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大村洋子会長出席・三島市主催
市制施行 80 周年記念式典

塚田冷子名誉会長の
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
令和 3(2021)年 11 月
18 日、塚田冷子名誉会
長が急逝されました。三島
ゆうすい会一同、ご冥福を
心よりお祈り申し上げます。
長い間、ともに楽しい時
を過ごしてまいりました。
塚田冷子名誉会長の
湧水への深い思いを受け
継ぎ、三島ゆうすい会の
活動の発展・継続に尽力
したいと思います。 合掌

11 月 3 日、三島市制施
行 80 周年記念式典が三島
市民文化会館大ホールで
開催されました。招待状を
受け取った大村洋子会長
が会を代表して出席。
「三島市 80 年のあゆみ」
が映像で紹介され、「つな
がりを力に変える、共創
のまちへ」という三島市の目指すところも語られました。また、市政功労表彰や、感謝状贈呈も行われました。三島
ゆうすい会と関係の深い諸団体も含まれており、それぞれの更なるご活躍を期待します。
会場では、映像と音楽で、
『三島市歌』
（大岡博作詞、堀内敬三作曲）、
『三島行進曲』
（穂積忠作詞、明本京靜作曲）
が披露され、三島ゆうすい会として、大変興味深い映像も数多くありました。大岡博さんは短歌雑誌『菩提樹』を創
設した歌人で、三島ゆうすい会
三島市歌（三島町歌）
元名誉顧問の大岡信さんの父
です。三島市立公園楽寿園に 一、天つ日の輝く宮居
富士が根をそがひに負ひて
は、大岡博さんの歌碑もありま
真清水のほとりに立てり
すので、訪ねてみてはいかがで
あゝ我らが守り 我らが鎮
しょう。
二、たちならぶ 伊豆の山々
なみ
ほ
碧なす泉のあたり
浪の秀に裾洗はせて大き月
古の文化つどひぬ
あゝ国府のあとぞ我らが郷里

ゆらりゆらりと遊ぶがごとし

三、青雲の空の真下に
うち建てむ我らが都
永遠に 栄えむ都
あゝ麗しの街 我らが三島

２０２２．１．２０

ゆうすいＮＥＷＳ

Ｎｏ．７０

Ｐ．２

三島ゆうすい会独自に継続！「身近な水環境の水質調査」
10 月 3 日（日）8：30 に、いず
み橋西側広場に集合し、街中班、
大場川班、それぞれ出発しました。
・街中班：大村洋子 大村皖伸
小松幸子 青木利治 福田淑子
・大場川班：宇水 勉 西川勝美
岩田重理
大場川班の車提供と運転は、岩
田さんが担当。好天で、雪のない
夏富士の姿が、各所で見えました。
調査時間は、街中班（4 カ所）8：45～10：40、大場川班（3 カ所）8：55～10：15 でした。
調査内容
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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

現地気温

現地水温

源兵衛川芝橋付近
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▲測定した数値は、いずれも良好で、源兵衛川、御殿川、桜川、大場川での水質調査結果に問題はありませんでした。

▲昨年同様、散策路水没の源兵衛川上流

▲すぐ傍には三島市の「注意喚起」▲たっぷりの湧水量で、満足そうに遊泳のカルガモ

▼ツユクサ

▲水の苑緑地は水辺に降りる人が大変

▲御殿川通学橋付近を電車が何度も

▲青木橋の下流では、水量が多く、水がき
れい。暑い日で日影が欲しいほどでした。

▲足元まで湧水いっぱいの足水場

▲じゅらくばし

▲採水場所が東レの冷却水の吹き出し ▲大場川に合流する山田川で見られた少し
口に近い所で、水量も多く水がきれい。 の濁りは、調査場所までは来ませんでした。
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「七草のつどい」、多くの方々のご協力により、願いを込めて開催
1 月 6 日の朝 8 時、源兵衛川の最上流部「いずみ橋」付近
に集合して、2 台（岩田重理、西川勝美）の車に 3 名（大村
洋子、小松幸子、宇水勉）が乗り、内藤秀一さんの七草作業
所へ出発。内藤さんから参加者のためにと、たくさんの春の
七草をいただきました。今回も、新型コロナイウルス感染症
対策のため、七草粥は出さず、七草をお土産にします。
10 時からの西防災センター
での袋詰め作業には、3 名（山
﨑芳子、福田淑子、大村皖伸）
が加わり、約 120 袋を完成させ
ました。終了間近、雪が降り始
め、びっくりしました。市内で
雪が積もった所もありました。
快晴となった 1 月 7 日は、準備を 9 時半から開
始。会場の伊豆国分寺の小林賢光住職に、昨年の
七草のつどいのお礼を申し上げている時、後方に
は青空にくっきりと雪の富士山が見えました。

