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グラウンドワークとは・・・・・・・
市民・企業・行政がパートナーシップをとりながら、地域の環境改善などを行う活動です。あなたもぜひ活動にご参加ください。
（文中グラウンドワークをＧＷと表記することがあります。）

ＧＷ三島の緒明實理事長との和やかタイム
温厚でダンディーな紳士・緒明實理事長の誕生日は、1 月 25 日。ＧＷ三
島は、心をこめて素敵な花束を贈呈した。それにさきがけ、三島市立公園
楽寿園に隣接する閑静な緒明邸に理事長を訪ね、編集室メンバーは和やか
なひとときを過ごさせていただいた。
「ＧＷ三島のみんなは、本当に一生懸
命やっている。ジャンボ（ＧＷ三島渡辺豊博事務局長）もよくやっている
よ」と、嬉しいお言葉でスタート。
「なんでも聞いて」
湧き水の豊富だった時代には、近所の子供たちが塀の下をくぐって自由
緒明實理事長
に小浜池に入ってきて、ミシマバイカモなども、問題にならないくらいたっぷりとあったそうだ。
「女
房は、昔、小浜池で泳いだことがあって、その写真もあるはずだけど・・・」。
（※明治時代に小松宮彰仁親王の別邸だ
った楽寿園は、李王朝の最後の皇太子夫妻が住まわれた後、売りに出されたが、東海の名園が分割売却されるのを見る
のは忍びないと緒明家が一括購入。その後、一部分が三島市立公園楽寿園となり、現在に至る）
「三島の市民活動は、しっかり根付いているね」と緒明理事長。大学時代に経済学
を専攻されたという理事長は、人に会うためにと、三島ロータリークラブの集まりに
毎週出席するよう心がけているそうだ。甘いものも好きで、日本酒も好き。毎日冷酒
1 合ちょっとを飲む。
「2 合以上は飲まない」ときっぱり。早寝で、たっぷり睡眠をと
り、ゆっくり起床。つい最近まで、広い森から狸も現れたという。そうこうしている
うちに、窓辺に可愛い猫が人懐っこそうに寄ってきた。緒明理事長を慕うのは、私た
ちだけではなさそうだ。
「いつでも来て、なんでも聞いてちょうだい」と、気さくな
緒明實理事長へのインタビュー
お言葉に見送られた。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
「三島街中カフェ」オープン！

ＧＷ三島でワンコイン講座

2009 年 11 月 21 日、街中のにぎわい発信・交流拠点と
して、白滝公園南側に「三島街中カフェ」をオープン。
炒りたて・挽きたてのコーヒーをセルフサービスで味わ
える。金曜日、土曜日、日曜日には、三島の新鮮でエコ
に配慮した野菜が並ぶ。ワンコイン
の英会話やパソコン講座など、楽し
い企画が盛りだくさん。
カフェには大きな水槽が設置され
ており、中には、源兵衛川に生息し
ている貴重な生物がおり、ヨシノボ
野菜販売は 9：00 から
リやアブラハヤなどを間近で観察す
ることが出来る。ちょっと
一服、コーヒーを飲みなが
らの生き物観察で「リラッ
クスタイム」をいかが。
街中カフェでは、この他
にもいろいろな活動が始ま
っている。

ＧＷ三島では、
昨年 9 月、
英国ＧＷ・ブラックカント
リーへ学生を伴いスタディ
ーツアーに出かけた時、大
半の学生が入国手続きに
分からないことはその場で
戸惑った。せめて手続きく
らいは１人でもできるようにと思って始めたのが、この
ワンコイン英会話講座だ。1 回 1 時間ワンコイン（500 円）
で、12 月 1 日～3 月 16 日の全 8 回で始めた。受講生は、
ＧＷ三島主任研究員の松田徳子さんを講師に賑やかに勉
強している。希望者が殺到したために、グローバル文化
交流協会事務局メンバーの協力により、さらに 4 クラス
を追加し、14:30～15:30 に街中カフェにて開催。講師は
火曜日:水野幾子さん、水曜日:魚谷淑子さん、木曜日:水
島路子さん、金曜日:ウエリングスあきこさん。
パソコン初心者講座も、グローバル文化交流協会事務
局メンバーの西川勝美さんを講師に、アシスタント小松
幸子さんの協力のもと、こちらは 1 回 1 時間半でワンコ
イン。1 月 13 日～2 月 17 日毎週水曜日の全 6 回を、10:15
～11：45 と 12：45～14：15 の 2
回。（同じ内容）
。同様に、2 月 24
日～3 月 31 日の全 6 回の「デジカ
メ写真の加工と整理等」が始まっ
ている。各自ノートパソコン持参

