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三島ゆうすい会 25 周年記念事業
「五所平之助監督作品

上映会」

（三島市制施行 75 周年記念「みしまの文化 百花繚乱」）
１．「わが映画人生」
（47 分）堀江英雄、水谷憲司、中川和郎
２．「わが街三島－1977 年の証言」
（32 分）小出正吾、大岡信、五所平之助、窪田精四郎
３．「煙突の見える場所」
（108 分）上原 謙、田中絹代、芥川比呂志、高峰秀子ほか
三島市民生涯学習センター3 階の講義室
は 150 人の観客で満員となりました。塚田
冷子会長の開会の言葉で開演。進行役を、
大村洋子事務局長、閉会の言葉を小松幸子
副会長が担当しました。

御殿川通学橋付近

10 月 5 日（水）、13：00～17：00、三島ゆうすい会
25 周年記念事業としての「五所平之助監督作品 上映
会」が開催されました。これは、三島市制 75 周年記念
「みしまの文化 百花繚乱」の一環でもあります。
会場の三島市民生涯学習センター3 階の講義室は満
席となり、映画をとおして三島市の懐かしい風景や、
先人たちの水を大切にする歴史を再確認することに繋
がりました。また、若かりし頃の大岡信三島ゆうすい
会名誉顧問や、在りし日の中川和郎さん、小出正吾さ
ん、窪田精四郎さんたちにも画面で再会でき、水への
思いを新たにする機会となりました。

五所平之助さんとその映画について語る『わが映画人生』に
は 3 人が登場しますが、収録場所がとても賑やかで、五所さん
が監督をされていたら絶対に撮り直しだろうなと思えました。 『煙突の見える場所』主演
でも、3 人の発言は貴重なもので、五所さんの穏やかな優しい笑 の田中絹代（国際放映）
顔の奥に、深い人生と映画への情熱を垣間見た思いがしました。
村上益男（五所平之
助さんの甥）さんにも
大変お世話になりま
した。上映会場の隣の
コーナーでは、多くの
関係資料の展示をし
ていただきました。

村上益男さんには、リハーサ
ル以前からお力添えをいただ
き、一同、感謝申し上げます。
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源兵衛川「世界かんがい
施設遺産登録」講演・交流会
12 月 4 日(日)18：00 から三島商
工会議所 1 階ＴＭＯホールで、渡辺
豊博グラウンドワーク(ＧＷ)三島事
務局長による講
演会がありまし
た。交流会では、
小松幸子ＧＷ三
島理事長の挨拶
後、塚田冷子会
長が乾杯の挨
拶。塚田会長や
参加者は、細野
豪志衆議院議員
や多くの方々と
交流を深め、源
兵衛川の価値を
再認識するとと
もに活動への夢
を語りました。
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ＳＢＳラジオの取材

1 月 4 日（水）14:30 から、
ＳＢＳラジオで「七草粥のつど
い」の取材がありました。
三島駅でＳＢＳスクーピー
が七草粥のわらべ歌について
取材をしたところ、30 人(20 代
～80 代)が知らない、2 人（70
代の女性１人、80 代の男性 1
人)が知っているということだ
ったそうです。塚田冷子会長と
大村洋子事務局長は、七草粥の
歌を歌ったり、効能を説明した
り、１月 7 日に塚田医院の前庭
で「七草粥のつどい」があるこ
となどを話しました。

内藤輝夫・理恵子ご夫妻
「春の七草」をありがとう！

1 月 6 日（金）8:30 に、平林紘治・岩田重理
両理事の運転で塚田邸を出発し、富士山がよく
見える三ツ谷新田に内藤輝夫・理恵子ご夫妻を
訪ね、
「春の七草」をたくさんいただいて来まし
た。毎年、ご協力ありがとうございます。今回
は、暖冬で、育ち過ぎた七草もあるようでした。

「七草粥のつどい」＆わらべ唄・・塚田邸の前庭での開催は最後
塚田冷子会長の挨拶

七草籠は小松幸子副会長

♪七草なずな 唐土の
鳥が 日本の国へ 渡
らぬ先に 合わせて♪
司会は秋山峰治相談役

歌指導は青木不二子先生

七草の説明は大
村洋子事務局長
一緒に歌う豊岡武士三島市長

温かな多くのご協力
に感謝申し上げます。

17 回目の今年、塚田邸の前庭を
お借りしての実施は、いよいよ最
後となりました。長いこと、ご協
力お力添え、誠にありがとうござ
いました。穏やかで、風もない最
紅葉が見頃の妙義山に感激して、小休止
高の日和となり、会場には、200
人近くの方々が集まりました。七草粥をご自宅で作って
くださった泉町の杉山育子さん、堀池早苗さん、窪田紀
子さん、渡邉育代さん、藤井みえ子さん、大塚香代子さ
ん、また当日、台所での諸々の仕事を引き受けくださっ
た大庭治美さん、塚田亜文さん、安井さと子さん、堀江
美智子さん、柿崎宏子さん、ありがとうございました。

