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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。

｢三島農村カフェ｣オープン

看板も完成して、準備ＯＫ！

3 月 22 日、川原ヶ谷（元山中）に「三島農村カ
フェ」をオープンした。「地方の元気再生事業」
であり農村に絞った交流・活動の中心となる。こ
れは「三島街中カフェ」に続くもので、そばつく
り隊や田舎で働き隊、農楽校等の拠点としての役
割が期待される。
「遊水匠の会」や地域の方たちの協力で改装さ
れた「三島農村カフェ」は農家から借り受け、か
つての納屋や牛舎やシメジ小屋だったとは思えな
い趣のある姿に変
わった。農作業の
疲れを癒したり、
人々が交流するに
は十分な場所がで
き上がった。

ＧＷ三島の事務局移転
好天に恵まれた 4 月 26 日、ＧＷ
三島は本町の Via701 から芝本町に
移転した。多くのインストラクタ
ーやボランティアが協力した。
「森とせせらぎのオフィス」を
テーマに「遊水匠の会」のメンバ
ーが中心となり、木の香漂う見事
テープカットも賑やかに
な手作りの内装の中で、新たにスタートした。
内閣府による｢地域社会雇用創造事業｣は、深刻化する就職難の
改善策の 1 つだ。企業対象を中心としたこれまでの制度から、環
境保全、育児、地域活性化などの公共的分野で実績を上げている
ＮＰＯにも、政府が資金
援助することとなった。
ＧＷ三島がその事業主体
の 1 つに選ばれ、雇用の
担い手として、新たな取
り組みが始まった。
具体的には、ＮＰＯと
行政との連携の中で地域
再生などに更に成果をあ
げていくことが、このプ
ロジェクトでのＧＷ三島
ロゴマークのボードは、張り板を再生
の大きな役割だ。

打ちたてのそばに舌鼓み

英国ＧＷのロビン・ヘンショウ夫妻が植えた
5 株のクレマチスなど多くの花が、今年も「沢
地グローバルガーデン」（出会いの自然ガーデン)
に美しく咲き揃い、地域でもお花見ツアーが。

クレマチスの支柱立てに
汗を流す斎藤昇・彩子夫妻

森昭夫さん
（写真）を中心
とした東壱町田
の人たちで、い
つも手入れされ
ている「みどり
野ふれあいの園」

定例作業では、道行
く人とも楽しい交流

秋 11 月の球根類の植え付けには、
ＧＷ三島のインストラクターや大学生
などの協力があった。春 4 月には、そ
れらが、各コーナーできれいに咲いた。
ピンクの
クレマチス
の大輪が華
やかに彩る

秋から春
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第４回国際バイカモサミット in 江華島

韓国江華島にて「第 4 回国際バイカモサミット」が開催された。ＧＷ三島
からは 22 名が参加した。参加国は、韓国、日本、中国だった。

2007 年 2 月にＧＷ三島が開催した
「第１回日韓国際バイカモサミット」
で、
「日韓バイカモ保全ネットワーク」
が設立されて以来、国際的な交流が続
いている。
かつて韓国の海岸線にある水田に
は、春になると白く可憐なバイカモの
花々が咲き乱れていた。しかし、近年
の乱開発などによりバイカモは次々
と姿を消し、1998 年には絶滅危惧野
生植物に指定された。韓国でバイカモ
の保全活動に取り組む韓国ナショナ
ル･トラストが、日本でＧＷ三島によ
るバイカモの保全活動が成果をあげ
ていることを知り、2003 年にＧＷ三
島に調査団を派遣したのが、日韓の市
民環境交流のきっかけになった。以
来、約 140 人の市民が相互訪問などを
通して交流を深めてきた。
2009 年 11 月に韓国の慶尚南道・昌
原(チャンウォン)で開催されたラムサ

杉山光良さんの竹林で作業
後列

狩野航、安倍心太、大竹雄
太、西牧世奈、広瀬誠
前列 金子太郎、三橋大和、石間
陽平、秋元久則（講師）、神
谷彩、山田昭子

ール条約の締約国会議において、ＧＷ
三島が支援してきた江華島のバイカ
モ保全地が、ラムサール条約湿地に世
界で最初に登録された。この登録理由
の 1 つに、日本との国際的な環境保全
活動が評価されたことが掲げられて
いる。
サミットのほかに、江華島バイカモ
保全地視察、韓国ナショナルトラスト
10 周年バイカモ祭りにも参加した。

