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豊岡武士市長と 

子どもたちに「緑のプレゼント」を！ 

松毛川千年の森シンポジウム 
生き物たちの楽園・巨木巨樹林の魅力と価値を考える 

三島市と沼津市にまた 

がる松毛川は、狩野川流 

域に唯一残された三日月 

形の止水域。狩野川の原 

景の河畔林が残っており、 

全国的にも貴重な自然環 

境。しかし近年、河川内 

のヘドロの堆積や放置竹

林の拡大、巨木の倒木が進み、三島市・沼津市の「自然の宝物」

が失われようとしている。ここには、静岡県レッドリスト絶滅危

惧ⅠA類（県東部）のメダカ等魚類約 18種、ミサゴやカワセミ等

野鳥約 50種、12種のトンボ、252種の植物、10種の樹木が生息す

る「ふるさとの森」といえる。 

 本会では 2003年より、3㎞にわたる竹林の伐採やチップ化、苗

木 6,300本の植林、産業廃棄物やゴミ拾いを行うほか、環境調査、

自然観察会、三島市側の土地約 3,000㎡の買収など、松毛川の千

年の森づくりに取り組んできた。  

 3月 26日の 13：30～16：00には、三島商工会議所 4階大会議室

で、市民や多くの方々と、松毛川の価値と生態を学び、自然環境

の保全のあり方や地域資源としての活用を考えるシンポジウムを

開催した。ZOOMでの参加者もいた。なお、松毛川での多様な活動

が、第 6回三島市景観賞の「優秀賞」に選ばれ、これまでの地域

協働による努力の成果だと喜んでいる。 

プログラム：基調講演「松毛川千年の森づくり活動の経過と今後

の取り組み」ＧＷ三島専務理事・元都留文科大学教授 渡辺豊博 

 

 

 

 

 

 

話題提供 ①鳥類たちの魅力 日本野鳥の会東富士副代表 滝 道雄 

②トンボたちの生態 常葉大学非常勤講師 加須屋 真 

③植物・樹林の 

価値 富士山 

然誌研究会会 

長 菅原久夫 

意見交換会  

松毛川の自然 

環境の保全と 

活用の方向性

とは 

 

 

2021年度 

理事会・評議員会 
合同委員会 

 2 月 20 日、2021 年度理事会・評議員会・

合同委員会をＧＷ三島事務所で開催した。内

容は、2021年度の事業報告と会計報告、2022

年度の事業計画と予算案、ＧＷ三島 30 周年

記念事業等だった。 

 これに先立ち、希望者にＧＷ三島の実践地

と新たな活動の候補地視察を行った。御殿川、

中郷温水池、新谷長屋門通り、大溝川ポケッ

トパーク建設予定地、松毛川、大場里山地区、

境川・清住緑地等を約 2時間半、車で案内。 
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腰切不動尊例大祭・３年ぶりに、シャギリも奉納 

－2－ 

打ち合わせと下見に大学生(明大・慶大・早大)らが来訪 
今夏、東京都から小学生が三島へ体験ツアーに 

－2－ 

 

 

 

 

 5月 7日、国際交流を通じて社会

で活躍できる若者を育てようとい

う会・ＣＦＦの代表・杉浦智恵さん

（独・英通訳）が引率して、明大、

慶大、早大の大学生がＧＷ三島の

事務所を訪問した。ＣＦＦは、 

Challenge For the Future の略。 
 7 月、8 月に東京から

訪れる小学生の行程を

渡辺豊博専務理事も交

えて検討。代表に『バイ

リンガル環境かるた』を

贈呈。「麦」で昼食後は、

小松幸子理事長が案内。 

 源兵衛川の上流部では、水のきれいさや緑蔭の涼やかさ

に感激して、靴を脱ぎ川に入ってしまった大学生もいた。 

 

