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大岡 信 氏  

三島ゆうすい会創立 20 周年記念プレイベント 

水よ輝け映画祭・映画「山のかなたに」（主演・池部 良）

 

映画「山のかなたに」のスチール写真展示も、大人気でした。 

平成 21 年 11 月 14 日（土）の午後、三島ゆうすい会主

催の創立 20 周年記念プレイベント「水よ輝け映画祭」が

開催されました。昭和 25 年に三島で撮影された映画で、

当時出演した生徒も年齢を重ね、映画「山のかなたに」

の上映は、三島市民文化会館大ホールに集まった多くの

観客を、懐かしさと新たな感激で包み込みました。 

 

 まず、塚田冷子三島ゆうすい会会長の挨拶、来賓の小

池政臣三島市長らのご祝辞に続き、遠藤いつ子さんと、

矢野つよしさんの歌唱が、会場の人々を魅了しました。 

お２人には、三島ゆうすい会のイメージソング「水よ輝

け！」も、それぞれの味を出して歌っていただきました。 

   

 ロビーには、「第３回・水よ輝け！三島の水辺写真展」

の出展作品も展示し、多くの人々が見入っていました。 

 
 朝から準備に協力してくださった多くのみなさまに感

謝して、「水よ輝け映画祭」の成功をみなで喜びました。 
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「山のかなたに」の上映後、アンケートに、ご協力いた 

だきました。40 代 4人、50 代 16 人、60 代以上 138 人から回答

があり、男女の比率は、男性が 48％女性が 52％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画「山のかなたに」はいかがでしたか？ときいたとこ 

ろ、大変良かった 58％、良かった 36％、普通だった 5％、 

期待したほどではなかった 1％という結果でした。 

 撮影時の出来事や当時の思い出について、たくさんの感 

想をありがとうございました。  

 

撮影時の出来事について教えて下さい。 

・昭和 26 年 3月南高卒で、南小にも通学していました。昭 

和 19 年頃の校舎や運動場など懐かしかったです。 

・兄の母校の南校が懐かしく思い出されました。当時 8歳 

の私は三島でよく遊んだので懐かしかったです。 

・南小 5年生で友達と映画撮影を見学したので懐かしく、 

校舎も忘れかけていましたが楽しく見ることが出来ました。 

・南高の校歌のときは非常に嬉しく感動ものでした。 

・母校の校歌が聞けてよかったと思います。 

・撮影暗中学 3年生で南高バスケット部員と池部良さん達 

との写真も有ります。後日仕事の関係で他部さんの自宅に 

伺い「山のかなたに」の話もしました。 

・子供の頃の三島の風景が出て大変良かった。 

・まず主題歌が懐かしい。 

・兵隊として暴力が彼らの心を乱したのは、なんとも言い 

がたい。 

・東京に出た時、「山のかなたに」を映画館で見て泣きま 

した。感激しました。忘れかけていた少年時代が今戻った 

気持ちです。 

・丁度女学生時代で撮影がある度に見に行きました。 

・夜は池部良が文盛堂書店に本を見に来るので、書店の前 

で待っていたものです。 

・当時は沼津に住んでいたので、狩野川の沼津川ぐるわも 

見られました。 

・中学生の時見ました。懐かしい人たちが出演しており、 

若い頃を思い出しました。 

・ユーモアたっぷりだけでなく、敗戦直後の日本の情勢、 

教育事情など痛感させられた。 

・私は昭和 5年生まれです。南小、南中（第一中学）に学 

 

びました。当時は南小学校の校舎の東半分を間借りし新制 

中学生活でした。紙パルプを糸状に撚ったもので織った上 

着とズボンで登下校していました。 

・旧北高の正門桜並木のとこの家で、「山のかなたに」の 

撮影しているのを見ました。 

 

 

当時の思い出は？ 

・千本浜で撮られた「青い山脈」の撮影を見に授業をサボっ 

たことと重なり、昔を思い出した。 

・2年生の勇気があって良かった。 

・高校時代でしたので大変懐かしく、昔の風景、人情を思 

い出します。今ではその当時の学校の姿が見られないのは 

残念です。 

・私は 78 歳になります。この映画は当時見た記憶がありま 

す。旧女学校 23 年卒業ですから。 

・終戦から 2年、男も女も大変な時代だったと思います。 

その時代を思い出します。 

・美しい自然、楽しいエピソード、美しい日本語のセリフ 

に大満足でした。素晴らしいの一言です。日本人の心を再 

認識した思いです。ヘヤースタイルが母と同じだった様に 

思い出します。 

・女は昔かち強かった。この時代はメタボが無かった。何 

も無くても戦後は豊かだった様に感じた。（今よりずっと） 

・昔の美しい心が、生き残ることを願っています。昔の懐 

かしい映画を見ることが出来ました。純粋な気持ちのドラ 

マに感動しました。 

・旧きよき時代を懐かしく見ました。この純粋性が水と共 

に復活できれば素晴らしいと思います。 

・純粋なユーモアと人間の持つ人情・感情が良く表現され 

て、昔の人達の良さが思い起こされた。 

 