七草の運搬や会場準備（左より大村皖伸、西川勝美、宇水勉、大村
洋子、小松幸子、青木利治、福田淑子、秋山峰治）早朝（岩田重理）

大村洋子会長 伊丹雅治県議 佐野淳祥市議 石井真人市議 秋山峰治相談役 小松幸子副会長

「七草のつど
い」は大村洋子
会長の挨拶で開
始。司会は、秋
山峰治相談役。
大村会長のこれまでの経緯や春の七草
の説明、来賓（伊丹雅治県議、佐野淳祥
市議、石井真人市議）の挨拶、『七草粥』
の歌に合わせての七草の行事紹介、わら
べ唄や『水よ輝け』などの歌唱（青木不
二子先生が主宰のコールロベリアの皆さ
ん、長山なな子さん）や二胡演奏（高媛
媛先生とお弟子さん）が続きました。多
くの方々への御礼と来年の再会を約束し
ての閉会のことばは、小松幸子副会長。
 90 代になってもお元気な庄司峯子さん
（左）に「聞きたい曲目があったらリクエス
トしてね」と声掛けする青木不二子先生。

長山なな子さん
の美声が響く

「♪七草なずな 唐土の鳥が 日本の国へ 渡らぬ先に 合わせて バ
ッタバタ バッタバタ♪」「♪七草なずな なずなのかいは 尊いかいよ
尊い神に 供えるかいよ♪」わらべ唄にあわせて、トントントン。
開始時に、参加者へ「健康チェック表」（体温や体調について尋ね、
氏名、住所、電話を記入してもらう）と印刷物（「七草粥のはなし」「七草
の効能」「七草粥の作り方」歌詞や楽譜）を配布し、帰りには、七草入り
の袋をお渡しするという多忙だった受付。会場は、穏やかな雰囲気に包ま
れ、和やかな気分に浸っているうちに、終了の 12 時半となりました。
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名誉顧問・藤田弓子さんの応援観劇

予告

第 3 回「大岡信さんの
お誕生月の催し」

時：2 月 5 日（土）13：30～14：30
場：三島市民文化会館大会議室
容：作成したガイドブックをもとに、
三島生まれの詩人・大岡信を紹介。
ナビゲーター：中村童子（元大岡信ことば館学芸員）
主 催：三島市 教育委員会
ことばのたね実行委員会
協 力：三島ゆうすい会
日
会
内

開演前に近くの席の関係者を撮影・・・

予告
10 月 30 日（土）に、女優・藤田弓子さんが
座長を務める「劇団いず夢」の第 30 回定期公
演が開催されました。約 1 年半ぶりとのこと
で、藤田さんはとても張り切っていらっしゃ
いました。小松幸子副会長もチラシを増刷し、
皆で手分けして観劇のお誘いをしました。
当日は、大村洋子会長ほか、多数が時代劇
▲藤田弓子さん
場に駆けつけ、楽しみました。
題して、『令和版 与話情ない浮名横櫛』。脚本は、藤田さん
のご主人の河野洋さん。陽気で元気なスーパー婆ちゃん・山縣
とめ役が藤田弓子さん。コロナ禍で、稽古は皆がマスク着用。
時には、オンライン稽古もされた由。会場からは、劇団の皆さ
んに、心のこもった温かな拍手が大きく響いていました。

三島ゆうすい会のホームページ

令和 4 年度第 31 回
三島ゆうすい会総会

時：3 月 5 日（土）
総 会 16：00～16：50（会員のみ）
講演会 17：00～18：15（どなたでもどうぞ）
会 場：Via701 1 階ホール
※年会費（正会員 3,000 円）もお支払い可能。
※講師等、詳細は後日、別途ご連絡します。
日

御

礼

山岡修一様 伊豆国分寺様 阪野光夫様
大村洋子様 小松幸子様 青木利治様
岩田重理様 福田淑子様 大村皖伸様
西川勝美様 小田りつ様
「三島ゆうすい会 30 周年記念誌」発行
や当会の活動のために、ご寄付をいただき
まして、誠にありがとうございました。

「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/

定例活動のお知らせ
★自由参加
★雨天中止

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
「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 9:00～
・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。
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。

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 00840-4-118192
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