 源兵衛川の「広瀬」では、楽

しげに遊ぶ子供たちに遭遇。

「ここの石まで跳べる？」と、

大きなお兄さんに尋ねる子

供。「跳べるさ」と、笑顔で張

り切る大学生。ピョ～ン。「す

ごい！」と驚く子供たち。更に

石を次々並べては、義経の八

艘飛びならぬ、令和の川での

石飛び交流。楽しい真夏が予

感できる貴重な経験だった。 

撮影：美和将弘 

▲父親の仕事の関係で 2014 年までウクライナに住んでいた大学生もおり、戦況の映像に心を痛めていた。 

 

 

 

 

 5 月 28日は、腰切不動尊例大祭に

ふさわしい快晴。御堂の清掃後、龍

澤寺僧侶による読経。順次、焼香。 

3 年ぶりのシャギリの奉納は、「レ

ッツエンジョイしゃぎり」の皆さ

ん。揃いの法被姿で、本間誠司さん

の説明に続いて、大人から子供まで

が一緒に数曲を演奏。賑やかな音色

に、近所のご家族連れも足を運び、 

嬉しそうだった。コロナ禍ではあるが、徐々に日常が戻って

いる感がある。演奏仲間にも観客にも、ずっとスマホで動画 

年ぶりの喜びそのものに思え

た。鈴に付いている紅白紐も、青

木峯子さん手作りの新しいもの

に付け替えた。多くの方々のご

協力で、今年も例大祭を実施。 

  

撮影をし

ている人

がいた。3 

 