蓮沼川(宮さんの川)修景整備工事
司会の秋山峰治相談役の語り口は、冗談も交えて例年ど
三島ゆうすい会の関係者
おり軽妙。コール・ロベリア（主宰：青木不二子先生）の
も、様々な立場から会合に出
歌声にひかれて偶然会場にきたという平塚市からのお客さ
席して来ましたが、工事は 3
んは、会の活動にも興味を持ち「ＨＰでも見られますか」
月 24 日に完成する運びとな
の質問。多くの出会いがあった「七草粥のつどい」でした。
りました。
豊岡武士三島市長も駆け付け、今までの取組みに感謝す
塚田冷子会長が懸念してい
るとともに、今後も期待していると述べました。早朝、参
るのは、
「ここでカモが雛を育
加者へのお土産用の七草を袋詰めしてくださったグローバ
てられるかしら」。水辺の住人
ル文化交流協会の佐藤照子さん、木村紘子さん、乙部美麻 たちの期待に添う仕上がりであってほしいと願うばか
子さん、下山三枝子さん、ありがとうございました。
りです。写真は、工事途中の上流から下流を見た風景。
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三島ゆうすい会名誉顧問・大岡信さん『自選大岡信詩集』
（岩波文庫）出版
三島ゆうすい会名誉顧問の大岡信さんは、世界的に活躍されている詩人で文化勲章も受章さ
れています。また、三島市の名誉市民でもいらっしゃいます。2009 年に体調を崩され、85 歳の
現在はご自宅で闘病中ですが、2016 年 4 月には『自選大岡信詩集』を出版されました。ご出版、
おめでとうございます。
『自選大岡信詩集』には、1947 年から 2002 年までの作品から約 130 編を収めてありますが、
病気で話すことが大変な大岡さんに、奥様の深瀬サキさんが 1 編ずつ朗読されて、大岡さんの
ご意思で選択されたとのことです。6 月には、大岡さんの詩の魅力に関する詩人や俳人らの評
論集『大岡信の詩と真実』
（岩波書店）も刊行されましたので、あわせてご覧いただいてはどう
でしょうか。大岡信さんの作品は、
『三島ゆうすい会 10 周年記念誌』に巻頭詩「三島町奈良橋
回想」
（『自選大岡信詩集』にも掲載の作品）、
『三島ゆうすい会 20 周年記念誌』に巻頭詩『産卵
せよ富士』が掲載されています。大岡信さんの一日も早いご快復をお祈りします。

「緒明登美子様を偲ぶ会」に出席し、登美子さん手描きの作品をいただく！

12 月 17 日（土）12：00 より、みしまプラザホテルで「緒明登美子様を偲ぶ会」が開催され、塚田冷子会長と小松
幸子副会長、渡辺豊博顧問が出席しました。登美子さんは、三島ゆうすい会名誉会長だった故・緒明實さんの奥様で、
西郷隆盛とも縁戚関係にあったとのことです。多くの芸術作品を手掛け、日本画も師匠に「毎日描くように」と言わ
れ実行。この日、その作品が参加者に手渡されました。
「三島ゆうすい会の方々にも、よろしかったらどうぞ」と言わ
れ、理事の方々の分を預かりました。裏面には、達筆な登美子さんによる作品名や日付、署名などがあります。作品
の中には「塚田様より頂く・・お庭の・・」と但し書きのある水仙の絵もありました。ご冥福を心よりお祈りします。

『みしまの文化 百花繚乱』を振り返っての
ワークショップに参加

12 月 3 日（土）14：30 より、三島商工会議所で、市制 75 周年
記念事業の『みしまの文化 百花繚乱』を振り返ってのワークショ
ップが行われ、塚田冷子会長と大村洋子事務局長が参加しました。
『みしまの文化 百花繚乱』の一環としての三島ゆうすい会主
催・五所平之助監督作品上映会は、三島市で印刷された資料には
「無料」とのみ掲載されていたため、入場整理券を持たない人が
殺到して大混乱となりました。何とか来場者には入場してもらい
ましたが、スタッフは皆、てんてこ舞いで対応することになりま
した。また、他の団体では三島市でもっとＰＲしてほしかったと
いう意見もあり、それぞれ悩みと反省を述べ合いました。
ただ、「次回の『みしまの文化 百花繚乱』は、市制 100 周年か
な」という市の担当者の発言には、一同大笑いをしました。

