
  

 

 

 

題字:大岡 信氏(詩人) 

平成 23（2011）年度・第 20 回三島ゆうすい会総会開催 

     

3 月 13 日（日）16：00～16：50、Via701 にて、来賓に豊岡武士三島市長、西原宏夫三島観光協会副会長を迎え、第 20
回総会が開催されました。第 1号～第 7号議案が審議され、すべて承認されました。また、「三島ゆうすい会」の今年度
の役員は、次のとおりです。 
 会長：塚田冷子 副会長：小松幸子 秋山峰治 事務局長：大村洋子 理事：小浜修一郎 岩田重理 青木利治 広川
敏雄 佐伯忠夫 中西康徳 水野幾子 坂井良重 佐藤久美子 柴原俊介 宇水 勉 監事：山口 厚 相談役：渡辺豊博 
運営委員：福場正視 杉橋芳夫 庄司峯子 山梨一正 真野孝次 越沼 正 青野雅枝 大村皖伸 大庭治美 岡野久代 
柴原英子 柴原てる子 平林紘治 松根典子 米山友子 顧問：中川和郎 山岡修一 小野 徹 落合義朗 渡辺妙子 
志村 肇 木下秀彰  専門家：杉山恵一 西岡昭夫 渡辺佐一郎   
名誉顧問：大岡 信（詩人） 冨士眞奈美（女優） 吉行和子（女優） 藤田弓子（女優） 名誉会長：緒明 實 
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山口厚監事

から監査報告 来賓の方々から、温かなご祝辞

国際ソロプチミスト駿河より受賞 

 

    
6 月 16 日（木）、17：00 からホテル沼津キャ

ッスルにて、国際ソロプチミストの第 33 期クラ
ブ賞表彰式が、栗原裕康沼津市長臨席のもと挙
行されました。 
「三島ゆうすい会」の塚田冷子会長は、長年

の活動が認められ、国際ソロプチミストアメリ
カの日本中央リジョン 25 周年記念リジョナル
プロジェクト賞を受賞しました。小松幸子副会
長も同行し、懇親会では一緒に、三島の湧水や
水辺、ホタル、ミシマバイカモをＰＲしました。

 総会記念講演会は、郷土史研究家
の関 守敏先生による演題「歴史的資
料から見た三島宿・三島町の湧水」。
多くの資料と丁寧な説明に、会場い
っぱいの聴衆が聞き入っていまし
た。その後の交流会では、会員それ
ぞれが「三島ゆうすい会」への思い
を述べ、次への道筋を確認し合いま
した。（20 周年記念誌に掲載予定） 

各卓に、彩りよく

紫陽花を栗原会員が

活けられたそうで、

華やかな会場に！

関 守敏先生 

三島の水談義で盛り上がった交流会の後に、関 守敏先生を囲んで記念写真



  

6 月 11 日(土)、三島ホタルまつり実行委員会主催の「第 27 回三島ホタルのつどい in 2011」が開催されました。

午前中は悪天候で開催が心配されましたが、午後からは多くが訪れ楽寿園内もその周辺も賑わいました。三島ゆう

すい会のメンバーは、それぞれの担当を楽しみながら参加し、女優の藤田弓子さんも会を盛り上げてくれました。 

     

    

     

 

 
 6 月 5 日（日）、第 8 回「身近な水環境の全国一斉調

査」に参加し、三島市内の水質調査を実施しました。こ

の「身近な水環境の全国一斉調査」は 2004 年から行わ

れており、本会は第 1回目から参加し、今年で 8回目に

なります。 

この日、調査をおこなったのは、源兵衛川（2地点）、

桜川、御殿川、大場川（3 地点）の 4 河川 7 地点です。  

大村洋子事務局長をはじめ 7 名の参加者は、朝 8 時

30 分に塚田会長宅に集合して打ち合わせをしたあと、

当日は都合でこの水質調査に参加できなかった塚田冷

子会長に見送ら

れて、大場川方

面と街なか方面

の二手に分かれ

て出発しました。 

この週は週の

はじめから雨の

多い天気が続

いており、当日

の天気も心配でしたが、幸い晴天に恵まれて無事に調査

をおこなうことができました。 
この全国一斉調査の規定の基本調査項目は、気温、水

温、COD(D)で、COD(D)については、一斉調査事務局

より送付された試薬を使い、各地点ごとに 3回ずつ測定

しました。 
 それぞれの調査を終えた2グループ7名は塚田会長宅

に戻り、お互いの調査結果を報告して午前 10 時 40 分に

解散しました。参加者の皆さま、お疲れさまでした。 
今回の調査結果は、後日、全国水環境マップ実行委員

のホームページ URL http://www.japan-mizumap.org/
でマップとして公開されます。 

第 27 回 三島ホタルのつどい in 2011 東日本大震災復興支援 （会場 楽寿園・源兵衛川等）

第 8回「身近な水環境の全国一斉調査」

当日の参加者たちは、塚田冷子会長を囲んで 

大場川の水を採取する宇水勉理事（右）



元気に育って！モクズガニを市内の水辺に放流 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

和やかに「三島ゆうすい会」20 周年記念誌の編集会議進行中 

   