進行役の渡辺豊博専務理事は、「レッツエンジョイしゃぎり」の皆さんと、
東日本大震災のあとの南三陸町等へ行ったことにもふれ、感慨深げだった。 



ふるさと三島人物伝３７ 

  継続は力以上のものを生み出す         
       ＧＷ三島インストラクター 山口 東司

と う じ

さん 

                （三島市南本町在住） 

 
 昭和 17（1942）年 5 月、三島市茶

町（現栄町）で七男一女の六男として

生まれる。父親は開業医、兄たちも全員が医師である。幼

い頃から裕福な家庭環境で育ち、甘えん坊だった。三島市

立西小学校、南中学校で学んだ。身体を動かすことが好き

で源兵衛川や宮さんの川でよく遊び、夏は毎日泳いでい

た。小学生の時から野球をやっていて、中学でも野球部に

入り活動した。将来は医者になることを目指していたの

で、医学部のある日本大学附属三島高等学校に入学。高校

１年までは医学部志望だったが、両親から経済的な理由で諦めてほしいと言

われ、進路を理工学部に変更。高校でも野球部に所属していたので部活に専

念できた。後にＯＢとして野球部の後援会を立ち上げ、会長に就任。 

 大学卒業後、東芝テックに就職。製造部長、生産技術部長として、物づく

り、工場全体のシステム作り、事務棟や研究所の建設に関わった。工場内の

製造から品質管理まで把握していたので、会社見学の案内を任されることが

多かった。当時の東芝社長・土光敏夫氏へ説明したこともあった。 

 退職 5 年前、ＩＳＯ9001（品質の国際基準）とＩＳＯ14001（環境の国際

基準）の取得に取り組んだ。企画書を作成し、会社一丸となって工場内の改

善を目指し、全従業員への教育を徹底した。省エネ、廃棄物の処理やリサイ

クルについての環境コーナーを設けた。取得規定にはボランティア項目があり、各課（50課）から 1名ずつ環境

推進委員を出し、工場内の清掃、整理整頓の徹底、工場内のコンクリート床を緑色の塗料でコーティング、工場

周辺の清掃、ごみ拾い、河川の清掃を行い、活動の様子を写真と共に記録に

残した。現役時代は、全ての仕事が楽しかった。 

 退職後、自宅近くの源兵衛川の清掃を始めた。ＧＷ三島のインストラクタ

ー（エコ、リバー、湧水）養成講座を受講し、渡辺豊博ＧＷ三島専務理事と

ミシマバイカモとの出会いがあった。「三島梅花藻の里」の手入れ作業を引き

継ぎ、作業中に出たちぎれたミシマバイカモを源兵衛川に移植し、群生地に

育てた。川の清掃と藻を守る作業は年間 300日、20年間続けている。活動が

認められ、平成 22（2010）年、三島市の「景観賞」、令和 3（2021）年、静岡

新聞社・静岡放送の「ふるさと貢献賞」をそれぞれ個人の部で受賞。いつ来

てもきれいだと皆に感動してもらえる場所にしたいと思っている。 

 活動の根底には、現役時代のＩＳＯ4001への取り組み、ボランティア精神

とその活動がある。そして、東京から見学に来た老夫婦の会話「わあ！いい

ものを見た。もう死んでもいい」と感動して涙ぐむ車椅子の夫、「これからも

長生きして、いいものを見てください」と妻、2 人の様子と言葉が心に刻ま

れ、活動の支えになっている。 

ＮＨＫのテレビ番組の取材で訪れた

伊藤ディレクターと俳優の加藤諒さん

から「三島はいい所ですね。こんなよい所に住んでいる人たちは幸せです

ね」と言われたことも、活動を継続するモチベーションになっている。 

 ミシマバイカモの保護のほかに、ホタルの保全と観察も続けている。お

よそ 800ｍにわたり定点観測し、ＧＷ三島には毎日、三島市役所の水と緑の

課と三島市観光協会には週 1～2回、報告している。また、町内会や老人会

の会長や役員なども引き受け、地域にも貢献している。 

 座右の銘は「継続は力なり」。続けることは力以上のものを生み出すと思っている。趣味はゴルフと海外旅行。 

会社でＩＳＯの責任者だったので、
社内の環境教育も担当しました。26年
前、三島市民文化会館で三島市主催の
「ストップ・ザ・地球温暖化キャンペ
ーン」のキックオフミーティングで、
約 700 人の参加者に廃棄物分別や省エ
ネなどの講演をしました。 
聴衆の 1 人だった静岡県環境部長が

講演内容に共感してくださり、県や市
町の担当職員延べ 300 人に講演する機
会を依頼されました。山口東司さん談 
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源兵衛川でミシマバイカモの手入れ
中、ＮＨＫの取材を受けた山口東司さん 

自転車旅の俳優・加藤諒
さんと会話する山口さん 

▲▼源兵衛川での環境出前講座で活躍 



 

 

