
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

ゆうすい NEWS No.67 

               令和 3 年 2021.1.21 発行 

三島ゆうすい会事務局   〒411-0856  静岡県三島市広小路町 12-5 
TEL＆Fax  055-975-6516     E-mail  river@yusui.org 
URL   http://www.yusui.org/   ※事務局員は常駐しません。
E-mail や Fax で、ご連絡いただけると助かります。 
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「三島ゆうすいマップ 2020」完成 
8 月 11 日(火)に引き続き、

9月 27 日(日)にも、『三島ゆ

うすいマップ 2020』作成の

ための「ゆうすい巡り」を行

いました。この日は、境川・

清住緑地、丸池(玉川池)、西

小学校、千貫樋、箱根用水等。 

10 月 3 日(土)には、鏡池、 

菰池公園、桜川、 

白滝公園、浅間神 
社、楽寿園、源兵 
衛川等でした。桜 
川では、清掃活動 
をしている「桜川 
を愛する会」の皆 
さんに出会い、水 
辺の生き物にも遭 
遇し、まさに豊富 
な湧水の恵みに感 
謝しての「ゆうすい

巡り」でした。 

 『三島ゆうすいマップ

2020』は、2019 年の視

察研修先・東京の「せた

がや野川の会」のマップ

を参考に、折りたためら

れるサイズにまとめま

した。開くと、表紙・裏

表紙で挟むようにゆう

すいマップを見ること

ができます。また、裏面

は全て「三島の水辺の生

き物」ページで、執筆は

加須屋真先生に担当し

ていただきました。 
その他の分担は、次の

ようでした。★全般・印

刷会社との交渉他：大村

洋子 ★湧水について

の文章：大村皖伸 ★地

図作成・仕上げ調整：西

川勝美 ★レイアウ

ト・表紙裏表紙デザイ

ン・写真等：小松幸子

★全体的な検討：理事 

▲楽寿園の小浜池は、7月 25 日～9月 24 日（約 2カ月間）水深 217 ㎝。10 月 3日は水深 182 ㎝。 

▲湧水が湧いている鏡池     ▲湧き間が見られた菰池    ▲桜川では、歩くコサギに遭遇 

▲清掃に励む「桜川を愛
する会」の皆さん    

▲ケヤキの緑蔭や富士山からの湧水が
心地よい白滝公園では、人々が憩う。

▲加須屋真先生と「三島の水辺
の生き物」について打ち合わせ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 ◆ＣＯＤ（化学的酸素求要
量）の測定(ｍｇO/L) 

◆ＮＯ３
－（硝酸態窒

素）の測定(ｍｇ/L) 
◆ＰＯ4

―３（リン酸）
の測定(ｍｇ/L) 

調 査 地 点 現地気温 現地水温 第1回

測定値

第2回

測定値

第3回

測定値

第1回

測定値

第2回

測定値

第3回

測定値 第1回

測定値 第2回

測定値

第3回

測定値

源兵衛川芝橋付近 20.2℃ 17.0℃ １ １ １ 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1

源兵衛川かわせみ橋付近 22.1℃ 17.1℃ 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

御殿川通学橋付近 27.1℃ 17.2℃ 0.5 1 1 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3

桜川の「じゅらくはし」付近 21.9℃ 17.6℃ 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

大場川青木橋の少し下流 22.0℃ 20.2℃ 3 3 3 3 3 3 0.1 0.2 0.2

大場川神川橋下 25.0℃ 21.0℃ 3 3 3 0.5 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1

大場川と山田川の合流付近 29.0℃ 21.0℃ 2 3 1 0.5 0.7 9.7 0.1 0.1 0.2

２０２１．１．２１  ゆうすいＮＥＷＳ  Ｎｏ．６７  Ｐ．２

  

6 月に参加した全国一斉水質調査と同様に、10 月にも水質調査を実施 

 

 11 月 26 日と 12 月 9 日に、大村洋子会

長、小松幸子副会長、西川勝美事務局長

が、大和印刷株式会社の杉山三樹夫さん

と打ち合わせを行い、『三島ゆうすいマッ

プ 2020』の印刷がスタートしました。 

 今回 2,000 部印刷し、会員には送付し

ました。その他活用をお考えの方は、三

 