私の生涯の大半を注いできたグラ
ウンドワークでは、住民が自分の住
む地域の大切さを理解し、そこに愛
着を抱き、その可能性を高めるよう
な指導をしてきました。グラウンド
ワーク・トラストは、いつも環境問
題が深刻な地域、例えば企業等が見
放したような所に設立されました。
ＧＷ三島からの参加者
これらは住民にとっては貴重ですが、
ＧＷ三島インストラクター：山口東司、 観光客は殆ど来ない状態です。
島﨑禮次、熊井陞 大学生：古屋秋恵
菊地晃成、大久保祐真、神谷彩、舘田侑
別の見方をすれば、そこは国立公
香、北隅麗奈、李美珍、岩下瑞枝、工藤
明日香、長谷川南、鈴木紀子、石塚さゆ 園になりうるのです。田園風景が素
み、中村茉由、広瀬誠、望月美波 大学 晴らしい場所なのですから。英国に
教授：下田路子、渡辺豊博（ＧＷ三島事 は国土の約 10％に相当する国立公園
があり、大きくて特別なものが湖水
務局長） ＧＷ三島事務局：村上茂之、
地方国立公園で、そこは私がこの世
山田昭子（以上 22 名）
の中で最も愛する場所でもあります。
1951 年英国の第二国立公園として
三島グリーン・ジョブ研修
指定された湖水地方は、それより 150
内閣府の「平成 21 年度地方の元気再生事業」
年以上も前から独特な山岳風景を保
環境まちづくりのリーダーを志す若者や、余暇を
存しようという運動の先頭に立って
活用し地域に貢献したり、仲間との交流を図りたい
きました。湖水地方で最も有名な住
と考える人たちを対象にした「体験型学習」。研修
民の 1 人に、ウィリアム・ワーズワ
生はＧＷ三島の実践地で汗を流した。
ースがいます。誰でも知っている詩
竹林以外では、川瀬菜摘さん、舘田侑香さん、山
人で、19 世紀初頭にこの地方を国立
公園として認めるよう提唱したこと
口昌子さん、中村茉由さん、長谷川南さん、土屋 克
志さん、中原智弘さん、山下直紀さんたちも参加。 から国立公園運動が始まったのです。
この運動はアメリカで始まり、20 世
期 間：2 月 12 日～2 月 28 日（第 2 期）
紀の間に更に多くの国々が国立公園
研 修：竹林の間伐作業、野菜畑での農業実習、
方式を発展させてきました。目的は、
学校のビオトープの整備等

ふるさとの森を守れ！ 松毛川グリーン・プレイ・レンジャー

春の河畔林・野鳥観察と森づくり
5 月 8 日、自然環境に関心のある若者、学生、親子連れ、ＧＷ三島のインス
トラクターなど多数が、松毛川に集まった。野鳥の専門家・滝道雄さん(日本
野鳥の会東富士支部副支部長)の指導で野鳥観察、森づくりの専門家・山田健
次さん(山竹植物園代表)の指導で、植林とすでに植林した木の下草刈り、ボー
トの専門家・藤井正明さん（ＧＷ三島インストラクター）が漕ぐボートから野
植林方法を学ぶ、参加者
鳥と河畔林の観察を行った。
この日の植林は 3 種類、支柱用の竹の頭部に巻かれた赤いテープは、後に下草を刈る時、誤って植林した木を切
らないための目印だ。以前に植林した木も順調に育ち、植林面積も年々広がり、きれいな河畔となった。狩野川の
原風景である「河畔林」をボートから観察すると、松毛川の自然環境の素晴らしさが倍増して感じられた。滝さん
は「コゲラが鳴いていたので、木の枝に巣があるのでは」と河畔の大木をじっと見上げて説明した。また、下を向
き「水面から出た河畔林の根が徐々に腐ると、大木が倒れてくるのではないか」と心配そうに呟いた。
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英国の風景・湖水地方
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
４

１

２

風景を維持し観光客に楽しんでもら
うことでした。
一般の国立公園や湖水地方の国立
公園化には、ナショナル・トラスト（以
後ＮＴ）のような有力なボランティア
団体の力が大きく関わっています。
Ｎ
１
Ｔは 1895 年、湖水地方の景色の保護
を主な理由に創設されました。ＮＴは
湖水地方を訪れる有力な人たちを巻
き込み、ピーター・ラビットの作者で
あるビアトリックス・ポッターもその
中にいました。彼女は 20 世紀のはじ
めに湖水地方の農場や土地を買いま
したが、1943 年彼女の死後、ＮＴに
遺贈されました。現在ＮＴは、湖水地
方のおよそ 4 分の 1 を所有しています。
残りは他の英国国立公園と同様に、
個々の地主と森林組合のような公的
機関とが所有しています。
国立公園は、一般に素朴な風景と静
けさを楽しむように指定されていま
す。しかし、指定されたために更に多
くの観光客を惹き付け、地域の美しさ
を損なう恐れがあるというのは何と
も矛盾したことです。湖水地方は毎年
1,500 万人もの観光客を魅了してい
ますが、大多数は美しさで有名な場所
だけを訪れます。ですから 1 年の多く
は混雑を避けられ、美しい景色、野生
動物、静けさ、安らぎなどを味わい、
楽しめます。それこそが、私の愛する

パッション №7

３

湖水地方の景色なのです。
湖水地方は、私にとって自由開放
を意味しています。私は 15 歳の時、
学友 2 人とそこへ 1 週間の探検旅行
に出かけました。ユース・ホステル
の周りを歩いたり、湖水地方の山に
３
登ったりしました。コニスタン・オ
ールドマン山の頂上から太陽が沈
むのを眺めたこと、ブラインド・タ
ーン丘にある小さな湖のクリスタ
ルのように澄んだ水の中を泳いだ
こと、英国で最も高いスコフェル山
（標高 978ｍ）の頂上に登ったこと
など、陽気でうきうきした気分は決
して忘れられないでしょう。私にと
って特別な場所の湖水地方を何度
も探検してきました。
昨年 9 月、ＧＷ三島からすばらし
い友人の渡辺さん・松田さんに引率
され、恒例の学生訪問団が英国ＧＷ
を訪れました。嬉しいことに旅行最
後の 3 日間、彼らを湖水地方に連れ
て行くことができました。
農民や牧羊者の住む地域にある、
パタデールの古いユース・ホステル
に泊まりました。そこは夕方訪れた
湖水地方の伝統的なパブに近い所
で、輝く星空の下を歩いてホステル
へ帰りました。大きな湖を見渡す古
めかしい小道の散歩は素晴らしい
ものでした。小道は、石の壁の間で