楽寿園の窮地を救った資産家 

谷田の海運王 緒
お

明
あき

 圭造
けいぞう

 
慶応 3（1867）年、天城湯ヶ島町（現伊豆市）の旧家足立家の 4男として生まれる。

16歳の頃、緒明菊三郎と出会い、菊三郎の長女仲子の婿に迎え入れられる。 

菊三郎の父嘉吉は戸田村の船

大工だった。安政元（1854）年、

富士郡宮島村（現富士市）沖合で

ロシア軍艦ディアナ号（艦長プチ

ャーチン）が沈没し、江戸幕府は

代船を建造することを許可する。その場所に戸田村が選ばれた。

船大工の棟梁 7 人の造船世話掛が決められ、嘉吉はそのひとり

だった。ロシア人技術者の指導の下、船大工たちは未知の造船技

術に取り組んだ。10 歳だった菊三郎は、毎日父に従い現場へ行

き、手伝いながら西洋造船技術を学んだ。幕府の要請を受け、7

人の船大工が中心になって同型の船が次々と建造されることとなる。江戸末期に菊三郎は上京し、幕府の支援を受

け京橋近くで緒明造船所を開設し、造船業をはじめた。明治 5（1872）年、嘉吉は 71歳で他界し、菊三郎は榎本武

揚の配慮で函館に敗走する幕府軍艦から下船し、戸田に戻った。その後も東京で造船業を経営する傍ら、榎本武揚

の提案で永代橋・両国間で小蒸気船を運航し、隅田川一銭蒸気船が成功し、財を成した。明治 16（1883）年、品川

沖第 4 砲台跡（現天王洲駅辺り）を明治政府から借用し、本格的な造船所を設立した。日清戦争、日露戦争で船舶

の需要が高まり、大型木造船建造は大成功した。 

娘婿の圭造は上京して菊三郎のもとで修業した。菊三郎の死後、海運こそ日本の将来に役立つ仕事と考え、造船

業から海運業へ転換し、東南アジアへの貿易を開始し、更に事業は拡大した。小笠原諸島への航路は日本郵船が運

航してきたが、第 1次大戦の船不足により運航が中断されてしまうと旧東京府の要請を受けて圭造は明治 42（1909）

年に購入した「嘉代丸」を投入し、年 18回、横浜港から、八

丈島、父島と母島までを往復する定期運航を行った。 

また、現在の東京急行電鉄の基となる田園都市会社を渋沢

栄一らと協力して設立し、その後五島慶太が受継いだ東急に

て役員としても活躍した。 

圭造は、錦田村にあった谷田城跡（現谷田城ノ内）を別邸と

して購入し、狩猟好きだったので、数十匹の猟犬を飼って、東

京の名士たちと天城の山々へ行ったそうだ。 

楽寿園は、小松宮彰仁親王の別邸として、明治 23（1890）

年から建造された。小松宮家は 1代で廃絶し、明治 44（1911）

年、李王家の別邸へとして受け継がれた。大正末期、李垠夫妻

は世界一周旅行に出かける資金を捻出するため、別邸を約 30 

万円で三島町（現三島市）に払い下げると打診するが、当時 

の町の年間予算（28万円）では購入は難しかった。大正 14（1925）年、このことがしばしば新聞記事になると、錦

田村に住む圭造は東海の名園が分割されることを惜しみ、一括購入することを決意する。金融恐慌の煽りを受け、

結局 100万円近くを支払い、昭和 2（1927）年、緒明家の所有となった。 

戦後、市民から緒明邸庭園の公開を望む声が高まり、昭和 26（1951）年には市制 10周年の記念事業として緒明邸

の一部を公園化する構想が発案され、圭造の息子太郎は父圭造の遺志を受け、庭園の約半分程（3万坪）を三島市に

譲渡した。（契約上は超安値での売買とされる。）昭和 27 年 7 月 15 日に三島市立公園「楽寿園」として開園し、昭

和 29年に国指定天然記念物及び名勝に指定される。明治から続く緑豊かな庭園が残されているのは、圭造の尽力に

よるものといえる。 

緒明太郎やその娘婿實の死後、緒明邸の一部「梅御殿」や「街の森公園」が更に三島市に譲渡され、現在に至って

いる。   ※緒明家の家系図（右上）にある緒明實は、特定非営利活動法人グラウンドワーク三島初代理事長。 

参考資料：『楽寿園の名宝』（三島市郷土資料館） 
『郷土館だより Ｎｏ．28』（三島市教育委員会） 

『ＬＡ ＭＥＲ 海と船の雑誌・ラメール 2016年 9月・10月号 』（日本海事広報協会） 
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楽寿園 

▲『楽寿園の名宝』に掲載の家系図 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Smile スマイル 

 

            縁もゆかりも無かった三島に来て
ちょうど 30年経ちました。ＧＷ三島も創設 30年だそう
で不思議なご縁です。東京から三島への移住は（当時ま
だ移住という言葉は使われていなかったと記憶します）
重度のアトピー性皮膚炎の息子の転地療養が目的で、二
三候補地はありましたが、「三島はいい三島はいい。水
が綺麗で冷たいんだ」と飲む度に言う当地出身の母親を
持つ親友の言葉があってでした。最初は徳倉での仮住ま
いでしたが、三島を第二の故郷にしたい気持ちが強くな
り市内北端の佐野見晴台に居を構え、東京へ新幹線通勤
をしながらの現役時代でした。お陰様で二人の息子も元
気になり巣立って行きました。 
ＧＷ三島との出会いは、昨年 9月に町内の回覧で何気

