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総会記念講演会 
演題： 

「富士山の地下水、湧水」

講師：加藤憲二 教授 

（静岡大学理学部）

平成 28(2016)年度・第 25 回三島ゆうすい会総会開催

 

 

 

 3 月 5 日（土）16：00 から Via701
で、三島ゆうすい会総会が開催され
ました。塚田冷子会長の挨拶で始ま
り、豊岡武士三島市長、松田吉嗣三
島市議会議長、宮沢正美静岡県議会
議員、山形武弘三島市観光協会会長
より、会へのエールとも思える温か
なご祝辞をいただきました。司会は、
小松幸子副会長が務めました。 

▲上写真左より、豊岡武士三島市長、松
田吉嗣三島市議会議長、宮沢正美静岡県
議会議員、山形武弘三島市観光協会会長

 

 次に、西川勝美理
事が議長に選出さ
れ、議事録作成人に
平林紘治理事、議事
録署名人に岩田重
理理事、宇水勉理事
が指名されました。
 平成 27 年度事業
報告・平成 28 年度 
事業計画は、大村洋
子理事、平成 27 年

度決算報告・平成 28 年度予算案は松根典子理事、監査報
告は中西康徳理事、会則および役員・組織に関する件につ
いては柴原俊介理事が担当し、いずれも承認されました。
山岡修一顧問からは、天水尊の大切さを改めて指摘する

貴重な意見が出されました。また、宮崎眞行三島市産業振
興部部長からは、秋に実施予定の五所平之助映画監督に関
係する三島の文化についての事業を、「三島ゆうすい会」
と一緒にできないだろうかという提案があり、創立 25 周
年の今年、嬉しいお誘いだと喜びの声があがりました。 

▲上写真左より、 
小松幸子副会長、西川勝美理事、大村洋子事務局長、松根典子理事 

▲塚田冷子会長 

▲宮崎眞行 
三島市産業 
振興部部長 

←柴原俊介理事 
中西康徳理事↓ 

↑山岡修一顧問 

平成 28（2016）年度・三島ゆうすい会・役員名簿 
会  長：塚田冷子 
副 会 長：小松幸子、青木利治 
事務局長：大村洋子 
理  事：小浜修一郎、岩田重理、広川敏雄、水野幾子、柴原俊介、 
     宇水勉、大村皖伸、平林紘治、西川勝美、松根典子 
監  事：中西康徳、大庭治美 
相 談 役：秋山峰治 
運営委員：福場正視、杉橋芳夫、庄司峯子、山梨一正、間野孝次、越沼正、岡野久代、

柴原英子、米山友子、坂井良重、佐藤久美子 
顧  問：山岡修一、小野徹、落合義朗、渡辺妙子、志村肇、木下秀彰、渡辺豊博 
専 門 家：渡辺佐一郎、石井真人 
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）

 総会終了後、17：00 より、
同会場で総会記念講演会を
開催しました。 
関連記事はＰ2をご参照く

ださい。一般聴衆も扉の前で
開始を切望していました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１6．5．１９  ゆうすいＮＥＷＳ  Ｎｏ．５３  Ｐ．２

紅葉が見頃の妙義山に感激して、小休止

三島市制７５周年記念式典で「三島ゆうすい会」にも感謝状 

 

 三島市民文化会

館大ホールで開催

された三島市制

75 周年の式典で、

豊岡武士三島市長

より感謝状をいた

だき、一礼する塚

田冷子三島ゆうす

い会会長。後方に

は、会の活動の映

像が示された。 

 

 総会記念講
演会の講師を
紹介する大村
皖伸理事 

4 月 29 日（金・祝）10:00 より三島市民文化会館大ホールにて
「三島市制施行 75 周年記念式典」が開催されました。第１部の記
念式典の中で、感謝状が 1個人と 17 団体に授与されました。 
「三島ゆうすい会」では、塚田冷子会長が豊岡武士三島市長より
感謝の言葉とともに感謝状（上左右）をいただきました。 
 アトラクションで、ことのほか会場を和ませたのは、「のびる幼
稚園」の園児たちの可愛い歌声（右下）でした。また、第 2 部で
は、市政功労表彰が 22 個人と 1団体に行われました。 
 午後 2:00 からは、同会場で、市制 75 周年記念事業の 1 つ「み
しまびとプロジェクト映画」の『惑う After the Rain』の完成
映写会が開かれ、撮影場所が主に三島とあって観客は興味津々で
した。終了後は、林弘樹監督や母親役の宮崎美子さんらの出演者

が登場するプログラムもあり、会場は感激の声に包まれました。

 加藤憲二教授の、パワーポイントや印刷物を示しての講
演は、とても興味深いものでした。 
講演は、次の順で話されました。１．湧水は海にも湧き

出している。2．湧水はどこからやってくるのだろうか。3．
富士山の湧水は、どれくらいの時間をかけて湧き出すのだ
ろうか。4．地下水はいつも同じ通り道を流れてくるのだ
ろうか。5．きれいな水は、本当にきれいなのか。6．地下
水が運んでくるものは？ 
「富士山は、日本人の人口 1億 2,700 万人を養えるほど

の水がめで水の質が良い」。具体的に図を見せて丁寧に説
明され、質疑も快く受けてくださいました。 

▲演題は「富士山の地下水、湧水」。講師の加藤憲二静岡大学理学部教授

交流会の司会は、青木利

治副会長が務めました。 

 