４

1.ＧＷ三島創立の頃のロ
ビン・ヘンショウさん
2.3.ＧＷ三島の英国ＧＷ
視察訪問団と湖水地方
4.沢地グローバルガーデ
ンに今年も美しい花を咲
かせたヘンショウ夫妻が
植えたクレマチス。英国
でもこの時期、クレマチ
スが美しく咲き誇る。

あったり、また羊のたくさんいる野原
だったり、手付かずの自然の中を通り
抜けるものでした。岩を登り、小川を
跳び越え、野生の花が咲き乱れるのを
楽しみ、小鳥のさえずりを聞く、遊歩
道からの景色は壮大なものでした。
湖水地方の賑やかなウインドメア
まで山道を車で降りて、アンブレサイ
ドという町まで歩く途中に、2,000 年
前の古いローマの要塞の礎石があり
ました。このようにその地域のちょっ
とした歴史が感じられるのは魅力で
す。パタデールのユース・ホステルか
らの散歩の時にも、200 年も前の採石
場や採掘場の跡を見ることができた
し、何代にもわたって土地を耕作して
きた農民の漆喰の家や納屋などを見
て楽しみました。
これらすべてが私にとって湖水地
方の魅力なのです。ドラマチックな風
景とその中に感じられる魅惑的で歴
史的な出来事とが一緒になって、川や
谷を探検したり、山に登ったりという
冒険心を掻き立てるのです。このこと
は私だけでなく、湖水地方を訪れる多
くの人々にとっても、本当に生きてい
るという感覚を与えてくれるのです。
そこは、まさに特別な場所といえます。

勉強の成果を「提言」として発信

「２１世紀塾」では、昭和 57 年より毎月 1 回、自分たち自身の
向上を計るための勉強会を開催しながら、外部に向けても積極的
な提言を続けている。
過去には「富士・箱根・伊豆ナンバーの創設」、「歩行者の立場
からの道路整備を」「水辺の道路愛称を」「大場川を神川と呼ぼう」
「大規模菜園で高齢者の生きがいを」「雨の三島を和傘でもてなそ
う」等々を提言し、この 2 月には第 24 回提言として「地方の生き
残り策は自前のエネルギー創出から」で世論の喚起に努めている。
これからもグラウンドワークの考え方を取り入れ、連携しながら 、
「提言」を続けていきたい。 「２１世紀塾」代表
小野 徹

「２１世紀塾」 第 226 回例会

2010.02.23
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四代目の心意気

～街中の広場・プラザに込めた思い～
みしまプラザホテル社長

むろふし

室伏

かつ ひろ

勝宏さん

屋号「菱屋」の由来の一説
には、室伏家の先祖が「甲斐
の武田」で有名な山梨県出身
であり、武田家の家紋に「菱
形」がデザインされているこ
とからとも言われています
が、定かではありません。
初代は室伏清吾郎、二代目
は室伏藤平(右写真)、三代目
は室伏勝弥、四代目は、私、
室伏勝宏です。

「菱屋旅館」から
「みしまプラザホテル」へ
函南町平井に住んでいた曽祖父・
清吾郎さんのもとに、三島宿「脇本
陣跡」を引き継いでくれないかとの
申し出があり、それを受け、明治 22
年「菱屋旅館」として創業。
この年は東海道線全線開通の年。
しかし、丹那トンネル開通、三島駅
開設は、先のこと。今の御殿場線の
ルートで国府津から沼津へ抜けたた
め、箱根越えの東西の交通手段が途
絶え、三島宿は活気を失い、江戸時
代の最盛期、100 軒ほどあった旅籠が、
わずか数軒にまでなっていた。そん
な状況下、なぜ創業者は引き継ぐこ
とにしたのか。
「東西の通行は途絶え
ても、南北の通行、つまり三島は伊
豆と富士の裾野への玄関口としての
拠点になり、
“旅人の宿”から“商人
の宿”として残るだろう」と考えた
のだ。
大正にかけ、清吾郎さんは平井で
の本来の仕事、「スイカの品種改良」
に戻り、その方面で力を発揮した。
二代目・藤平さんの時代。アメリ
カの車しかなかった昭和初期、豊田
紡織機が自社の車のテスト運転のた
め、豊田市から箱根を越えて東京ま
での往復の際、旅館に立ち寄った。
「箱根が越えられたら合格、エンス
トしたら不合格」という時代の話だ。
戦前は裾野にある陸軍演習場に、
視察や激励に来る政府高官、皇室の
方々の宿としても対応できる“迎賓
宿”となる。
三代目・勝弥さんは終戦後からの
時代を受け継いだ。
昭和 33 年は、大きな転換の年とな
った。それまでの“宿泊旅館”から
“料亭旅館”に業態を替えることに
なったのだ。昭和 30 年代は、三島に
工場が進出した時代であり、旅館は
－4－