なく見た、せせらぎ環境案内人の講座についての記事で
した。正直な所、ガイドになるという強い意志もなく、
コロナで時間もあるので三島の事を学んでみるのも悪
くないと言う軽い気持ちで始めました。それでもなんと
かオンライン座学と実習を無事修了し、せせらぎ環境案
内人の認定証をいただきました。昨年 11月 22日に富士
宮市富士見小の 4 年生を山口東司さんのサポートを受
け案内したのが初めてで、まだ本番を一人で行っていな
い初心者であります。その一日前に道順下見のため訪れ
た白滝公園で偶然見かけた観光客らしい二人連れの若
い女性に、よろしければ案内しましょうかと思い切って
声をかけ、白滝公園から源兵衛川広瀬橋までの短い行程
の案内をしました。最後別れる際に「三島って素晴らし
いですね、ありがとうございました」と笑顔で言ってく
れた事が忘れられません。 
今は週に一度木曜の朝に師匠の山口さんの下、指導を

受けながら三島梅花藻の里の整備に汗を流しています。
1月 2月のカワニナの引っ越しにも参加し、成長したホ
タルの幻想的な乱舞を源兵衛川で子や孫と見ることが
でき感無量でした。今後もできる範囲で無理なくＧＷ三
島の活動に参加できればと思います。 

 
 

 

 

【寄稿】 

松毛川から始まった職員生活 

美和
み わ

 将弘
まさひろ

さん 

 

ＧＷ三島せせらぎ環境案内人 

宮浦
みやうら

 雅弘
まさひろ

さん 

 2014 年にＧＷ三島の職員として三島に来てから今年
で 9年目になりました。会員の皆様をはじめ、日頃、多
くの方々の支えのおかげで事務局の運営を行うことが
できております。この場を借りて感謝申し上げます。 
 私とＧＷ三島の出会いは、2008 年、私が大学 2 年生
の頃、「環境計画学実習」という授業の一環で三島を訪
れた事がきっかけです。その際、源兵衛川をはじめＧＷ
三島の実践地をいくつか訪れたのですが、中でも私の印
象に強く残ったのが松毛川でした。 
 当時の松毛川は、まだＧＷ三島が本格的に環境再生に
取り組む前の段階で、湖面はホテイアオイに覆われ、河
畔は竹林に埋め尽くされ、ところどころに不法投棄の大
小雑多なゴミが散乱するあり様でした。渡辺専務による
案内のもと松毛川を見て回り、その後グループワークで
松毛川の環境再生計画を立案・発表する、という実習内
容だったのですが、私は、三日月湖という他にはない地
形、狩野川や沼津アルプス・広大な田畑などの周辺環境
を含め、湖面から生き物の気配が強く漂う松毛川に大き
な魅力を感じていました。これだけ生物多様性のポテン
シャルが高い環境を再生していくための手法・計画を考
えることがとても楽しく、将来の職業としてこのような
事業や計画に携われるようになりたい、とこれ以降はっ
きり意識するようになったことを覚えています。 
 あれから十数年が経ち、松毛川は当時の醜態を思い起
こすのも難しいほどに生まれ変わりつつあります。 
 実際に職員として松毛川の環境再生に様々な角度か
ら携わるようになり、また時に現場で汗を流し、松毛川
の環境の変化を誰よりも近くで感じることができたの
は、これまでの私の職員人生の中でも最大のやりがい・
誇りとなっています。 
 職員として感じるＧＷ三島の活動のすごさ・他との違
いは、このような地道ながらも劇的な環境再生を本当に
実現してしまう、しかもそれが 1 箇所や 2 箇所ではな
い、という実行力の高さに尽きると思います。 
 今後の松毛川の展開も含め、「水の都・三島」の環境
再生にこの実行力をまだまだ発揮していけるよう、今後
とも皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いします。 
 

 
 
 
 
