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「三島ゆうすい会」創立 20 周年記念式典及び記念講演会開催

10 月 2 日（日）、17：00 より Via701 にて、来賓に豊岡武士三島市長、宮澤正美・遠藤行洋静岡県議会議員、碓井宏政
三島市議会議長、諏訪部敏之三島商工会議所会頭、山形武弘三島市観光協会会長、宮崎眞行三島市産業振興部部長を迎え、
三島ゆうすい会創立 20 周年記念式典が開催されました。引き続き、三島ゆうすい会から、心を込めた手書きの感謝状が、
特種東海製紙株式会社三澤清利代表取締役社長様、西川勝美様、青木峯子様、本田博子様に贈呈されました。
その後、女優の藤田弓子さんによる記念講演会：演題「三島の水に魅せられて・・・」が、聞きやすい語り口と、楽し
いエピソードを交えたお話で、会場いっぱいの聴衆を魅了しました。懇親会では、歌手のさくまひろこさんのピアノと美
しい歌声が流れ、遅くまで多くの方々との交流が続き、20 周年記念誌を手に新たな活動への話で盛り上がりました。
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「みずとみどり研究会」の佐山公一氏を案内

三島ゆうすい会にちなんで、
「水」に関係した
衣装とアクセサリーで・・と藤田弓子さん。創
立 20 周年記念の懇親会は和やかに続きました。

11 月 5 日（土）、「みずとみどり研究会」事務局
長の佐山公一氏（上写真の中央）を、塚田冷子会長、
平林紘治運営委員、大村皖伸運営委員が、三島市内
河川、清住緑地、柿田の湧水地等へ案内しました。
同氏は「身近な水環境の全国一斉調査」の事務局
を務め、この日、清水町で行われた柿田川シンポジ
ウムに出席のため来島されたものです。「これだけ
の湧水地ならば、もっと時間をかけて勉強させて貰
うべきですね。機会があれば、みなさんには多摩川
流域の案内をしたい」と話していました。

三島市立向山小学校 6 年生、「水の学習」で
塚田邸と「三島梅花藻の里」へ

「三島ゆうすい会 20 周年記念誌」完成

9 月 16 日（金）に、三島市立向山小学校 6 年生が、
それぞれ約 20 人、塚田邸と「三島梅花藻の里」を訪れま
した。塚田邸では塚田冷子会長と大村洋子事務局長が、
「三島梅花藻の里」では小松幸子副会長が対応しました。
昭和初期に
建てられた塚
田邸は、趣き
のある貴重な
建物です。そ
の時代を感じ
ながら、多く
の子供たちは
重厚な階段を
踏みしめたこ
とでしょう。
2 階の部屋
に所狭しと子
供たちが座
り、塚田冷子
会長の説明に
耳を傾け、真
剣に学ぶ姿は
本当に素晴ら
しいことだと
思います。

「三島梅花藻はいつどこで見つかったの？」
「名前の由来
は？」「特徴は？」「何科の植物？」「育つための条件は？」
「どのように育てているの？」「どうして昔絶滅したの？」
「花がきれいな時期はいつ？」
「三島梅花藻の里は、いつで
きたの？」
「小松さんが思う三島梅花藻の花の好きなところ
は？」等々、事前に高橋恵先生からは、子供たちの聞きた
いということが、ＦＡＸでどっさり送られてきました。
当日は、偶然やってきた近所の愛称「梅花藻おじさん」
の山口東司さんにも話を聞くことができ、子供たちは熱心
にメモをとっていました。
「三島ゆうすい会」にとって、嬉
しい日でした。子供たちのこれからにも期待しましょう。

▲表紙と裏表紙には、
「水よ輝け！三島の水
辺写真展」の写真を、使
わせていただきました。

多くの方々のおかげで
｢三島ゆうすい会 20 周年
記念誌｣が完成しました。
9 月 27 日(火)にはＦＭラ
ジオ局ボイスキューで、
20 周年記念講演会や記念
誌について、小松幸子副
会長がＰＲしました。

ご協賛いただいた方々に贈呈
「三島ゆうすい会 20 周年記念誌」は、多くのご
協賛をいただき完成しました。「良い記念誌になり
ましたね」との感想を聞いて、関係者一同とても喜
んでいます。9 月 27 日（火）には、ご協賛の皆様に
贈呈させていただきました。
また、10 月 11 日（火）には、172 ページの記念
誌 1,000 部の用紙をご提供いただきました特種東海
製紙株式会社様へお礼に伺いました。

10 月 14 日（金）には、豊岡武士三島市長とＺ会
へ贈呈に伺いました。16：30、市長応接室にて、豊
岡武士三島市長に記念誌を贈呈する三島ゆうすい
会塚田冷子会長、小松幸子副会長、大村洋子事務局
長。市立図書館等に配布していただく予定です。
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映画「エクレール・お菓子放浪記」に協力
塚田冷子会長は、この映画の三
島上映委員会の発起人に名を連
ね、三島ゆうすい会としてもチケ
ット販売に協力しました。まず、
8 月 31 日（水）の試写会に何人か
が行き、感動してきました。
東日本大震災前の宮城県石巻
市で撮影されたというこの映画
の風景は、今はもう残っていない
そうです。三島でのチケット販売
は、1,800 枚。多くの人々から良
い映画をありがとうと、感謝の言
葉が寄せられたそうです。