現地の事務所代わりに利用されるこ
ともあった。この三島の近代化とで
もいう変化に伴い、勝弥さんは役職
が増え、会合も増えてきた。しかし
集まる場所がない。このことがきっ
かけとなって、市民の会合・会食を
主体とし、地域の人が利用できる場
所、という発想から、大きな方針変
更がなされたのだ。しかし、完成目
前、勝宏さん中学 1 年の時、勝弥さ
んが亡くなった。大学 1 年の時に祖
父・藤平さんも亡くなり、大学 2 年
生で勝宏さんは四代目を受け継いだ。
跡取りを自覚していた勝宏さんは、
子どもの頃から「ホテルにしたい」
という夢を持っていた。父親の見舞
いで、連れられて東京のホテルに立
ち寄った時の、居心地の良さが、夢
の芽生えといえる。「“料亭旅館”は
一見さんが入りにくい処。街と一体
化した空間で、市民と触れ合える町
の広場のようなホテルが作りたい」。
そんな思いが込められ、
昭和 49 年“み
しまプラザホテル”が誕生した。
富士山、水、そして街への思い
子どもの頃、祖父に連れられ、植
物図鑑を手に、当時は裾野から樹林
を抜けて富士山に登った。
「富士山に
広がる大自然の懐に抱かれている」
そう感じながら頂上を目指した。そ
の頃の登山道にはごみはなく、
「富士
山がきれいだから、三島の湧水はき
れい」と、祖父に教えられた。
「宮さんの川」が遊び場。息を止
め、橋がくぐれると「一人前」。唇が
紫色になった。冷えた体を橋の欄干
で甲羅干し。その頃は川のあちこち
で魚が取れたが、魚とりは中郷、魚
釣りは松毛川というように、水辺が
遊び場だった。
三島っ子として欠かせないのが三

島夏祭り。シャギリは「大人のステ
ージ」であり、そこに上がることが
憧れだったが、学生時代地元を離れ
ていたこともあって、その機会はな
かった。最近は「子どもシャギリ」
があり、子どものうちから習えるの
が羨ましい。
「祭りは見るものではなく、参加
するもの！」と。
室伏勝宏さん
から、
「この名刺
は、お客様との
壁が低くなりま
す」と言われて
いただいた名刺
の似顔絵

新しいプラザとして
代々の思いに、
“地元”と“街”へ
の自分の思いをどう重ね、どうプラ
ザ機能に生かしていくかが常に頭に
あった。ギャラリーの開設や地元の
演奏家によるチャリティーコンサー
トの開催などへの取り組みも含め、
観光資源は少ないが、行ってみたい
街、立ち寄ってみたい街、おもてな
し心のある街、そんな街作りの一翼
を担いたいと考えている。
お客さんに対する考え方は、スタ
ッフ間にも浸透し、耳の不自由なカ
ップルの結婚式をきっかけに、昨年
から社内に手話グループが発足。
「気
持ちを体で表現できる喜び・気持ち
が通じ合える喜びをスタッフから聞
くと嬉しい」と笑顔で応えた。
「昔に比べ、三嶋大社まで歩きた
い、町並みを見ていきたいというご
遠方からのお客様が増えています」。
電線類地中化で街並みがきれいにな
ったお陰だとか。街中の広場・プラ
ザとしての役割を考える毎日だ。

Smile スマイル

杉山 光良さん

やす の り
なかに し

シリーズ

三島源人
No. 9

No.10

（完 ）

なかがわ

かずお

和郎

設された。
花椿賞に輝いた詩集「故郷の水へ
のメッセージ」の冒頭を飾る一節「地
表面の七割は水 人体の七割も水
われわれの最も深い感情も思想も水
が感じ 水が考えてゐるにちがいな
い」の詩碑は、先年川村博一らのラ
イオンズクラブが水上プロムナード
の一角に建立。
みしまプラザホテル室伏勝宏社
長、伊藤玉恵がギャラリー二周年記
念に始めた大岡信の講演は、「故郷で
語る折々のうた」としてその後（株）
増進会出版社藤井史昭会長に引きつ
がれ、毎年市民文化会館で盛会裡に
催されている。
「しずおか連詩の会」
もまた氏を宗匠に静岡新聞社によっ
てグローバルな盛り上がりを見せて
いる。
「三島ゆうすい会」の名誉顧問を
お願いしてから何かとご支援を賜っ
ているが、平成九年東京朝日スクエ
アでの「三島ゆうすい会」共催の集
いでの「富士山のアバタをエクボ
に！」
、大阪毎日新聞オーバーホール
の「富士山の光と影」などの基調講
演、
テレビやラジオ 出 演 、
新聞その他での記事でそれとなく
「三島ゆうすい会」に触れてくれる
のは会にとって何よりも心強いバッ
クアップだった。
氏は三島南国民学校、沼津中学、
旧制一高、東大卒。純粋な三島っ子。
そして今三島と沼津の名誉市民。幅
広く奥深い氏の活躍の中で故郷によ
せる水滴のような詩情に感謝し今後
のご清祥を心から祈ろう。（敬称略）

ＧＷ三島 前副理事長 中川

平成十九年三月末、朝日新聞の一
面に連載されていた「折々のうた」
が終った。あしかけ二十九年、六七
六二回にわたった国民的「コラム」
。
大岡信が心血を注いだ珠玉のライフ
ワーク。その間、氏は日本ペンクラ
ブ会長その他要職を経て恩賜賞、芸
術院賞、詩のノーベル賞とも言われ
るマケドニアの詩祭りで金冠賞、平
成十年文化功労賞、そして平成十五
年の文化勲章。
夫人深瀬サキは劇作家、長男玲は
芥川賞作家、父君博は教職の傍ら「菩
提樹」を主宰、三島市歌の作詞者。
楽寿園内の歌碑、
「浪の秀（ほ）に裾
洗はせて大き月ゆらりゆらりと遊ぶ
がごとし」は下田舜堂らによって建