三島は富士箱根伊豆の中心に位置し富士山の湧水にも恵まれています。古より三嶋大明神が鎮座し源頼朝が源氏再興を祈願し成就

した地です。三嶋暦を制作し、江戸時代には宿場町で賑わいました。特に箱根越えの早朝、出発する三嶋大社前の風景を、歌川広重
が東海道五十三次の三島宿「朝霧」として描いています。このような歴史文化を継承しているからこそ、昭和 38 年に石油コンビナ
ート計画を中止に追い込み、高度成長時代に失われた湧水や三島囃子を復活させ今の三島があると感じずにはいられません。 

三島市には、よくＮＰＯ及び一般社団など地域に根差した街づくり団体が多いと言われます。私も各団体 
に所属し多くの事業に携わってきましたので、郷土愛も強く三島の事は何でも知っていると思っていました 
が、朝の三島を歩いてみて、何と知らないことが多かったかと気づかされました。 

            2019年 5月 1日、令和になった日の早朝、三嶋大社にお参りに行ったのが始まりです。以来毎日お参りに
行き、10日程して新町橋へ行くと、親水公園や遊歩道が整備されており、せせらぎの音、鯉の姿、野の花、
水鳥、朝日のあたる霊峰富士等々に、朝の散歩は贅沢な環境であると気づきました。源兵衛川では、湧水と
水草、夜明けと共に飛び立つ鴨。桜家近くでは漂う鰻のいい香りの煙、三石神社を越えると、せせらぎ沿い 

から伊豆箱根鉄道を真下から眺めることができるスポット。水の苑緑地では、カワセミを待ち構えている 
カメラマン。中郷温水池では野鳥の群れと湖面に映し出される霊峰富士。三島はコンパクトで路地や寺社 
仏閣が多く、市街地に「せせらぎ」が流れ、自然とのバランスを楽しめる街だと思います。 
仕事先でも朝散歩は欠かしませんが、三島より良かった街が思い当たらない事もあり、昨年よりＮＰＯ 

法人地域活性スクランブルフォーラムで「朝の街みしまプロジェクト」を進めています。朝が気持ち良い 
街・朝食がおいしい街・朝活動している街、このコンセプトを取り入れた散歩を定期的に行うことで、市 
民に朝の魅力を知ってもらい、更なる街づくりに繋がることを模索しています、この様な環境を維持拡張 
していただいているＮＰＯ法人グラウンドワーク三島の活動には感謝しかありません、歩いてみないとこのありがたさは感じないの
かもしれません。せせらぎの朝歩きは昼間の倍は楽しめます。     ＮＰＯ法人地域活性スクランブルフォーラム 室伏 強  
 

「朝の街みしまプロジェクト」 

 

 

パッションＮｏ．４３ 

－5－   －5－ 

“三島の縁” 
 

【寄稿】 

ＧＷ三島事務局職員 

 
 

 

 



ＧＷ三島の活動記録 2022 年 2 月 1 日－2022 年 5 月 31 日 
日 

視察来訪者記録 R4.2.1～Ｒ4.５.31 
月 日 曜 事  業  名 内  容 場  所 人数 月 日 視 察 団 体 数 地 域 

2 
5 土 

松毛川ワンデイチャレンジ 耕作放棄地の草刈り 松毛川 6 3 12 静岡大学 9 静岡県 

源兵衛川ワンデイチャレンジ カワニナの捕獲・放流、草刈り 源兵衛川 15 5 1 東京理科大学 7 東京都 

19 土 

 

源兵衛川環境再生ワンデイチャレンジ 草刈り、通路補修 源兵衛川 8 

26 土 松毛川ワンデイチャレンジ 植樹地整備 松毛川 7 

3 

5 土 松毛川ワンデイチャレンジ 植樹 松毛川 9 

9 水 
松毛川ワンデイチャレンジ 植樹 松毛川 25 

三島梅花藻の里ワンデイチャレンジ 花苗の植栽 三島梅花藻の里 5 

12

. 