5 月 24 日（火）の編集会議後、関 守敏先生のお宅へ伺い、お宝（郷土の珍しい資料）を拝見させていただきました。 
これらの貴重な資料も、関先生のご厚意で、記念誌に掲載させていただけることになっています。どうぞ、お楽しみに！ 

    

    

4 月 26 日（火）13：30 から、三島市内の水辺各所で、モクズガニの放流
を実施しました。子供時代に、豊富だった三島の水辺で、モクズガニと戯
れ楽しんだ多くの大人たちが、中心になってすすめています。 

ようこそ！女優・藤田弓子さん

 今年度から「三島ゆうすい会」名誉

顧問になられた女優の藤田弓子さん

と、5月 3日（火・祝日）、歓談する機

会がありました。ご多忙のなか、よう

こそ三島へ！ 

今後の「三島ゆうすい会」の活動へ

のご理解とご協力をお願いしました。

また、ゆっくり三島の水辺散策をして

いただきたいと、出席者一同口を揃え

て提案しました。 

三島市民活動センター開設記念イベントに協力・三島の水辺写真展 

  

今までに開
催した水辺写
真展の作品を
展示し、イベ
ントに協力。 

 20 周年記念誌の編集は、
塚田冷子、小松幸子、大村
洋子、水野幾子、坂井良重、
佐藤久美子、大村皖伸、平
林紘治、斎藤彩子、西川勝
美、本田博子の 11 名で行
っています。パソコンを駆
使し、自宅でも作業ができ
るように工夫しています。



宮さんの川に、今年もカルガモのヒナが 10 羽も誕生！ 
桜川でも、別のカルガモのヒナ６羽が、すいすい泳いで観光客に大人気！ 

   

楽寿園の小浜池、源兵衛川、白滝公園等に、今年も 
富士山からの恵みの湧水がどっさり湧き始め・・・ 

    

 

 

 

   

 カルガモのヒナたちを蛇から救ったの
は、広川敏雄理事（中央写真の右）です。
ヒナたちは、宮さんの川を泳いだり、川の
中の台に乗って仲良く肩寄せ合って甲羅
干し！安心しきった母さんカモは、川の中
に作られた花壇で、花に囲まれひとやすみ
しながらも、ヒナたちを目で追っていま
す。桜川でも同様に、別のヒナたちの微笑
ましい光景が見られます。 

沢地川の
ゲンジボタ
ルも、今年
は昔のよう
に、数えき
れないほど
たくさん舞
いました。

「三島ゆうすい会」「源兵衛川を愛する会」「宮さんの川を守る会」「桜川を愛する会」等々の日頃の活動が、三島の
水辺を美しく保つことにつながっています。あまりにも豊富な湧水量で、早くも源兵衛川の散策飛び石が数カ所で水没
しかかっていますが、大人も子供も観光客も、それが嬉しくて行ったり来たりし、とうとう川の中を歩く人たちも・・・。
犬の散歩中、犬も水浴びで大喜び。観光客のシャッターチャンスは、三島の水辺で次々に繰り広げられています。 

 

演劇「天国のシャボン玉ホリデー」に、小松幸子副会長が登場！

 長い髪をしているため、藤田弓子さんのお
誘いで小松幸子副会長が、紫式部役で舞台に
立つことになりました。稽古日に、俳優の小
松政夫さんに会い、「私も小松です」と話して
記念に撮ってもらったという 1枚。 
◆脚本・演出：河野 洋  
◆出演：小松政夫、入山 学（あきら）、劇団い
ず夢（む）、藤田弓子 ◆特別出演：犬塚 弘

（伊豆の国市劇団いず夢第 17 回定期公演） 

「三島ゆうすい会」からも、多数が観客と
して応援に駆けつけてくれます。

6 月 25 日(土)の夜と
26(日)の午後の公演は、
アクシスかつらぎにて 

「三島ゆうすい会」設立 20 周年記念事業 

 

来たる10月2
日（日）夕刻か
ら、設立記念事
業として、藤田
弓子さんの講
演会等を予定
しています。詳
細は、近くなり
ましてからお
知らせします。

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。
※別紙「会費納入のお願い」を同封させ
ていただきました方は、詳しくはそちら
をご覧ください。 

★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 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 

定例活動のお知らせ 

宮さんの川の清掃 

・原則 毎朝 6:30～ 
・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、清掃します。 

いずれの定例活動も自由参加です。
雨天の時は、原則として休みです。

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・日曜日の朝 6:30～
・源兵衛川いづみ橋 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、清掃します。 

源兵衛川の清掃 
・原則毎月第 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、清掃します。 

 
「三島梅花藻の里」の 

保全活動 
・原則毎月第 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 

 

桜川清掃 
・原則毎月第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、清
掃します。