『大岡 信』

数々の受賞は、水を活かした街づく
『グラウンドワーク（ＧＷ）三島』 りに数多くの市民を巻き込み爽やか
なせせらぎ文化を育成しつつあるの
だ。平成十六年五月、日韓梅花藻市
民交流ツアーと名づけ韓国江華島の
梅花藻の視察研修に行った。小浜修
一郎団長に渡辺豊博、小松幸子、日
大金谷尚知、東農工大島田清、静大
石井山竜平先生達十数名。三泊四日
ギッシリつまった日程の中で「韓国
ナショナルトラスト梅花藻委員会」
と江華島芝里の福祉会館でなごやか
に且つ真剣に小さな水草の保護育成
と豊かな自然環境の次代への継承を
誓い合った。三島梅花藻という小さ
な水草が拡げる国際的な大きな輪を
更に強固にしたいものだ。

平成八年五月十三日毎日新聞の社
説は「自らスコップを持って」と題
して「ＧＷ三島実行委員会」を、
「地域の環境問題に取り組む『三島
ゆうすい会』
『三島ホタルの会』のほ
か三島青年会議所、中郷用水土地改
良区、商店会など十二団体が加入す
る地域ぐるみの特色ある組織だ」と
紹介した。その年春から二年間、渡
辺豊博事務局長は県の東京事務所に
出向。
「財団法人日本ＧＷ協会」の仕
事に尽力した。
そ の 間 三 島 で は「 ミ ニ公 園 」「 花
と蛍の里」
「三島梅花藻の里」水神さ
んの移設、雷井戸の復活整備、源兵
衛川・桜川の清掃、川沿いに並べた
プランター、水車・水時計の再現そ
の他次々に汗水たらした会員の活動
が続いた。
「 ＧＷ三島」も「三島ゆうすい会」
のメンバーが重複しているが、「三島
ゆうすい会」初代会長緒明實氏の後
を平成九年春から塚田冷子会長が継
ぎ、秋山峰治氏が事務局長。平成十
一年十月「ＧＷ三島」が正式に発足
した時、緒明實氏が会長に就任し現
在に至っている。
佐伯忠夫、加藤正之、越沼正、青
木利治、その他多くの会員がその土
台を支えながら、平成八年、平成九
年自治大臣表彰以来、平成十八年の
朝日新聞社「明日への環境賞」、
「あ
したのまち・くらしづくり活動賞」
内閣総理大臣賞まで、十余にわたる

N
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三島市大場に生まれ育つ。農家を営む
実家には農耕馬、乳牛、ヤギ、鶏など多
くの動物がいて、世話を通して動物や農
作業に親しんだ。学校で学ぶ実践的な課
目の多くは既に身につけていたほど、子
どもの頃からの様々な体験が、今日まで
の土台作りになっている。
卒業後はＪＡに勤務し、農業技術指導員としても活躍
した。野菜、果物、稲作などの指導が、現在のＧＷ三島
への関わりにもつながっている。特にソバ栽培、
「三島
街中カフェ」「三島農村カフェ」への尽力は大きい。
趣味は国内外旅行。再訪したい国は中国の南部。大人
と子どもが共に野山を歩き、子どもに教えてきた昭和 30
年代の日本が見られるのでは、というのが理由の一つ。
夢は貸し農園。
「いい情報はいい友人、知人から入っ
てくる。いいことは何でもやり、何でも伝えたい」
。
中国東北部（旧・満州）生まれ。終戦
の年に帰国し、両親それぞれの出身地に
近い三島に住むことを父が決めた。庭の
前を流れる水量豊富な桜川が遊び場。何
より楽しかったのは、毎年 5 月 5 日の川
掃除の日、川底の魚やウナギを捕まえ、
それが食卓を賑わしたこと。
現在、「桜川を愛する会」会長。桜川への思いは親子
二代にわたる。父親も桜川の掃除をよくしていた。きれ
いで水量豊富な川、おいしい水への思いは格別だ。
若い頃の仕事の関係からか、舗装道路やコンクリート
の増加が、地中への水の浸透を妨げていることに目がい
く。清掃作業は月１回だが、落ち葉の季節には月 2 回と
なる。ゴミは、ポリ袋や吸殻、空き缶などが多い。「子
どもたちへ伝えたい。
『川を汚さないで！』。水はいつか
戻ってくるかもしれないのだから」
。

みつよし
すぎやま

中西 康徳さん
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シリアから研修団来訪
JICA 技術協力プロジェクト「シリア国ダマスカス首都圏都市計画等」研修で

新緑の楽寿園を満喫後、
楽寿館の歴史にも興味を持つ

素足を源兵衛川に浸して遊
ぶ子どもたちと出会い、大感激

渡辺豊博事務局長の説明を熱
心に聞き、質疑応答が続いた

「三島街中カフェ」にて休憩。欲
しかった紙コップホルダーを手に
入れ、杉山光良さんと記念撮影

源兵衛川に甦ったホタ
ルがどういうものか、説
明板の前で、興味が尽き
ない様子の訪問団

4 月 14 日、シリア人 6 名を含む関係者 8 名が視察
に訪れ、小松幸子理事が案内説明をした。まず鏡池で
ＧＷ三島の活動の概要を聞き、菰池、桜川を経て、楽
寿園の楽寿館から小浜池の現状を視察。その後、ほた
るの里、宮さんの川の視察後、三島ゆうすい会塚田冷
子会長から「30 年間、毎朝川掃除を続けているんで
す」と聞いて感心し、「ボランティアで？」と驚いて
いた。天水尊の使い方にも納得していた。また、水車
のところでは、母国で何倍も大きな水車が灌漑のため
に使われているというシリア情報をもらった。
源兵衛川の散策路では、「聞いてはいたけれど、こ
れには本当に感動した」と絶賛していた。立ち寄った
ＧＷ三島事務局で、渡辺豊博事務局長から源兵衛川再
生やＧＷ三島の取り組みについての説明を聞き、活発
な質疑応答があった。