街中カフェ水族館
（源兵衛川の生き物）

が原則だが借りることもできる。

来賓の方々と共にテープカット

街中カフェのオープン時間 10：00～16：00 月曜日定休

みなさん、一生懸命
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ＧＷ三島では若者を対象に、実践地をフィールドとした「三島グリーン・ジョブ研修」
を行った。 ①「環境再生コース」まちづくり環境保全 ②「箱根西麓再生コース」環
境コミュニティビジネスと農業技術、マーケティングマネジメントなど、座学と実習を
組み合わせた研修は、交流や生きた学びの場となった。
（研修生の写真は 50 音順）
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竹あかりで冬の夜を演出
2 月 13 日、ＧＷ三島では「せせらぎシニア元気工房」
のメンバーと三島グリーン・ジョブ研修生たちの手作り
で、放置竹林の青竹を活用したイベ
ント「竹あかり」を開催した。青竹
に透かし彫りを施した竹あかり 150
個に、キャンドル
を灯すという幻想
的な演出で、三石
神社境内や源兵衛
川の中にも設置し、
竹筒をとおしてゆ
らめく優しい灯り
は、凛とした冬の
夜に映えた。
東レ建設(株)様より寄付目録の授与式
東レ建設(株)様による
「水の都・三島」の環境
保全活動の一環として、
こ の た びＧ Ｗ 三島 に ご
支 援 を いた だ くこ と に
なり、目録の授与式が行
われた。目録内容は、鏡池ミニ公園の新看板とベンチ、
三島湧水マップの増刷、ホームページ上のワンクリック
募金。鏡池の作業を中心となって行っている、地域の岩
田重理さんが代表して受け取った。
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沢地グローバルガーデンに丸太看板設置
11 月 8 日、
グローバル文
化交流協会
（ＧＩＡ）の
沢地グローバ
ルガーデンで、
グリーン・ジ
ョブの
若者たち、インストラ
クター、地域の方々、
ＧＩＡ関係者、ＧＷ三
島事務局ほかが、ガー
デン整備と共に、丸太
看板 3 本を設置し
た。これらは、近
くにある臨済宗妙
心寺派龍澤寺のヒノキの間伐材を生か
し､｢遊水匠の会」が 2 カ月かけて手作
りしたもの｡樹齢 70 年から 100 年のヒ
ノキに、手作り銅板の笠付きは見事。
安室弘治さん、小浜修一郎さん、上
村勝美さん、広川敏雄さん、江上泰
さんたち、ありがとうございました。
ＧＩＡからは疲れを癒すおやつの山。
2 月 13 日には、通路の杭打ちとロ
ープ掛けの作業をし、サクラソウや
ノースポールなど春の花を植えた。

けやき

欅 せり出す 桜川

「桜川を愛する会」では、毎月第１土曜日を白滝公園、桜川の清掃日
と決め、作業を行っている。富士山に雪が降る季節になると白滝公園と
菰池公園の湧水が止まり、桜川の水の流れが少なくなり川底があらわに
なる。特に 11～12 月は、白滝公園のケヤキの落葉で川一面が覆われ､年
間で清掃に一番手間取るため月 2 回の清掃日を設けている。この時期の
清掃日には、川底に集積した落葉を集め土嚢袋（160 袋分）に入れ、岸
に積み上げる作業を行ってきた。近年では、泉ライオンズクラブ、三島
欅の下で秋の清掃作業
ライオンズクラブ、小さな親切運動、三島市役所土木課等の応援があり、
2 時間程度で桜川をきれいにすることができる。
「桜川を愛する会」の願いは、元のように湧水が復活することだ。
それまで、休むことなく清掃作業を続ける。
「桜川を愛する会」会長
中西 康徳
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住 民 と 地 域
グラウンドワーク三島シニア・アドバイザー

ロビン・ヘンショウ

グラウンドワーク（以下ＧＷ）とは、元来「住民と地域」
にとって不可欠なもので、人々が住んでいる地域と自然環境
との関わりを理解し、喜んでそこに暮らせるよう手助けして
います。つまりＧＷは、住民が地域環境に配慮し、その機能
を高めながら地球環境の一部であると理解するよう指導し
ているのです。
「住民と地域」の分野は、私の人生におけるテーマです。
文化的風景の研究を専攻していた英米の 3 つの大学では地
理学者として、次に教師やレクレーション・プランナー、観
光マネージャーなどを経て、その後の 25 年間は、英米や日
本のＧＷの発展に貢献してきました。私は地図を読んだり、
風景を解釈したり、人々が生計のためになぜその場所に農業
や工業等を発展させたのかを研究するのが好きです。地域の
歴史を学び、人々が地域との関わりについて話すのを聞くの
が好きです。世界のどこへ行っても、住民と地域との関係を
理解することは、大きな満足に繋がります。
また、ＧＷ三島シニア・アドバイザーであることを誇りに
思っています。20 年以上、ＧＷトラストとその委員会メン
バー、そして渡辺豊博教授と密接な関係を続けてきました。
三島を 4 回訪れ、英国ではＧＷに興味を持つ日本人グループ
を 20 回以上お世話してきました。このような経験は私の人
生を大変豊かにし、ＧＷ三島の一員となる機会を与えられた
ことを大変誇りに感じています。
ＧＷ三島は英国ＧＷの最も良い部分を取り入れ、日本の状
況に合わせて活動しています。地域の学校と模範的なプログ
ラムを作ったり、企業へ働きかけ、多くの大学生たちに環境
の重要性を認識することに関わってもらい、昔ながらの風景
を保存したり、様々な方法で地域と地球的環境とをうまく結
合させてきました。一見共通性のないプログラムをも、首尾
一貫したＧＷ運動に集約してきました。そのことが日本政府
の構想をとらえたのでしょう。ＧＷ三島は日本人の生活に大
きな影響を与えてきていると信じます。
特にＧＷ三島の学生への就職紹介プログラムには感銘を
受けています。私も英国で似たようなプログラムを発展させ
1500 人以上もの職のない卒業学生たちに、ボランティアと
してＧＷ活動へ参加してもらいました。このことは大成功で
した。やがてプロレベルの職業に就き、ＧＷトラストの労働
力を拡大させたのです。彼らは老いも若きも巻き込み、地域
社会と密接に関わり合い、地域環境に多くの影響を与えるよ
うになりました。まさに行動による「住民と地域」です。再
生を最も必要とする地域でさえ、その地域の環境は魅力的で、
知れば知るほどその価値が素晴らしくなるのだということ
を強調したいのです。