三島ゆうすい会に今後どのような活動を希望しますか？ 

・当時の自然は多少減少してしまったが、これ以上壊さぬ 

ようこれからも三島のよいところを三島の水の流れを知ら 

せたい。私たちも協力します。 

・活動ご苦労様です。三島の水辺を担ってください。ＪＲ 

のウオーキングのせせらぎウオークなどで水に関する所を 

巡るところが多いのですが、これまで通り水辺を綺麗にす 

る等の活動をお願いいたします。塚田さんの活躍頭が下が 

ります。 

・蛍の活動頑張ってください。 

・今後ともずっと続けて頂きたい。水の大切さ、有り難さ 

を人々に知らせてください。今の存在は尊いの一言です。 

・命の水どうか守ってください。 

・何時も大変な仕事をしてくださり源兵衛川もトテモ綺麗 

になりました。 

・皆様の活躍で三島のお水が更に綺麗になりますように。 

花いっぱい運動に協力します。 

・今地球の環境が問題になっている一環として続けてほし 

いです。報告書をよく読ませて頂き協力できることは、参 

加したいと思います。 

・三島湧水を主題にした映画製作をしてほしい。次世代の

映画「山のかなたに」アンケート結果報告

この映画をどこで知りましたか？ 



子供たちにも湧水の大切さを知らせてほしい。今感情に訴 

えることが大切ではないでしょうか。その手段として映画 

が 適ではないでしょうか。 

・いつまでも美しい富士の湧水が三島の地にありますよう 

に。日頃の地道な活動に感謝します。 

・10 年、20 年、何十年も先、美しい水の街三島であるよう 

に、市民のさきがけとなり活動してください。 

・創立 20 周年おめでとう御座います。塚田会長様のご活躍 

はＮＨＫのテレビでも発表され故郷を出た私の足を三島に 

向けさせてくださいます。次の世代の方が三島の川を愛し 

続けられる道を此れからも期待します。毎年新年広報で七     

草行事、私は故郷の母を思い出します。捨てがたい年中行 

事大切にしていきたいものです。 

 

他にもいろいろなご意見をいただきました。 

・「水よ輝け」の歌はとても素晴らしかった。 

・この作品を他の作品と併映で再上映を期待します。 

・三島を訪れるのがだんだん楽しみになりました。 

・教師です。この映画の教師（池部良）の生き方を目標に 

してきました。とても近づけませんが。三島ゆうすい会 

の皆様の日頃の活動のおかげで、リュックを背負った観光 

客が多くなり感謝します。 

・現在三島沼津周辺に映画テレビドラマ等ロケを誘致し街 

を元気にしようとい 

う活動をしていま 

す。何時の日かハリ 

ウッド映画に、この 

美しい街三島を紹介し

たいと思っています。 

・水が沢山の三島、 

子供の頃の思い出覚えております。転勤で全国歩きました 

が、この三島のように素敵な街はありません。 

・前回の「坊っちゃん」に続き見ました。映画本来の味が 

出ていました。 

今年で 10 回 七草がゆの集い 

  

 七草がゆの集いを、1 月 7 日に塚田冷子三島ゆうすい会

会長宅の庭で行いました。前日に、三ツ谷新田の内藤輝夫

さん、理恵子さんご夫妻から、七草をたくさんいただきま 

した。また、当日は早朝から、三島ゆうすい会理事や多く 

の協力者と準備に取り掛かりました。10 年来、七草がゆを

作っているという 3 人（下写

真）が、台所でおかゆの湯気

と香りを漂わせていました。 

左：安井さと子さん 中：堀江美智

子さん 右：大庭治美さん、 

内藤輝夫ご夫妻と三島ゆうすい会理事 

 別のコーナーでは、下山千枝子さん（下左写真の左）や

松根典子さんたち（下左写真の右）が、たくわんを切って

盛り付けていました。 

  