源兵衛川シンポジウム(環境モニタリング調査 3 年間のまとめと評価）
～復元しつつある源兵衛川の水辺環境～
3 月 24 日、Via701 で源兵衛川シンポジウム
が開催された。平成 19 年 12 月の生コンクリー
ト流出事故による水辺環境被害について、静岡
県土木事務所の委託を受けたＧＷ三島では、
「環境モニタリング調査」を 3 年間実施した。
今回のシンポジウムでは、そのまとめと
源兵衛川シンポジウム会議
評価、源兵衛川の自然再生への維持管理方策を、
各専門分野の講師が発表し、再生に向けた今後の取り組みを提言した。
魚
類
水生動物
トンボ類
植生 植物
鳥
類
総
括

山田 辰美
遠藤 浩紀
加須屋 真
菅原 久夫
滝
道雄
渡辺 豊博

富士常葉大学環境防災学部教授
長泉町立北中学校教諭
富士常葉大学非常勤講師・日本蜻蛉学会会員
富士常葉大学非常勤講師・富士山自然誌研究会代表
日本野鳥の会東富士支部副支部長
ＧＷ三島理事・事務局長

塚田冷子さんと
「バイリンガル環境かるた」
( グローバル文化交流協会より )
を、小松幸子理事が贈呈

生き物里帰り大作戦
＜再び満面の水の中に＞

中郷温水池の南側

3 月 27 日、中郷温水池で浚
渫(しゅんせつ)工事が終了し、
工事前の１月 11 日に「生き物
救出大作戦」で隣接する水路
に一時保護されていた魚や水
生生物を、約 100 人の参加者
が再び池に里帰りさせた。大
きなフナや 70 ㎝もあるコイ、
すばしこいアブラハヤなどを
悪戦苦闘しながらタモですく
いあげ、再び池に放った。
作業終了後は、専門家によ
る水生動物の観察会が行なわ
れた。参加者の親子は、お母
さんが「水が冷たいよ」と言
っても、子どもは「冷たくな
いよ」と魚の捕獲に夢中。対
岸からガマガエルが鳴いてい
るような音が聞こえたが、落
葉樹でコゲラがドラミングを
している音だった。一連の保
護活動で、大きな魚はほぼ
100％、小さな魚は約 70％救
出できた。

調査結果の総括として、生コン流出事故の影響については、基本的には緩和の方向
に推移しており、生態系は次第に回復しているといえる。これは事故直後にＧＷ三島
が中心となり、地域住民との協働による堆積物の排除、沼津土木事務所の的確な改善
工事と工事関係者への環境配慮型工事の実施指導など適切で迅速な対応を進めた結
果とも評価できる。
源兵衛川の自然の価値を高めるためには、各種生態は密接に関わりあっており、例
えば多くの野鳥が生活できる環境は植物、樹木の種類・大きさの多様性、畑や田、人
家など変化に富んでいることが必要で、餌となる魚類やトンボなど生態系全体のバラ 大きくて
ンスも大切だ。人間との共生関係にも仕組みづくりと工夫が求められている。そこで、 1 人じゃ
いき過ぎたカワセミの撮影による環境悪化や、植生、植物の地域固有の自然度の低下 持てないよ!!
などを防止するために、地域住民が中心となって外来種の排除、監視システムの確立
2 人で助け合って
等を推進していく必要がある。
－6－
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徹

「Ｄo in Rome, as the Romans do」？
「Do in Rome, as the Romans do（郷に入りては郷に従え）」
とでもいうのだろうか。世界遺産に
もなっているフィレンツェの「サン
タ・マリア・デル・フィオーレ大聖
堂（ドゥオーモ）に、日本人
観光客が落書きをしたとし
て、大きな社会問題になった
ことは、まだ記憶に新しい。
そのフィレンツェ生まれ
の児童文学者であるカル
日本人の落書きが問
ロ・コッローディが書いたの
題となったサンタ・
マリア・デル・
が「ピノッキオの冒険」だ。
フィオーレ大聖堂
ジェッペットじいさんが彫った木
の操り人形・ピノッキオは、わがままな、い
たずらっ子だが、元気よく、行動的で、世界
中の子供たちに愛されて来た。
そのいたずら好きのピノッキオが象徴す
るかのように、イタリア中が落書きだらけ！
といっても過言ではない。
塀にも、壁にも、ゴミ箱にも、あらゆるところが落書
きだらけで、心ない日本人がついつい「郷に入りては」