平成 5 年（1993）5 月、三島から初めて英国ＧＷ視察研修に行き、
ロビン・ヘンショウさん（前列左から 2 人目）たちと記念植樹した
ときの写真で、今回ヘンショウさんから添付送信されてきました。

ＧＷは、1970 年代末の英国政府の田園委員会に由来して
います。都会を取り巻く田園地域は貴重な資源で、国立公園
や遺産地域を訪れる人よりずっと多くの人に利用されてい
ることが認識されました。
最初にトラストが設立された 1980
年代初期に、ＧＷが初めて焦点を当てた場所もそういう所な
のです。この貴重な「都会の周辺地区」が大きな圧力をかけ
られていることを知り、そこを保護し強化する手助けに取り
組んだのです。インフラ強化、歩道の改良、新森林地帯の創
造、自然石で石垣や塀を作り農業を保護、新レクレーション
施設の開設、地方の自然保護強化など、私たちは農夫や地主
たちと共に作業し、彼らの特別な関心事を理解しようとしま
した。また町外れに建てられた公共住宅団地のグループとも
作業をし、市や政府機関とも密接に関わってきました。
また、地域の学校と活動することは、地域環境への理解と
尊敬の気持ちを発展させるのに最も実りが多いのです。しか
もその気持ちは、若者にとって一生続きます。学校や地域社
会と共に、険しい谷間や水に浸かり易い平地の非生産的な場
所や荒地に「地域自然公園」を作りました。ボランティア、
学生、地域グループ、実習生、スポンサー、地主等は、すべ
て自分たちが風景を形作り、それを維持していく役目がある
と自覚しています。散歩の年配者、探検遊びの子ども、野鳥
観察の人々、魅力的な新風景を眺める住民などは皆、自分た
ちも関わっていると認識しています。彼らは皆、地域の環境
を我が物にしてしまったのです。私たちＧＷの事業は文化的
風景の一部となり、そのことが知らぬ間に地域の人口形成に
役立ってきたのです。地域企業や宅地造成者たちと共に行う
ＧＷの仕事は、地域をくまなく再生させ、英国でも日本でも、
地域環境と地域社会を形作り、住民と地域との関係を魅力的
で健康的なものにする手助けであると力説出来るのです。

【ロビン・ヘンショウさんの略歴】

ロビン・ ヘンショウ夫妻
が、沢地グローバルガーデン
に植えたクレマチスは、毎年
美しい花を咲かせている。

1950年生まれ。教職、観光、都市計画などのキャリアを経て、英国におけるＧＷ創設に携わ
った後、1983年には、ＧＷオールダム＆ロッチデールを立ち上げて、所長に就任した。その後、
ＧＷオールダム＆ロッチデールは、数あるＧＷの中でも、最も規模が大きく、また最も効率が
いいと呼ばれる団体に成長し、160人の有給職員を抱えた他、一部手当付きの研修プログラム
などを有し、年間の事業規模は460万ポンド（約8億6千万円）にも達した。英国政府は、地域
における戦略的パートナーシップを、地域再生の要ととらえるようになり、ヘンショウ博士は、
同分野で広く名を知られるようになった。特に、大卒者の就業支援としてのボランティア･プ
ロジェクト・アシスタント（ＶＰＡ）プログラムは、めざましい効果を上げ、国際的にも知名
度の高い研修プログラムとなった。
ヘンショウ博士は、18年前より日本のＧＷとの関係強化に乗り出した他、米国におけるＧＷ
の立ち上げにも奔走した。またヘンショウ博士は、警察判事と治安判事を務めている。これら
の功績により、2007年にはバッキンガム宮殿にて、エリザベス女王より大英帝国勲章（Order of
the British Empire）を授与された。
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松毛川・子どもグリーンクラブ
11 月 28 日、富士山もくっきり見え、秋晴れの松毛川で、ＧＷ三島のインストラ
クター・鈴木正之さんの指導のもとに「秋の河畔林の観察会」と「植林体験」を実
施した。三島近郊から親子連れなど 9 人が参加。小学生の 1 人は「ゴムボートでの
観察が楽しかった」、一緒に乗ったお母さんは「初めてカワセミが飛んでいるのを
見ました」と嬉しそうに話した。
12 月 19 日、植林活動を行った。氷が張るほどの寒さであったが、親子連れや地
域の人たち、三島南高のサイエンス部、都留文科大学生、立教大学セカンドステー
ジ(シニア世代の「学びの場」)のメンバーなど、46
松毛川で植林後は野鳥観察も
人は手際よく作業を行った。
この日は、ケヤキやムク、ヤブツバキ、クロガネモチなど 15 種類、200 本を約 50ｍに
わたって植えた。参加した小学生は「植えた木が大きく育つといいなぁ。木に名札を付
けたいな」と話した。高校生や大学生たちは「普段はできない貴重な体験だ。川の水が
きれいで、びっくりした」と話していた。ＧＷ三島の植物専門家・菅原久夫さんから河
畔林の大切さを聞いた参加者は「この活動を広めていきたい」と語った。2 月 20 日にも
「僕の木、はやく大きくなぁれ」
植林活動や野鳥観察会を実施。

境川・清住緑地で収穫祭

鎮 守 の 森 探 検 隊

12 月 5 日、境川・清住緑地内
の田んぼで恒例の収穫祭を行
った。三島市立西小学校の子ど
もたちと境川・清住緑地愛護会
や地域の人たちが集まり、10 月
に刈り取ったもち米で餅つき
をし、収穫の喜びを味わった。
95 人の参加者が楽しい時間を
過ごした。