舞台「That’s コント伝説」のチケット販売も協力

9 月 29 日（土）に、藤田弓子さんを「三島の水辺」へ
ご案内しました。鏡池、菰池、桜川、白滝公園、楽寿園、
楽寿館、小浜池、塚田邸の「ほたるの館」、宮さんの川、
源兵衛川。いずれも、富士山からの澄んだ湧水が満水状
態で、藤田弓子さんに、大いに喜んでいただけました。

10 月 30 日（日）に、韮山時代劇場で、舞台「That’s
コント伝説」が演じられました。主演の入山学（いり
やま あきら）の熱演をさらに引き立てるような藤田弓
子さんは、今回、ほろりとさせつつ楽しく明るい老
け役でしたが、さすが藤田さんが出ると舞台がきり
っとして、笑いにアクセントが付きました。円熟し
た小松政夫も出演し、会場の笑いを誘っていました。

社団法人三島青年会議所の創立 50 周年記念大会に出席（三島市民文化会館大ホール、楽寿園）

9 月 23 日（金・祝日）、社団法人三島青年会議所の創立 50 周年記念大会に、塚田冷子会長、小松幸子副会長、
大村洋子事務局長が出席しました。50 年の歴史を辿り、新たな決意の感じられる大会でした。特に、「まちづく
り継続アクション」では、１．楽寿園を利用した三島市のシンボルパーク構想の実施 ２．常に環境保全を考慮
した独創性ある事業の実施 の 2 点を掲げ、「三島ゆうすい会」と協力していけそうな展望を持ちました。駆け
つけた細野豪志衆議院議員も特別な挨拶はなく、三島ＪＣ関係者としてメンバーに交じり、作業に参加していま
した。若者の迅速なアクションを象徴しているような印象でした。

三島市民活動フェスティバルの
パネル展に「三島ゆうすい会」も出展

11 月 3 日（木・
祝日）に、三島市
民活動センター
（本町タワー）４
Ｆで展示公開され
るパネルを、10 月
27 日(木)の三島ゆ
うすい会理事会の
後に下見し、それ
らの説明を大村洋
子事務局長が務め
ました。
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「三島梅花藻の里」保全活動

平成 24（2012）年度

予告

「第 21 回三島ゆうすい会総会」
※講演会は、会員以外の方の参加も大歓迎です。
お誘いあって、お出掛けください。

12 月 11 日（日）10：00 からの
作業日には、「三島梅花藻の里」
内の早咲きの桜が満開で、ミシマ
バイカモの上に近所のイチョウ
の葉や、赤いドウダンツツジの葉
が舞い落ちていました。
1 月 8 日（日）の作業日には、
日本大学のアメリカ人男子留学
生も手伝いに来てくれました。

日

会

時：平成 24 年 3 月 3 日（土）
総 会 16：00～16：50（会員のみ）
講演会 17：00～18：00
演 題：「うなぎの博物誌」（予定）
講 師：黒木 真理 東京大学助教
懇親会 18：15～20：00（懇親会費 3,000 円）
場：Via701 １F ホール（三島広小路駅より徒歩約 2 分）

「三島ゆうすい会 20 周年記念誌」贈呈

ご入金・ご入会

平成 23 年 12 月 15 日（木）、三島市教育委員
会の川村晃教育長を訪ね、三島市内の小中学校
21 校に配布していただくよう「三島ゆうすい会
20 周年記念誌」（各校 5 冊ずつ）を贈呈させて
いただきました。川村教育長からは、貴重で立
派な記念誌ですねと感想をいただきました。

みなさまのご支援、ご
協力に、心より感謝申し
（お名前・順不同）
上げます。

1 カ月前に満開だった早咲き桜
はまだ花を付けており、ミシマバ
イカモも、寒い中、可憐な白い花
を咲かせていました。

左より、大村洋子事務局長、塚田冷子会長、
川村晃教育長、小松幸子副会長

★ご寄付
髙橋 佳代子
石井
茂
酒井 喜代子

様
様
様

★ご入会
野崎
松永
後藤
安室

様
様
様
様

二雄
陽子
容子
弘治

会費納入のお願い
定例活動のお知らせ
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
宮さんの川の清掃
・原則毎月第 2 日曜日 13:00～
・水の苑緑地・かわせみ橋 集合
・原則 毎朝 6:30～
・長靴、軍手またはビニール手袋
・宮さんの川 集合
持参
・長靴、軍手またはビニール
※「源兵衛川を愛する会」ととも
手袋持参
に、清掃します。
※「宮さんの川を守る会」と
ともに、清掃します。
桜川清掃
「三島梅花藻の里」の
・原則毎月第１土曜日 10:00～
保全活動
・白滝公園 集合
・原則毎月第 2 日曜日 10:00～
・長靴、軍手またはビニール手袋
・三島梅花藻の里 集合
持参
・長靴、軍手またはビニール
※「桜川を愛する会」とともに、
手袋、草取り道具等持参
清掃します。

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
★賛助会費１口

3,000 円
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