庭では、植松みゑ子さんや木村紘子さんたちが、理事と

一緒にお土産用の七草の袋詰めをしていました。 

やがて塚田冷子会長の挨拶の後、♪七草なずな、唐土の

鳥が、日本の土地に渡らぬ先に…と七草の歌を口ずさみま

がら、すりこぎ、菜箸、柄杓、火箸などを使って七草を叩

き、庭いっぱい集まったみなさまの無病息災を願いました。 

そして、ゲストの「コールロベリア」のみなさんと、早

春にふさわしい歌や三島に縁のあるわらべ歌を楽しみ、振

る舞われた七草がゆを味わいました。100 人以上もの来場

者は、「チラシを見て初めて来ました。子どもが七草がゆ

をたくさん食べてびっくりしました」という親子連れや、

「この七草がゆの集いで新年 初の顔を合わせるんだよ」

という佐伯さん、関根さん、高梨さんの仲良し 3人もいま

した。「孫を連れて参加しました。良かったですよ」「ずっ

と続けてほしいですね」という声もありました。天気に恵

まれ、賑やかな楽しい集いとなりました。 

  
早朝から裏方で活躍の男性たち 

左から：柴原俊介さん、江上泰さん、上村勝美さん、安室弘治さん

人りロでアンケート用紙も配って 



 

 

 

エコライフ三島のスタッフ訪れる 

12 月 16 日（水）、三島市環境市民部環境政策課のエコライフ三島のスタッフ 

が 8名、塚田冷子会長宅を訪れました。ホタルの幼虫はまだ小さく、なかなか 

見つけにくかったのですが、面器（バット）にすくって、しばらくすると、動 

き出しました。ホタルの幼虫を初めて見る人もあって、2月の下旬に漁兵衛川 

へ放し、5月には飛び立つという説明を興味深そうに聞いていました。 

 会長宅の庭には、水琴窟、天水尊、水車と水にかんする設備が多くあり、 

「水の博物館ですね」と感心して帰られました。 

 

 

アンケートに協力 
      東京大学工学部の山田麻里さんが、修士論文の作成に三島市の市民活動をテーマに選びました。 

源兵衛川の整備の前後、清掃等の関わり等、三島ゆうすい会の会員の多くがアンケートに協力し 
     ました。 
 
 

第 19 回三島ゆうすい会総会 開催のお知らせ 

 

 2010 年 3 月 14 日（日）午後 5 時から、第 19 回三島ゆうすい会総会が Via701 で開催 

されます。総会後、講演会、懇親会が開かれます。午後 6 時から 1 時間の講演会 

は、水谷洋一先生（静岡大学准教授、静岡県地球温暖化防止活動推進センター 

次長）を迎え、懇親会では、歌手・矢野つよしさんが歌を披露してくれます。 

 総会は、会員のみの参加となりますが、講演会や懇親会（会費制）へは、どな 

たでも参加していただけます。お誘いあってお出かけください。詳細は同封の 

別紙をご覧ください 

 

 

 

活動あれこれ 

ホタルの幼虫はまだ小さくて…

昨年の総会のようす 

★いずれの定例活動も自由参加です。 

ふるってご参加ください！ 

雨天時は原則として休みです。 
 
 

●宮さんの川清掃 

原則として毎朝 6：00～    

宮さんの川 集合 

長靴、軍手またはビニール手袋持参  

「宮さんの川を守る会」とともに 

●源兵衛川のいづみ橋から広瀬橋まで 

のゴミ拾いなど 

原則毎週土曜日、日曜日の朝 6:00～ 

源兵衛川いずみ橋 集合 

長靴、軍手またはビニール手袋、ゴミ

を入れる袋等持参 

「三島ゆうすい会」有志とともに 

●源兵衛川清掃 

原則として毎週第 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日曜日 10：00～ 

三島梅花藻の里集合  

長靴、軍手またはビニール手袋、 

草取り道具等持参 

 

 

☆皆様のご支援ご協力に心より感 
謝申しあげます。 
ご寄付 
・木下 秀彰 様 
・高橋 佐代子 様 
  

●会費ご入金 
本年度分会費（平成 22 年度分）を 3月

14 日の総会にて集金させていただきま

す。総会ご欠席の方には、後日、あら 

ためて会費振込のご案内をさせていた 

だきますので、よろしくお願いいたし 

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〉 

 ・郵便振替 0840-4-118192 

  加入者名：三島ゆうすい会 

  普通預金 No.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 

定 例 の 清 掃 予 定 

ご寄付・会費 