今年度最終(10 回)を迎えた「鎮守の森探検隊｣は、1 月
30 日に午前と午後の 2 部構成で行った。午前は、ＧＷ三
島の鳥類専門家・滝道雄さんの指導で松毛川の河畔林で
野鳥観察を行い、カワセミ、モズなど 23 種類の野鳥を見
ることができた。空中で羽をバタつかせながら滞空し、
獲物を狙うホバリングという珍しい行動も観察できた。
歓声があがると鳥が逃げてしまうため、息を潜めている
のが大変なほどだった。
午後は、三島市
「お餅おいしいかな？」
民 活動 セン ター
で 記念 品作 りを
地球温暖化防止の授業・そよかぜ学習
行った。ＧＷ三島
の 水生 生物 専門
1 月 28 日、三島市立山田小学校 5 年生の総合学習で静
家・加須屋真さん
岡県地球温暖化防止活動推進員、三島市ストップ温暖化
作品が完成してみんな満足
と富士常葉大学
推進員でもある小松幸子ＧＷ三島理事が授業を行った。
の自然体験活動研究会の学生と一緒に、観察会で集めた
「環境を大切にしよう」をテーマに、映像やテキスト
素材を使って、みんな一生懸命に思い思いの作品を完成
を使って、地球温暖化の現在のようす、二酸化炭素の問
した。
題などについて学んだ。
参加者は、三島周辺の自然について学び、環境を守り
また、約 100 名の児
育てていく大切さを改めて感じたようだった。
童たちが 10 チームに分
かれ協力しながら「バ
土屋一樹さん おめでとう！
イリンガル環境かる
た」を行い、「地球温
暖化防止のために自分
たちにできること」についてみんなで考えた。
自分自身が取り組んでいこうとする「ちょいエコ宣言」
には、もったいないと思う気持ちや地球を守りたいとい
う考えから今までやってきたことに加えて、さらに身近
にできることを書いた。★ポイ捨てをしない★ゴミの仕
分けをする★食べ物は全部食べきる★水を出しっぱなし
にしない★電気をこまめに消す★エアコンの温度を決め
る★近場には自転車や歩いて行くようにする★買い物に
はエコバッグを持っていく★学校で使う鉛筆や消しゴム、
ノートは全部使いきるなど、環境について再認識したよ
うだった。
そよかぜ学習は、三島市教育委員会から依頼を受け、
これまで三島市内の 10 校でＧＷ三島関係者が講師となり、
環境教育の手伝いをしている。
チームに分かれて、かるたとり
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三島市立北上小学校 6 年生
の土屋一樹さんが、東京電力主
催・第 15 回サイエンスグラン
プリに「ミシマバイカモの研究
パートⅢ ３年間の研究まと
め」を応募し、「全国小学校理
科研究協議会サイエンス賞(静
岡県地区小学生の部)を、12 月
12 日に受賞した。
「受賞できてよかった！」
ＧＷ三島で行った源兵衛川の
観察会に参加し、ミシマバイカモに興味を持ったことが
きっかけとなり、4 年生からフィールドワークや実験を通
してミシマバイカモの研究を行ってきた。一樹さんは「き
れいな湧水が流れ、ミシマバイカモがあふれる街にして
いきたいという大きな目標があり、そのために、この研
究をこれからも続けていきたい」と語った。

かつみ
が
く

神奈川県生まれで千葉県、群馬県で育つ。
現在は三島市芙蓉台に住んでいる。修学旅
行で箱根に来た時、白銀に輝く雄大な富士
山を初めて見て感激。それが後に三島に住
む決め手となった。
定年間近の 10 年前、ＧＷ三島で水について学び、三島の街
は、富士山からの湧水が市内を縦横に巡り、大昔から人々の
生活や農業に恵みをもたらしてきたことを知った。未来をも
展望し、環境問題に取り組むＧＷ三島の活動に共鳴し、水が
あっての三島のためと入会。早速、源兵衛川の川掃除に取り
組んだ。
「この水路を保全し利用すれば、流れる水はヒート・
アイランド化を緩和して、街中を涼しくするでしょう」と話
す。現在はせせらぎシニア元気工房を基点に、水車作り、木
竹加工、そば打ちなど様々な活動に取り組んでいる。仲間と
制作し、楽寿園に設置していた富士山水車（直径 3,776 ㎜）
と、三島ゆうすい会のイメージソングでもある「水車（みず
ぐるま）
」の作詞を手がけたことは良い思い出。
好きな言葉は「住めば都、人間到る処に青山あり」
。
ビデオ「わが街三島」のことが一
段落したある日、見知らぬ男から突
然長い電話をもらった。沼津東校の
後輩で三島っ子。現在は県庁職員で
三島の水の枯渇汚染問題について色
色と思案している者だが、新聞でビ
デオの件を知った。是非一度会って
はもらえないかという、若い柔らか
い声だった。ジャンボこと渡辺豊博
との出会いだった。
初対面がどこだったか忘れた。唯
彼が源兵衛川をモデルにした親水公
園の予想図を拡げ一方的に熱っぽく
語ったことは忘れない。その構想を
行政の担当者と話し合い、ある程度
まできているのだが、その先は進ま
ず困っていることを知らされた。
情熱的に語る彼の前で私は二十歳
という年齢差に、かつて「三島市民
サロン」に夢中だった自分たちのこ
とを想い出していた。一緒にとにか
くやってみようと。そこで「三島市
民サロン」の残党渡辺和信、山岡修
一、小野徹君に声をかけ「さくらい
とんかつ店」で初会合を持った。平
成三年六月のこと。
すぐに「三島ゆうすい会」と名づ
け、会則、役員、会費などを考慮、
設立総会までもっていこうと決め
た。三十名ほどの発起人を挙げてみ
たが会長を何方にお願いするかが問
題だった。楽寿園の地主でもある緒
明實氏を想い起こし、三田会で親し
い和信君に頼み「元寿司」にご足労
を願い無理矢理会長に就任して頂い
た。加えて名誉顧問に大岡信氏。設
立総会は平成三年九月。
副会長に藤沢孝、塚田冷子、川村
宮崎県延岡市出身。独身時代を過
ごした京都が第２の故郷。現在は三
島市南二日町に住んでいる。
ＧＷ三島参加のきっかけは、平成
17 年に「せせらぎシニア元気工房」
募集のチラシを見たこと。ボランティア活動に興味が
あり、少しでも役に立つことはないかとの思いで参加
した。今ではそば作りと工房での作業を楽しんでい
る。三島梅花藻の里の竹垣も徐々に作り直していきた
いと思っている。
身体を動かすことが好きで、趣味もハイキング、テ
ニス、サッカー、絵画、陶芸、家庭菜園、造園等々大
変幅広い。特に絵画では 2009 年、パサディナ美術大
賞と三島市展奨励賞を受賞した。アイデアは工房で制
作したいろいろな子供玩具等に発揮されている。
誰もが趣味を生かし、気軽に参加できる体験道場
（そば、パン、竹細工、手芸、陶芸など）を工房に作
ることができたらおもしろいと考えている。