過ぎゆく三島

のつもりになったとしても、無
理はない。
そもそも、イタリア人は「欧
州で一番マナーが悪い」と言わ
れていて、例えばキチッと並ば
せようとしても、そうはせずに、
要領良く列にもぐり込もうとす 落書きだらけのアパートの壁
るし、外に平気でごみを捨てたりする。
私物は大切に、きれいにしているのに、公共物に対し
ては誠に無神経だから、
「ＳＰＱＲ」と書かれた
ローマ市のポスターには、
「ゴミはゴミ捨場に捨
てましょう」などと、子供相手のような「公示！」
がされている。
この「Ｓ･Ｐ･Ｑ･Ｒ」とは、「ローマ元老院と
ローマ市民」の略で、現在のローマの行政・議
会が、古代ローマ帝国の
末裔（まつえい）であるとの威厳
を示そうとするものだが、遺跡な
どにこの文字があるのはわかると
しても、マンホールのふたなどに
もこれが書かれているのを見ると、
こんなところにも大げさに
ローマ名物？のスリや、カッパラ 「Ｓ.Ｐ.Ｑ.Ｒ」の文字が
イや、置き引きといった犯罪にも、 書かれている
「ＳＰＱＲ」として、もう少し力を入れてくれと言いた
くなる。
頑張れ！ 長い歴史と伝統の「ＳＰＱＲ」よ。

いつまでも

その ４

三島で「不二」の眺めに魅せられた正岡子規
正岡子規（慶応 3 年～明治 35 年、1867～1902）本名は常規。俳人・歌人。愛媛県松山市生まれ。子規が「詩人
たらん」と決意を抱き三島・修善寺に来たのは、明治 25 年 10 月 13 日から 4 日間。三島には 10 月 14 日、三嶋大
社に詣で小中島の宿・相模屋に行く道すがら、富士にかかる雲の夕陽。紅そめる三島の町の小川で菜を洗う女の姿
に心奪われ、この句を詠んだという。子規といえば真っ先に思い浮かぶのは、＜柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺＞だ
ろうか。35 歳の短い生涯にもかかわらず、何事にも真っ向から挑戦した努力の人であった。俳句や短歌、文章の革
新を試み、小説や漢詩を創作、野球に熱中し写生や落語を楽しみ、最後は病気まで楽しんだ。子規はその生涯に百
くらいの名を用いたという。たくさんの名前の持つ力によって、自分の世界を広げたといわれ、その雅号の 1 つが
子規。子規とは鳥のホトトギス（時鳥、不如帰とも書く）であり、昔から夏の訪れを告げる鳥として知られる。が、
明治時代のホトトギスは、単に風流なだけの鳥ではなく、死病として恐れられていた結核の代名詞でもあった。
ホトトギスは、かん高く「テッペンカケタカ」とか「東京特許許可局」と鳴くその時、赤い喉があたかも血を吐い
ているように見える。それで当時、ホトトギスは不治の病だった結核の代名詞になっていたのだ。
子規は明治 22 年、22 歳の 5 月に喀血、自分に死病がとりついたことを
知り、余命十年を自覚した。自覚した上で自らつけた名が子規である。
「三島 水辺の
文学碑」の 1 つ。 晩年、寝たきりの重病人になってしまった子規は、母と妹の支えなしで
は暮らせなくなった。ゆったりと落ち着いて何ごとにも驚かず平常心で
当時、富士山の風
景が楽しめた場
いる母と、幼いころ悪童にいじめられても、泣いて帰るだけの兄・子規
所に建てられて
をかばって、
「お兄ちゃまの仇」と、石を投げたと言う兄思いの妹・律と
いる。
の 3 人で話したり菓子を食べることを好んだ。確実に死に向かっている
生を楽しむ、それが子規の日々だったという。その東京・根岸の子規の
家では、しばしば句会が開かれた。子規は 6 畳の病室に敷いた布団の中
にいて、片肘をついて体を起こし、ちびた筆を手にして封筒の表に句を
書く。その句会に夏目漱石が参加したこともある。漱石も子規も明治元
年の前の年の生まれ。故に 2 人の年齢は、明治の年号と同じ、即ち明治
22 年なら 2 人とも 22 歳である。
一方、子規はベースボールに魅せられ野球用語を翻訳。新聞紙上でそ
れらをＰＲし、日本野球界の草分け的存在。没後百年の平成 14 年（2002）
に野球殿堂入りを果たしている。子規自身が面白いと思うものを、読者
にも面白いと思わせること。ベースボールは、見ている者も面白い。
それがやがて子規の文学観を結晶させたといえる。
－7－

ＧＷ三島事務局移転のお知らせ
平成 22 年 4 月 26 日、下記に
移転しました。「森とせせらぎ
のオフィス」をテーマに、手づ
くりで整備しました。どうぞお
気軽にお立ち寄りください。

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
【投稿方法】
こともあります。
（今回の投稿者は、いずれも三島市在住）
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：info@gwmishima.jp

三島市内の写真集

新住所・TEL・FAX・E-mail
〒411-0857
静岡県三島市芝本町 1-43
ＴＥＬ：055-983-0136
ＦＡＸ：055-973-0022
E-mail：info@gwmishima.jp

ニホンアマガエルだよ！
『富士山と菜の花』H22.春
杉山光良さんが大場川で撮影

『僕が見えるかな！』H20.初夏
斎藤昇さんが富士見台で撮影

『ライラックとアゲハ』H22.初夏
小松幸子さんが沢地で撮影

ＧＷ三島活動記録 2010 年 3 月１日－2010 年 5 月 31 日
月
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

ＧＷ三島事務局の新スタッフと研修生
後列
金子太郎 山下直紀 高橋拓也
前列 丹羽倫子 押尾靖枝 鈴木万喜 山口昌子

平成 22 年度通常総会のご案内
日時：6 月 13 日（日）15:00～17:30
会場：西地区コミュニティ防災センター
三島市緑町 6-6（西小学校東隣）
総会議案
平成 21 年度事業報告及び決算報告承認の件
平成 22 年度事業計画及び収支予算決定の件
地域社会雇用創造事業の件
定款の変更の件
役員の選任の件
評議員の選任の件