土 松毛川ワンデイチャレンジ 植樹地整備、植樹 松毛川 7 
19 土 境川・清住緑地ワンデイチャレンジ 

ワンデイチャレンジ 

ワンデイチャレンジ 

草刈り、ゴミ拾い 境川・清住緑地 8 

21 月 松毛川外来生物観察会 生き物観察会 松毛川 10 

26 土 松毛川千年の森シンポジウム 生き物たちの楽園・巨木巨樹の保全活用を考える 三島市商工会議所 4 階 30 

4 
9 土 松毛川ワンデイチャレンジ 植樹 松毛川 6 
16 土 鎧坂ミニ公園・みどり野ふれあいの園整備 草刈り 鎧坂ミニ公園・みどり野ふれあいの園 6 

29 金 松毛川ワンデイチャレンジ 「三島桜の里」整備、植樹 松毛川 15 

5 28 土 腰切不動尊大祭 御堂の清掃、読経、シャギリ奉納 腰切不動尊 30 

〈源兵衛川環境出前講座〉★5/27沢地幼稚園 25名 

〈定例作業〉★三島梅花藻の里 18回   ★源兵衛川 4回   ★鏡池ミニ公園 4回   ★桜川 4回 

★宮さんの川 4回   ★境川・清住緑地愛護会 4回   ★雷井戸 4回 

★沢地グローバルガーデン 4回 

〈定例会議〉★編集会議 8回 

〈募金活動〉★東日本大震災、ネパール地震、熊本地震、大阪北部地震、松毛川の森を守る募金 

西日本豪雨災害支援募金 随時 
〈署名活動〉★三島駅南口「水の都・三島｣を財政破綻と魅力破壊から守る署名活動(含勉強会） 随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境川・清住緑地 土手下草刈り ワンデイチャレンジ 

徐々に変わっていく街・・・どこへ行く？ 

三島市と清水町の境に位置する「境川・清住緑地」は市街地にあり、富士

山からの湧水が噴出し、多くの動植物が生息する豊かな水辺自然環境が残る

「ビオトープ・自然公園」である。 

2020年 8月には、南側に隣接する養魚場跡地約 3,000㎡が、ＧＷ三島の助

言のもと、新たな「大湧水公園」に整備された。豊かな湧水と里山・谷地田

の環境を活かした自然公園づくりや、現場での市民参加の工事方法の提案、

地元関係者との合意形成、境川の豊かな水辺自然環境を保護・保全する「ミ

チゲーション工法（多自然型工法）」を提案し、専門家・仲介役としての役

割を果たしてきた。 

 3月 19日、公園の横を流れる一級河川・境川の土手に繁茂する外来種の雑

草を排除し、在来植生が生育する環境を取り戻すための下草刈り作業と、川

の中に移植した水生植物や貴重なミシマバイカモが元気に生育できるための

水辺環境の整備を行った。 
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3 月 12 日、中村純子エフ

エムぬまづの元パーソナリ

ティが定期配信している番

組（クラブハウス「くらはス

マサタ発酵美人塾」）に渡辺

専務理事がゲスト出演した。 

約 1時間半、人生、グラウ

ンドワーク三島の活動など

について、いつもの名調子で

たっぷり話した。 

  