勝美さん

かみむら
たか お

上村

住めば都、人間到る処に
公雄さん

久峩

いずれは体験道場を

博一、顧問に矢田部正巳他、相談役
平成七年一月十七日、突如として
に杉山恵一、進士五十八、千賀祐太 阪神大震災が起こった。「三島ゆうす
郎、中尾勇、六波羅昭他、監査に山 い会」は「ＧＷ三島実行委員会」と
口厚、各部長に小野徹、山岡修一、 共に、三島の水と豚汁を被災地へ届
秋山峰治、藤巻哲雄、事務局長に渡 けることにした。その時ペットボト
辺豊博と計二十六名の役員でスター ル千五百本の調達が私の処に回って
トした。会報「ゆうすい」の題字は きた。関係していた 株( マ) キヤに聞
大岡氏。―「地下水のかん養と保全 くと各店一括しても数百本、千本以
対策の推進」―「水を活かした街づ 上だと数日はかかる。無料という訳
くり計画の提案と実行」―「源兵衛 にはいかない。そこで思い浮かべた
川高度利用事業の基本計画の実現へ のがアサヒ飲料 株( 佐) 野主税社長。
の推進」
。具体的目標はこの三つだっ 工場で天然水千五百本はすぐ出来る
た。
が、三島の水を入れるとなると簡単
にはいかない。ボトルはなんとかし
シリーズ三島源人
てやるが、衛生上のこともあるので
表示は「三島ゆうすい会」として責
『三島ゆうすい会 』
任を持ってくれと千五百本のペット
ボトルを届けてくれた。その直後、
ＧＷ三島 前副理事長
なかがわ
かずお
私が友人と飲んでいる店に事務局か
中川 和郎
ら、あと千本か二千本追加で貰って
ほしいと言ってきた。一寸考えさせ
三<島ゆうすい会 設> 立一周年総会 てくれと言った私に、スタッフの一
は平成四年十一月。名誉顧問大岡信 人が聞こえよがしに言った。「あんな
氏 、 三< 島 ホ タル の 会 会
>( 長 志村 肇 )ただみたいな物、二千本でも三千本
の名誉会長冨士眞奈美さんたちを招 でも変わりはないでしょう」
。多少の
き「水の都三島を語る」故郷対談を 気まずいやりとりの後で、佐野社長
開催。その他エネルギッシュな渡辺 は 全 て を 無 償 で 間 に 合 わ せ て く れ
事務局長を中心に、塚田冷子、小松 た。私はボランティアだからと言っ
幸子、小浜修一郎氏等の協力で視察 て何もかも許されると思い上った卑
研修、勉強会と様々な活動を展開し しいその男の言動を決して忘れない
た。平成六年六月「水と蛍のフェス だろう。三島の水と豚汁を積んで「三
ティバル」は「蛍と水と緑を詠む俳 島ゆうすい会」の支援活動は神戸で
句＆トーク」。ゲストに冨士眞奈美、 三日間展開された。
吉行和子、白石冬美、植村公女、小
（敬称略）
松方正、塩田丸男、石寒太、上田五
千石の諸氏。ゲストは多少代ったが
平成十年まで三回「俳句＆トーク」
は続いた。
№.8
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10 月 23 日シリアから

視察中にもさまざまな交流！

12 月 16 日トルコから

この素晴らしき三島市の、全ての市
民の皆様に対し、日本の友好国である
シリア国民から、心を込めて、ご成功
とご繁栄をお祈り申し上げます。
2009 年 10 月 23 日
ムハマッド・シャハダット
ヒクマット・ジャラァ
ラテブ・ラジェ
ムハマッド・アル・バーリ
スキルアップ研修中のＧＷ三島インストラクターと
源兵衛川で交流