チャリティーコンサート
（マンドリン＆ギター）

演奏：ステラ・フィオーレ・アンサンブル

5
5

日 曜日
事 業 名
8 月 源兵衛川モニタリング調査
12 金 馬鈴薯栽培
22 月 地方の元気再生事業
24 水 農山漁村地域力再生事業
30 火 農山漁村地域力再生事業
24 土 事務局移転
26 月 事務局キックオフセレモニー
10 月 地域社会雇用創造事業
12 水 馬鈴薯栽培
15 土 理事会
20 木 地域社会雇用創造事業
21 金 ～24日 海外研修事業
24 月 地域社会雇用創造事業
27 木 広域連携共生・対流事業
馬鈴薯栽培
28 金
取材協力
29 土 腰切不動尊
地域社会雇用創造事業
31 月
地域社会雇用創造事業

－8－

場 所
人数
Via701
20
箱根西麓
13
三島農村カフェ
50
山梨
25
三島市内
10
ＧＷ三島事務局
23
ＧＷ三島事務局
60
三島市内
13
箱根西麓
12
ＧＷ三島事務局
16
三島市内
10
韓国
22
三島市内
16
三島市役所大社町別館
2
箱根西麓
6
三島市内
2
腰切不動尊
120
いとう市民活動支援センター 10
三島商工会議所
2

「富士山の湧き水であそぼ！」に県東部等から家族連れ 100 人
5 月 23 日、トヨタ自動車労組が主催し「富士
山の湧き水であそぼ！」を開催。事前準備から
当日の進行までＧＷ三島が協力した。主催者の
地球環境保全への取り組みの一環で、「命」の源
である「水」をテーマに「川に親しみ、大切にすること」を、
楽しかったねっ！
水の都・三島の源兵衛川で学ぼうというもの。
ＧＷ三島のインストラクター、田村和幸さん、三神正彦さん、菅野京子さんた
ちの協力で、源兵衛川周辺の散策や、第 7 ゾーンでの生きもの探しを体験した。
また、全体会場での司会はＧＷ三島事務局の稲川陽志子さんが担当し、小松幸子
ＧＷ三島理事が、映像を見せながら源兵衛
川再生物語を紹介した。アウトドアタレン
トの鉄崎幹人さんの「命と自然のトークラ
イブ」も盛り上がり、参加者は地域の川に
映像に見入っています
親しむことや水の大切さへの理解を深めた。
全体会場で

チケットの収益は、
「“よみがえれ故郷
の森”松毛川河畔林環境再生プロジェク
ト」（ＧＷ三島の取り組み）に全額寄贈
していただけるとのことです。どうぞお
誘い合わせてお越しください。
記
日時：6 月 22 日（火）
17：30 開場 18：30 開演
会場：みしまプラザホテル
チケット：1,000 円（お菓子、飲み物付）
チケットは、ＧＷ三島事務局等で。
演奏曲目：童謡、ロシア民謡メドレー、
かあさんのうた、学生時代、釜山港へ帰れ、
荒城の月、コロラドの月、津軽のふるさと、
望郷じょんがら、ブルーシャトー 他

内 容
第2回専門調査委員会
馬鈴薯植え付け
三島農村カフェオープン式典
大泉そば組合視察（山梨県北杜市）
三島ふるさとインタービュー報告書完成
ＧＷ三島事務局移転
ＧＷ三島新事務局こけら落とし
事業説明（グローバル文化交流協会）
芽かき、土寄せ
H22年度事業など
事業説明（三島ゆうすい会）
第4回国際バイカモサミットｉｎ江華島
事業説明（21世紀塾）
事業説明（三島市地域振興部）
草刈り
春風社・橋本カメラマン撮影
腰切不動尊大祭
説明会
事業説明（三島青年会議所）

月
3
3
4
4
4
5
5

さあ試運転！

静岡県共同募金会より寄贈
「共同募金助成事業」
『赤い羽根共同募金』より助成金をいただき、耕うん機を購
入しました。ＧＷ三島では箱根西麓の農地の活用再生を目的と
して、そばや馬鈴薯づくりの援農に取り組んでいます。今回の
寄贈により、農地の管理作業の効率化・負担軽減が可能となり、
より多くの人々の活動参加が期待できると、一同喜んでいま
す。ありがとうございました。

視察来訪者記録

H22.3.1～H22.5.31

日
21
25
9
14
17
23
26

団体名
人数 地域
ＮＰＯ法人まち創り
10
東京
徳島県議会明政会
8
徳島
NTC新人研修受け入れ
16
各地
JICA研修（シリア国）
8
シリア
浜松学院大学新入生研修
50
静岡
トヨタ自動車労働組合
100 静岡
「農山村再生と協働労働」研究会 11
東京

今年も
たくさん
飛んでます

〈定例作業〉
三島梅花藻の里作業・・15 回
鏡池作業・・・・・・・ 3 回
源兵衛川作業・・・・・ 3 回
沢地グローバルガーデン 3 回
〈定例会〉
インストラクター会議・ 3 回
スタッフ会議・・・・・ 3 回
編集会議・・・・・・・16 回

グラウンドワーク三島 編集室 （ 50 音順 ）
ボランタリーニュース 41 号の編集ほか
岸野和子 城所徂帝 小松幸子 斎藤彩子 菅野京子 本田博子 前田充子 増田千秋 水野幾子 村澤 圭 山崎多紀子 （ＧＷ三島事務局担当：山田昭子）