交流会でも水談義が続き、嬉
しいことに、夏には加藤先生が
源兵衛川の湧水の調査に訪れ
てくださることになりました。

 乾杯の音頭は、
山岡修一顧問。 

山梨一正
運営委員 

秋山峰治
相談役 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１6．５．１９ ゆうすいＮＥＷＳ   Ｎｏ．５３ Ｐ．３

紙すき体験出前講座・恵明学園にて（ワイズメンズクラブとの協働事業） 

 

 

 

 

 

 映写後、三島市民文化会館大ホールの舞台上に現れた監督と俳優
陣。撮影タイムもあり、市制 75 周年記念の会場が華やぎました。右
写真の左から、林弘樹監督、父親・誠志郎役の小市慢太郎、母親・
イト役の宮崎美子、妹・かえで役の中西美帆、姉・いづみ役（佐藤
仁美）の相手役・小林且弥（故・松田優作の甥で、松田龍平や松田
翔太の従兄弟とのこと）。映画『惑う After the Rain』のテーマは、
「変わりゆく時代の中で、世代を越えて受け継がれる家族愛」だそ
うで、三島ゆうすい会の藤田弓子名誉顧問も友情出演していました。
 林弘樹監督は、「三島はどんな街ですか？」との問いに、「三島っ
て育ちの良さを感じます」と答えていたそうです。この映画が三島
の成長に一役かってくれることを、多くの三島人が願っていること
でしょう。三島の風景や楽寿館、梅御殿等々の貴重な映像が、長く
受け継がれることも、この映画の大きな役目のように思いました。

 3 月 26 日（土）、三島市笹原新田にある恵明学
園（静岡恵明学園児童部・加藤秀郷施設長）の子
供たちへの紙すき体験の出前講座に出掛けまし
た。今回は、青木利治副会長の尽力で、ワイズメ
ンズクラブとの協働事業でした。当日、まず、恵
明学園のお薦めで三島ゆうすい会のメンバーは、
園手作りの昼食をご一緒させていただきました。
 食堂には折しも、園の子供たちの入園や入学を
お祝いする心のこもった垂れ幕が並んでおり、新
学期が始まる喜びに囲まれているようでした。 

 講座は、大村皖伸理事と宇水勉理事の、紙すき全般と、牛乳パックからハガキにするまでの作
業手順についての説明で始まりました。また、三嶋柄についてもふれ、会場は子供たちのわくわ
く感が一層高まりました。いよいよ、紙すきです。 
日向に出て、水に漬けておいた牛乳パックから丁寧にフィルムをはがしてちぎり、ミキサーに

入れてより細かくし、水で 4倍に薄めてパルプ液を作りました。これを、「すき網」を挟んだ「す
き枠」ですくい取り、水が引いたら吸い取り紙やタオルで更に水を押し出します。「すき網」を
外し、アイロンでまんべんなく押しながら、何度もひっくり返してアイロンを掛け乾かします。 
やがて、しっかりとしたハガキの出来上がりです。子供たちは、1 人で何枚も作っていました。 

杉村勝巳児童指導員に紹介されたワイズメンズクラブと三島ゆうすい会メンバー 

 

 

誰からともなく植え木の
上に並べて、出来たてのハ
ガキを乾かしていました。

三嶋柄のスタンプも魅

力があったようです。

杉村勝巳児童指導員は、出来たてのハガキに、
お礼の言葉と絵を描き手渡してくれました。ま
た、加藤秀郷施設長は、参加者全員に記念写真を
配布してくれました。感激の出前講座でした。

お 知 ら せ 

 三島ゆうすい会では、10 月 5 日（水）に、創

立 25 周年記念事業を実施する予定です。 

「みしま文化百花繚乱」と題して、三島市と協

働で、五所平之助監督の映画上映を計画中です。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６．５．１９  ゆうすいＮＥＷＳ   Ｎｏ．５３  Ｐ．４

桜川の清掃 
・原則毎月第１土曜日 10:00～ 
・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。 

ミシマバイカモ・保全活動 
 毎月、原則として第 2日曜日の午前 10時から、「三
島梅花藻の里」で、ミシマバイカモの保全活動を続
けています。長靴やビニール手袋等をご準備のう
え、ご参加ください。比較的温暖な三島では、ほぼ
1年中、ミシマバイカモの花を見ることができます。
 多くの皆様のご参加をお待ちしています。

「三島ゆうすい会」のホームページが、リニューアルされ、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、従来のホ
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/ 

ホームページをご覧ください！ 

定例活動のお知らせ 

源兵衛川の第 2、第 3 ゾー
ンと宮さんの川からシンコウパー
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 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 

 

★いずれも、自由参加 
★雨天の時は、原則休み 

「三島ホタルの会」チャリティーコンサートに協力 

 3 月 7 日（月）19：00 から、みしまプラザホテルにて「美
原麗華チャリティーコンサート・愛◆花◆歌～シャンソン＆
ポップスの夕べ～」が開催され、「三島ゆうすい会」会員の
多数も、チケットを購入して協力しました。 
懐かしい歌が満載のチャリティーコンサートは盛り上が

り、収益金は「三島ホタルの会」に寄贈されました。 

ご寄付の御礼 

緒明 春雄 様 

株式会社 TSK 様 
みなさまのご支援・ご協力に、 

心より感謝申し上げます。 

宮さんの川・昔の水辺の写真をリニューアル

かつて、宮さんの川に富士山からの湧水が
満々としていた時代、近所の子供たちが嬉々と
して水遊びに興じていた貴重な写真を、リニュ
ーアルしました。観光客も視察者も、ちょっと
足を止めて、古き良き時代に思いを馳せていま

す。すぐ脇の小水力発電のライトも、快調です。