アラビア語で一筆
三島水辺の文学碑の前で、米店店主が
昔の写真を見せながら交流
ＧＷ三島とシリアを訪問したことの
ある女性からメールがきました。

「シリアにも似た
花があるよ！」

ＧＷ三島インストラクター・
山口東司さんが手入れをして
いるミシマバイカモも視察

今、シリアです。梅花藻のこと
なのですが、アフガニスタンの知
人に聞いてみたところ、似た植物
があると言っていました。またそ
の人は以前イランに住んでいたの
ですが、
イランにもあるそうです。
このような遠い国にもあるなんて
不思議ですね。

腰切不動尊、腰切井戸も視察

塚田冷子三島ゆうすい会会長宅で、
ホタルの幼虫を見学

富士山を見ようと三島市民生涯学習センター
に行き、干支の置物を作っていた女性たちと
も交流

「中郷温水池」生き物救出大作戦
源兵衛川の生コンクリート流出から自然環境保護・再生に向けて
静岡県発注の共同溝設置の際に生コンが源兵衛川に流出したのは平成 19
年 12 月 21 日で、大量の生き物が死んだ。流出した生コンを人海戦術で取り
除き、12 月 29 日には現場から 500ｍ区間にわたり緊急水辺自然観察会を行
った。以後、源兵衛川環境モニタリング調査を行っている。
平成 21 年度の調査は 12 月で完了し、各委員に調査結果のとりまとめを依
頼している。今後は①検討委員で平成 21 年度の調査評価、3 年間の総括、
報告書の確認。②生き物観察ガイド・マニュアルの作成などに取り組んでいく。
平成 22 年 1 月 11 日源兵衛川の下流部にある中郷温水池の浚渫（しゅんせ
つ）工事に伴い、ＧＷ三島では、中郷温水池の貴重な水辺自然環境を守るた
め中郷温水池生き物救出大作戦に取り組んだ。中郷用水土地改良区と協力して、
池に生息している魚や水生生物を、
隣接する水路に一時的に救出・移動した。
生き物救出大作戦
当日は、近隣の小・中・高・大学生からシニアまで、総勢 100 名が参加し、午前 9 時から作業開始。水が抜かれた
池に入り、網でアブラハヤ、ウグイ、モツゴ、コイ、ゲンゴロウブナ(ヘラブナ)などを、泥んこになりながら歓声
をあげ救出した。普段はなかなか見られない中郷温水池のたくさんの生き物たちに触れ、笑顔での作業だった。
また、水生生物専門家の遠藤浩紀さん(長泉町立北中学校教諭)・
加須屋真さん(富士常葉大学非常勤講師)、魚類専門家の関川文俊
さん(富士常葉大学附属環境防災研究所研究員)たちと、当日救
出した魚や水生生物の生態調査と観察会を行なった。在来種を中心
に、約 4,300 個体が見られ、平成 8 年 12 月から 13 年ぶりの大作戦
となったが、ブラックバスなどの外来種が予想よりも少なかった。
アブラハヤ
中郷温水池は、多様な生き物を育む、貴重な「ため池」であると再
移動中のゲンゴロウブナ
認識した。中郷温水池にすむ代表的な魚と水生生物は「三島街中カフェ」で水槽展示中。
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そもそも、
「ミラノ風リゾット」で知られるように、北
No.3 イタリアは水稲の産地でもあるので、「スシ作りキッ
ト！」も売られているし、スシを握れると、
「オシャレ！」
海外事情 イタリア編 ③
ＧＷ三島 理事
小野 徹
と羨ましがられるともいわれる。
スローフードを見習おう
一方、ミラノ中どこを捜しても
「スローフード」運動は、イタリアから始まった。
ないのが「ミラノサンド」だ。
「ファストフード」的な考え方や、生き方を見直して、
日本のさるコーヒー専門店が軽
食事ぐらいはノンビリと、気の合った仲間と楽しもう―
食用に置いてあるのが「ミラノサ
―というのだから、イタリアから始まったのも当然と言
ンド」なので、本場のミラノでは、
えよう。
有名な「ミラノ風カツレツ」をパン
日本のコーヒー店の
「スローフード」運動の面白い
「ミラノサンド」の看板 にでも挟んだものかと思っていた
ところは、食にこだわるというこ
ら、そんなものはどこにもなくて、
とではなく、
「スローフード」的に
ミラノの名前にあやかった日本人
生きていこうというもので、決し
の勝手なネーミングだということ
て「ファストフード」の存在を否
がわかった。
パンにモツ煮をはさんだ
定するもので
また、ミラノに「ミラノサンド」
オーリオ・ピッカンテ
はないことだ。
（フィレンツェ）
がないのと同様にカン違いされる 薄くて大きい
それかあらぬか、昼食はゆっくりが
ミラノ風カツレツ（ミラノ）
のが「ナポリタン」だ。
国是？の筈のフィレンツェでは、モツ
こちらは、戦後、横浜のホテルの総料理長であった入
煮込をパンにはさんで食べる「オーリ
江茂忠氏が、西洋料理のパスタを、日本人の好みに合う
オ・ピッカンテ」が名物になっている
ようにアレンジしたトマトケチャップ味スパゲティ料理
し、
「ヘルシー」が売り物ということ
で、勿論ナポリには存在しない。
だから、ややニュアンスが違うが、ミ
これをどうして「ナポリタン」と名付けたのかは不明
ラノでは日本の元祖「ファストフード」であるスシが、
だが、それやこれやの疑念を、和気あいあい、ノンビリ
大ブームとなっている。
と語り合いながら食事をするというのが「スローフード」
現在、市内には 100 軒ものスシ
的な生き方と言うのかも知れない。
屋があると言われるし、勿論スー
――「心配性」で、
「ワーカホリック」の日本にも、い
パーの棚にも、スシが所狭しと並
つか、こうした「スローフード」を受け入れる日が来る
べられている。
のだろうかと、考え込んでしまう。
やや固めのリゾット（ミラノ）

