を得て～ 



 
 
 
 
 
 
 
 平成 16 年 3 月 6 日(土)、午前 10 時 

から、小さな親切運動の皆さんが約 80

名にご参加いただき、桜川～御殿川

にかけて清掃が行われました。 

 当日は、「桜川を愛する会」が中

心となって清掃作業の指揮をとり、 

三島ゆうすい会のメンバー6名が応援

にあたりました。 

 幸いお天気にも恵まれ、作業もスム

ーズに運びました。集められたゴミ

は、紙くず、枯れ草などの燃える 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ゴミでした。ビンや陶器のかけらな

どが意外に多くあり驚きました。 
 水を大切にし、川を綺麗にするこ

とは、環境を守ることへの身近な一

歩だということを改めて実感すると

ともに、ここで遊ぶひとたちへの安

心も担っていることをも知りました。 
 世間話をしながら作業ができ、誰

でも参加できる小さな親切清掃は、 
意外にも大きな成果に繋がっていく

のかもしれないと思いました。 
 無理しない継続が大切であり、 
   
  

みんなおいでよ！ 
   水と蛍と福祉祭りが 

6 月 5 日に開催されます 
 

 「よみがえれ清流、ホタル飛び、 

心ふれあう夢ある街を」をテーマ 

に、水と蛍と福祉まつりが今年も  

6月5日(土)に行なわれます。 

 メイン会場は楽寿園の中央舞台。 

楽寿園のみどりが池と広小路町・ 

泉町の笑栄通り、三島商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 今後の参加者への呼びかけかたを

考えたいと感じました。 
 
 
１階でも食品の販売や音楽祭など 

楽しい催しがいっぱいです。 

 楽寿園への入場は駅前口(北口) 

は17:15から20:15まで、南作業門 

は 17:15 から 19:15 までと時間が限

られています。また、宮さんの川沿

いの道は17:30より歩行者天国とな

ります。 

 ホタルは源兵衛川のいずみ橋から

広瀬橋までの川中の置き石道を 

歩きながら見ることができます。 
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桜川～御殿川 

小さな親切運動協賛清掃 

 
今後の予定 
 
【 定期活動（作業等）】 

●源兵衛川清掃 

 原則として毎月第２日曜日 13:00～ 

水の苑緑地・かわせみ橋集合 

長靴、軍手またはビニール手袋持参 

「源兵衛川を愛する会」とともに 

●桜川清掃 

 原則として毎月第１土曜日 10:00～ 

白滝公園集合 

長靴、軍手またはビニール手袋持参 

「桜川を愛する会」とともに 

●三島梅花藻の里保全活動 

原則として毎月第 2日曜 10:00～ 

三島梅花藻の里集合 

長靴、軍手またはビニール手袋、 

草取り道具持参 

★いずれの定例活動も自由参加です。ふるって参加してください！ 

★雨天時は 源兵衛川・桜川清掃、 

三島梅花藻の里保全活動は原則と 

してお休みです。 
 

【その他の行事・お知らせなど】 

●「身近な水環境の全国一斉調査」

参加者（大人・子供）募集！ 

 市民団体と国土交通省が連携し 

ての水環境の一斉調査がおこなわ 

れます。三島ゆうすい会では市内 

水辺の調査を下記の通り予定して 

います。水について知りたい子供 

たちにはメンバーが指導します。 

大人も子供もふるってご参加を！ 

6 月 6日（日）8：30 

塚田医院（泉町5-3 楽寿園南出口そば）集合 

※調査は午前中に終了の予定 

※調査項目は気温、水温、COD 等 

※申し込み不要、直接集合場所へ 

●三島ゆうすい会ホームページを 

リニューアルしました！ 

 さらなる水の情報発信をめざし 

てホームページをリニューアルし 

ました。ぜひご覧ください！ 

●三島測候所保存の署名活動にご 

協力を！お問合せは NPO 法人グラウ

ンドワーク三島 ℡055－983－0136

●新規ご入会 

（敬称略・平成 16 年 1月～4月分）

坂井良重（三島市）大原秋年（三島市）

●会費ご入金 

 本年度（平成16年度）会費につい

ては、7月末をめどに集計し、ご入

金くださった方のお名前をお便りに

掲載させていただきます。今後とも

引き続き活動へのご支援、ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。
〈年会費金額〉 

・正会費      3,000円  

・賛助会費 1口   10,000円 

 〈お振込み先〉 

・郵便為替 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 

・スルガ銀行三島セントラル支店 

   普通預金 №572969 

・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 

△長靴で川に入り清掃する参加者の皆さん