島ゆうすい会事

務局へお問い合

わせください。持

ち歩きにも便利

なので、水辺散策

にいかがですか。

源兵衛川芝橋 
 10 月 4 日（日）に、「令和 2年度第 2回三島の川の水質調査」を実

施しました。6月の調査同様、街中班、郊外班の 2班で、源兵衛川、

御殿川、桜川、大場川の水質調査を行いました。調査内容：化学的

酸素要求量（ＣＯＤ）、硝酸態窒素（ＮＯ３
－）、リン酸（ＰＯ4

―３） 

今回の測定結果について、大村皖伸さんから、次のような感想を

いただきました。 ★源兵衛川は、いずれもきれいな川の値です。 

★大場川は、その時、上流で河川改修工事があったと思われます。 

★前回（６月）の測定に比し、値のばらつきの幅が狭く測定者の習

熟度の上がった様子が見て取れます。★源兵衛川の数値がきれいに

揃っているのは、水量が豊富だった 2020 年を表しているのかも知れ

 

  

ません。 
水質調査をしながら、三島の

水辺の生き物に会えることも、

魅力です。「水の都・三島」の

次回 2月の河川水質調査に、あ

なたも参加しませんか。詳細

は、事務局へお問い合わせを！
硝酸態窒素とリン酸の調査時に使用する判断用の標準色一覧      フヨウ 

伊豆箱根鉄道の電車が御殿川沿いを走る！  ヤマブキ   白滝公園の水神様の近くを通る。  白滝公園から桜川に注ぐ湧水

調査内容 
調査場所・気温・水温 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１．１．２１  ゆうすいＮＥＷＳ  Ｎｏ．６７  Ｐ．４

桜川の清掃 
・原則 毎月第１土曜日 9:00～ 
・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。 

「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/ 

三島ゆうすい会のホームページ 

源兵衛川の第 2、第 3 ゾーンと 
宮さんの川から、ヒロセパーク 
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 大村洋子 

・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 大村洋子 

・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 大村洋子 

 

定例活動のお知らせ 

★自由参加 
★雨天時は休み 

「身近な水環境の全国一斉調査」 
～笑顔でつなぐゆたかな水辺～ 

第 17 回 調査結果概要 ２０２０ 

     令和 3 年度第 30 回
     三島ゆうすい会総会 

協力：第 2 回大岡信さんお誕生月の催し

つなげるしつながるし

 
年度は、全国で 222 団体が参加しました。 

 調査の背景には、河川や水辺など、身近

な水環境の保全や修復に関する市民の意識

の高まりがあるようです。1980 年代の半ば

から、市民や学校の子供たちによる調査が

全国的に行われるようになりましたが、調

査方法などがまちまちだったので、全国の

状況が一目で分かりやすいように調査マニ

ュアルが作成され、現在に至っています。 

 2020 年 12 月 5 日発行の「第 17 回「身

近な水環境の全国一斉調査結果概要」（小

倉紀雄東京農工大学名誉教授が委員長を

務める全国水環境マップ実行委員会発

行、Ａ4サイズ 20 ページ）が届きました。

今回は一斉調査の活用事例紹介欄に、三

島ゆうすい会が取り上げられました。 

 17 回連続参加で結果報告をしている皆

勤賞の団体は、北海道から沖縄まで 78（個

人参加１を含む）ですが、静岡県では、

三島ゆうすい会 

だけです。また、 

上記以外に 2020 

（宗）伊豆国分寺 様 
ご寄付をいただき 

ありがとうございました。 

日 時：令和 3 年 3 月 6 日（土） 
★総 会 16：00～16：50（会員のみ）

★講演会 17：00～18：15 
（どなたでも、直接会場へ）

演題：「三島市少年少女発明クラブと私」

講師：堀之内 勝之さん

（三島市少年少女発明クラブ 

顧問兼指導員）
★会 場：Via701 

（1 階ホール） 
三島広小路駅より徒歩3 分
※ 三島ゆうすい会の年
会費（正会員 3,000 円）
も、総会時にお支払いが
可能です。※交流会はコ
ロナ禍のため開催しま
せん。ご了承ください。 

 「ことばのたね実行委員会」が主催の三島

市から受託したこの事業を、三島ゆうすい会

も協力。ゲスト参加は、大岡信さんと親交の

あった詩人の谷川俊太郎さん。地域の中高校

生の参加もかなりあって、心を通わせること

ばリレーが成果をあげたようです。募集：令

和 2年 11 月の 1カ月、「ことばリレー」実施

期間：12 月の 1カ月、催し開催予定：令和 3

年 2 月 23 日、三島市民文化会館の大会議室

予告