過ぎゆく三島 いつまでも

その ３
だ ざ い おさむ

三島に心遺した太宰 治

太宰治（明治 42 年～昭和 23 年、1909～1948）小説家。青森県津軽生まれ。生誕 100 年を迎えた昨年（2009）は
漢字検定ならぬ「太宰治検定」まで出来たほどで、今なお人気作家である。昭和 9(1934)年、25 歳の夏、三島の坂
部武郎氏の 2 階の一室を借りて「ロマネスク」を執筆。それまで 3 度の自殺未遂をくり返した太宰は、その後も薬
物中毒に悩まされたが、この短編を井伏鱒二に｢詩情が底光りを発している｣と評され、執筆に自信を深めた。更に
昭和 13(1938)年には、三島を舞台の「満願」を発表。400 字詰原稿用紙でわずか 4 枚余りの小品だが、出来栄え、
作風の見事さ、心の内に秘めたあふれる思い。こ
の作品によって太宰は、新しい境地を開いたと言
える。そのころの三島は、富士山からの湧水がま
さにあふれんばかりのさまで、源兵衛川はじめ、
いく筋もの川が流れ、遮る物一つとて無い富士の
山と箱根連山とが一望できた。
「三島あたりに、ずっと住みたい」と思った彼
の脳裏には、三島は死の直前まで離れがたい地で
あったろう。とかく暗いイメージの太宰だが、三
島を舞台に書かれた作品には生きる明るさが感じ
られる。ところで、母に可愛がられなかった太宰
は、彼の小説「津軽」を借りて「お前に逢ひたく
て、逢えるかな、逢えないかな、とそればかり考
へて暮らしてゐた」と、それこそ久しぶりに再会
を果たした子守のタケに言わしめた。大地主だっ
た太宰の生家へ 13 歳で奉公したタケは、幼い太
宰を可愛がり深い影響を与える。この再会シーン
は彼の願望。
この碑は「三島 水辺の文学碑」通りの三嶋大社寄りにある
太宰こそ、愛をめぐる虚構の天才である。
－7－

過ぎゆく三島を未来に残すために、あな
たが撮った三島市内の風景や風物写真を
随時募集しています。ＧＷ三島の印刷物に
使わせていただくこともあります。

ＧＷ三島では、事業拡大につ
き、スタッフを募集します。
ＧＷ三島のホームページ
http://www.gwmishima.jp/

「募集・お知らせ」を参照し、
所定の登録用紙に記入の上、小
論文とあわせて事務局まで郵
送してください。
宛先:〒411-0855
静岡県三島市本町 7-30

『カルガモの親子』H19.夏
島崎禮次さん（三島市）が三島梅花藻の里で撮影

『あ、ラッキー！カワセミの親子？』H21.秋
秋山計人さん（三島市）が源兵衛川で撮影

ＮＰＯ法人グラウンドワーク三島

カナダからの観光客が
ＧＷ三島の活動に寄付

日本滞在の最終日に三島を
訪れたカナダ・バンクーバー
からの観光客が、ＧＷ三島の
活動に感動し、役立ててほし
いと寄付をしてくれた。英語
の感謝状をＥメールで送る
と、すぐにカナダから返信メ
ールも届いた。嬉しい出来事
だった。

～～～～～～
㈱フジコー様より寄付
レジャー・アミューズメン
ト会社のフジコー様より、社
会貢献活動の一環としてＧＷ
三島は寄付金の贈呈を受け
た。これは環境改善や、環境
教育の推進、松毛川の河畔林
再生活動等に活用させていた
だく。

三島市内の写真集

お知らせ
スタッフ雇用・希望登録制度

【投稿方法】
撮影者の氏名、住所、電話、撮影場所、撮影年月日、
一言添え、Ｅメールに添付してＧＷ三島事務局までお
寄せください。
E メール：mishimagw@ybb.ne.jp

ＧＷ三島活動記録 2009 年 11 月１日－2010 年 2 月 28 日
月 日 曜日
事業名
11 1 日 三島エコツアーインストラクター養成講座③
11 6 金 地方の元気再生事業
地方の元気再生事業
11 7 土
そばつくり隊・しずおか子育て応援隊
11 8 日 地方の元気再生事業
11 13 金 三島エコツアーインストラクター養成講座④
西富士環境フォーラム参加
11 14 土