忘年会で新年酉年への英気
12 月 15 日（木）
12：00 より、三島
ゆうすい会の忘年
会を「美食工房
Be-Shock」にて開催
しました。ここは
「元気・笑顔に」、

「食べてさらに美しくなる」を目指すという新
感覚のレストランで、「三島市健幸づくり推進
店」「三島市食育認定店」でもあります。
器も次々と目新しく、三島西麓野菜をはじめ
地元食材をふんだんに使った料理を楽しみつ
つ、新年への会話が弾みました。
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「いず夢のお伽噺・新白雪姫」～ごらん私が白雪姫よ～
藤田弓子さん（三島ゆうすい会名誉顧問）を応援の観劇
12 月 10 日
（ 土 ）、 11 日
（日）と、女
優・藤田弓子さ
ん主宰の「劇団
いず夢」の第
24 回定期公演
が、韮山時代劇
場大ホールで開催され、三島ゆうすい会からも応
援の観劇にいきました。ミュージカル風にアレン
ジされた舞台で、プロダンサーの橋本さとみさん
の振り付けや特別出演も素晴らしいものでした。
藤田さんは「森の精」で出演されており、音楽やストーリーも盛り上が
り、笑いの多い楽しい公演でした。

静岡文化芸術大学 3 年生
三島ゆうすい会へ取材来訪
12 月 22 日（木）午後１時、静岡文
化芸術大学 3 年生の橋本静香さんが、
塚田冷子会長宅へ三島ゆうすい会の取
材に訪れました。
塚田会長と大村洋子事務局長が、三
島ゆうすい会発足（平成 3 年）以来現
在までの活動を説明し、20 周年記念誌
と資料を差し上げました。

平成 29 年度・第 26 回三島ゆうすい会総会
日

時：3 月 4 日(土)

★総 会
★講演会

16：00～16：50（会員のみ）
予定
17：00～18：00（どなたでも無料）
演題「和紙の歴史から見えるもの」
（仮）
講師 女子美術大学 宍倉佐敏 特別招聘教授
★交流会 18：15～20：00（有料）交流会費は 1 人 3,000 円
必ず、事前のお申し込みをしてください。
会 場：Via701（１階ホール）三島広小路駅より徒歩 3 分
※三島ゆうすい会年会費（正会員 3,000 円）も、総会時に
お支払いが可能ですので、ご用意ください。

三島商工会議所青年部の
「紙すき体験」に協力

三島ゆうすい会のホームページ
「三島ゆうすい会」のホームページは随時更新中です。「ゆう
すい NEWS」もカラー版で見ることができ、以前のホームペー
ジも閲覧できます。ぜひ、ご覧ください。

URL：http://www.yusui.org/

裾野市出身で、三島北高から大学へ
進まれた橋本さん（上写真右）からは
「三島ゆうすい会の活動や、三島の湧
き水についてお話していただき、文献
だけでは知りえなかったお話を伺うこ
とが出来、大変参考になりました」と
いうお礼の言葉が寄せられました。

11 月 5 日（土）、6 日（日）に、三島商工会
議所青年部が実施した「紙すき体験」は、大
盛況でした。三島ゆうすい会からは、宇水勉
理事、大村皖伸理事が手伝いに出て、日頃の
実力を十分に発揮しました。

定例活動のお知らせ
★自由参加
★雨天時は休み

源兵衛川の第 2、第 3 ゾーンと
宮さんの川の清掃
宮さんの川からシンコウパーク
・原則 毎朝 6:30～
までの鎌倉古道の清掃活動
・宮さんの川へ集合
・原則 毎週土・日曜日の朝 6:00～
・持ち物：長靴、ビニール手袋
・源兵衛川いずみ橋へ集合
※「宮さんの川を守る会」と共
・持ち物：長靴、ビニール手袋、
に、清掃します。
ゴミを入れる袋等
「三島梅花藻の里」で
源兵衛川のいずみ橋から
ミシマバイカモ保全活動
広瀬橋までのゴミ拾いなど
・原則 毎月第 2 日曜日 10:00～ ・原則 毎週土・日曜日の朝 6:30～
・三島梅花藻の里へ集合
・源兵衛川いずみ橋へ集合
・持ち物：長靴、ビニール手袋、・持ち物：長靴、ビニール手袋、
草取り道具等
ゴミを入れる袋等
源兵衛川の清掃
桜川の清掃
・原則 毎月第 2 日曜日 10:00～ ・原則 毎月第１土曜日 10:00～
・水の苑緑地・かわせみ橋へ集合 ・白滝公園へ集合
・持ち物：長靴、ビニール手袋
・持ち物：長靴、ビニール手袋
※「源兵衛川を愛する会」と共に、 ※「桜川を愛する会」と共に、
清掃します。
清掃します。

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。

★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