内 容
講義：源兵衛川の水辺再生ドラマ
箱根西麓再生百姓楽校1-1講義：フードコーディネーション等
箱根西麓再生百姓楽校1-2三島そばの収穫・脱穀作業
「三島そば」の収穫・脱穀作業
箱根西麓再生百姓楽校1-3沢地ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ看板設置
講義：伊豆の火山
ふじのみや市民環境会議 梅花藻サミット
三島エコツアーインストラクター養成講座⑤ 講義：三島の昆虫たち
地方の元気再生事業
三島街中再生楽校2-1街中カフェオープンイベント
11 21 土
源兵衛川の生態系を守る研修会
源兵衛川環境再生へのプロセス ①：ＧＷとエコロジーアップ
地方の元気再生事業
三島街中再生楽校2-2 源兵衛川
11 22 日 源兵衛川の生態系を守る研修会
源兵衛川環境再生へのプロセス ②：川虫、鳥、植物調査
源兵衛川の生態系を守る研修会
まとめ・ワークショップ：源兵衛川の生態系を守るには？
三島街中再生楽校2-3
11 23 月 地方の元気再生事業
松毛川子どもグリーンクラブ
植林、自然観察会
11 25 水 農山漁村地域力発掘支援モデル事業 源兵衛川沿いの樹木の勉強会
インターンシップ（～27日）
三島北中：職業体験
秋の河畔林の観察会
11 28 土 松毛川子どもグリーンクラブ
三島商店街大学
文化講座②中川雄三さん
12 1 火 環境コミュニティ・ビジネス
竹あかり用竹の切り出し作業
12 4 金 地方の元気再生事業
箱根西麓再生百姓楽校2-1
地方の元気再生事業
箱根西麓再生百姓楽校2-2
12 5 土
境川・清住緑地愛護会
収穫祭：餅つき
12 6 日 地方の元気再生事業
箱根西麓再生百姓楽校2-3
12 18 金 地方の元気再生事業
三島街中再生楽校3-1
地方の元気再生事業
三島街中再生楽校3-2
12 19 土 松毛川子どもグリーンクラブ
植林、自然観察会
三島商店街大学・文化講座③
英国に学ぶまちづくり
12 20 日 地方の元気再生事業
三島街中再生楽校3-3
12 31 木 そばつくり隊
年越しそば打ち教室
1 9 土 地方の元気再生事業
箱根西麓再生百姓楽校3-1
地方の元気再生事業
箱根西麓再生百姓楽校3-2
1 10 日
そばつくり隊
三島そばお披露目試食会
地方の元気再生事業
箱根西麓再生百姓楽校3-3
1 11 月
中郷温水池
中郷温水池生きもの救出大作戦
1 17 日 境川・清住緑地
畦の補修
鎮守の森探検隊⑨
1 23 土
富士山雪原探偵団
腰切不動尊
1月例祭（読経）
1 28 木
そよかぜ学習
山田小5年：地球温暖化防止について
1 30 土 鎮守の森探検隊⑩
野鳥観察と探検隊成果発表会
2 12 金 地方の元気再生事業
（～14日）三島グリーン・ジョブ研修
2 13 土 農山漁村地域力発掘支援モデル事業 三島夜市（竹あかり、屋台）
2 19 金 地方の元気再生事業
（～21日）三島グリーン・ジョブ研修
2 20 土 松毛川子どもグリーンクラブ
野鳥観察会と植林
2 26 金 地方の元気再生事業
（～28日）三島グリーン・ジョブ研修

場 所
人数
Via701
14
三島市内
15
そば畑
10
そば畑
30
沢地ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ 20
Via701
25
富士宮市役所
11
Via701
18
三島市内
100
三島市内
11
三島市内
5
三島市内
23
源兵衛川
23
三島市内
5
松毛川
12
源兵衛川
12
GW三島事務局
4
松毛川
9
Via701
20
大場
13
三島市内
12
三島市内
12
境川・清住緑地
95
三島市内
12
三島市内
9
三島市内
10
松毛川
40
Via701
15
三島市内
10
Via701
40
三島市内
3
三島市内
6
Via701
37
三島市内
3
中郷温水池
80
境川・清住緑地
10
青木ヶ原樹海
19
腰切不動尊
10
山田小学校
105
松毛川・Via701
45
三島市内
9
三石神社
25
三島市内
5
松毛川
35
三島市内
6

日々の努力が実を結び

視察来訪者記録
月
11
11
11
11
12
12
1

日
5
11
22
29
16
23
18

1

25

1

27

2
2
2
2
2
2

2
15
17
22
23
27
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H21.11.1～H22.2.28

団 体 名
山梨市役所課長会研修
御殿場市環境市民懇話会
宜野湾市教育委員会文化課
ＢＢＳ連盟
JICAトルコ国農業農村開発プロジェクト
㈱レックス・インターナショナル
古利根川地域資源開発委員会
船橋小径の会
いわき市議会
東部地域支援局
阿蘇地域振興デザインセンター
（～3日）ふるさと水と土基金全国研修
小川地区区長会
熊谷市自治会連合会
瀬谷区まちづくり区民の会
茅野市環境自治会連合会
牧之原市榛原地区ボランティア連絡会

ＧＷ三島のインストラクター・山口東司さんは、毎日手入れを
している「源兵衛川中流部の三島梅花藻群生地」が平成 21 年度三
島市景観賞の優秀賞に選ばれ、2 月 1 日に賞状と楯を受け取った。
人数 地域
7
山梨
10
静岡
4
沖縄
30
静岡
6
トルコ
5
東京
15
埼玉
5
東京
12
福島
2
静岡
1
熊本
26
全国
27
埼玉
60
埼玉
50 神奈川
18
長野
25
静岡

楯を持つ山口東司さん
〈定例作業〉
三島梅花藻の里作業・・15 回
鏡池作業・・・・・・・ 4 回
源兵衛川作業・・・・・ 3 回
沢地グローバルガーデン 4 回

グラウンドワーク三島 編集室

〈定例会〉
インストラクター会議・ 4 回
スタッフ会議・・・・・ 4 回

ボランタリーニュース No.40 編集会議 11 回

岸野和子 城所徂帝 小松幸子 斎藤彩子 坂井良重 菅野京子 本田博子
前田充子 水野幾子 村澤 圭 山崎多紀子 (50 音順）（ＧＷ三島事務局担当：山田昭子）