「第 38回三島ホタルまつり実行委員会」に小松幸子理事長出席 

渡辺豊博ＧＷ三島専務理事 

「くらはスマサタ発酵美人塾」 
（中村純子の番組）に出演 

2021 年撮影の
ＧＷ三島事務所
とＧＷ 三 島の
「せせらぎ環境
案内処」 

➔2022 年撮影の
ＧＷ三島事務所
と、前が更地よく
見えるようにな
った浅間神社 

 5月 17日、三島市役所大

社町別館で、6月 11日に開

催予定の三島ホタルまつり

実行委員会が開催された。

ＧＷ三島からは小松理事長   

が出席。秋山峰治実行委員長が挨拶し、事務局の（株）エフエムみしまかんなみの小坂真智子さんが進行役を務め

た。関係者から資料の説明があり、小松理事長は本部の担当となった。3年ぶりのこの事業、好天を願うばかりだ。 

ＴＢＳラジオ 

「ラジオで語る昭和の話」 
聞き手：宮崎美子、石澤典夫 

2 月 6 日、「富士山 日本

一の山のはなし」と題し富士

山の本質と素晴らしさ、同時

に負の実態をも知って欲し

いと、渡辺豊博ＧＷ三島専務

理事が出演した。 

富士山の歴史、噴火、日本

人の魂、富士講、富士山信仰、

存在意味意義、恩恵、水の山、

火の山、観光の山、傷つく山、

世界文化遺産登録による問

題、文化芸術文学への影響、

富士山の価値、富士山登山の

心得、ＮＰＯの役割などの解

説が、約 1時間放送された。 



  源兵衛川環境再生 
ワンデイチャレンジ「ＳＤＧｓ 実践塾」 

 

松毛川千年の森づくり 
ワンデイチャレンジ 

 

「三島アメニティ大百科・別冊付録 No.8」  「三ツ谷
み つ や

工業団地」 
三島工業団地（長伏）、沢地工業団地に次ぐ市内 3番目の大型工業団地が「三ツ谷工業団地」。三ツ谷新田から谷

田（台崎）地先にわたる全体面積約 21.1ｈａで、全 6区画。東駿河湾環状道路塚原新田インターチェンジから 3.4

ｋｍの国道 1号三ツ谷バイパス沿い、標高約 280ⅿの高台にある。 

「三ツ谷地区新たな産業拠点整備区域」として、平成 25年度“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組におけ

る推進区域の指定を受け、事業が進められた。「“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組」とは、東日本大震災の

教訓と新東名高速道路の開通を契機に、平成 25年度から開始した 1期 5年全 3期の合計 15年を計画期間とした、 

    静岡県が推進する地域づくりの取組だ。 

平成 28（2016）年、土地区画整理組合を設立 

し造成を進め、2019年に工事が完了した。県・ 

市が補助金を出し誘致が推進され、製氷会社な 

ど県内外の 5企業の進出が決まった。令和 4 

（2022）年 3月、新型コロナウイルスの感染症 

迅速診断キットなどの製造販売業者（伊豆の国

市）が決まり、完売した。防災・減災と、地域 

成長を両 

立する拠 

点となり、 

雇用創出 

を目指す。 

   

 

 

「福岡アジア都市研究所・都市セミナー」に 
渡辺豊博専務理事が登壇 

2月 19日、源兵衛川中流部・

第 4ゾーンの外来植物の草刈り

とゴミ拾いを行った。ここは、自

生したゲンジボタルが 5月上旬

から乱舞するゾーン。川に入って

の作業は、3月になるとホタルの

幼虫への影響もあり、水量の減っ

ているこの時期が最適。このよう

な、継続的に地道な市民活動によ

って「水辺の宝物」である源兵衛

川が守り続けられている。 

 

 

 松毛川は、狩野川流域に唯一残された旧河川敷の

「止水域」で、貴重な河畔林が両岸に広がる「生き

物たちの楽園」である。1 月 13 日、第 6 回三島市

景観賞「優秀賞」にＧＷ三島の「富士山の秀麗・壮

大な景観美・松毛川の千年の森」が選ばれた。ＧＷ

三島の 20 年間にわたる松毛川での森づくり活動の

成果であり、支援者に深く感謝している。 

活 動 実 施 日 

2021 年度 ■第 14 回 2 月 26 日植林地の整備、

竹の伐根・処理、下草刈り ■第15回 3月 5日 木

の植樹、下草刈り、清掃作業  ■第 16 回 3 月 12

日 苗木の植樹、下草刈り、清掃作業 

2022 年度 ■第 1 回 4 月 9 日松毛川右岸（三島市

御園地区）の河畔林・樹林帯を再生するために、

潜在自然植生である 12種類の苗木の植樹と植樹

地の肥料となるチップの散布、清掃作業  ■第 2

回 4 月 29 日三島桜の苗木の植樹、下草刈り 
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ＧＷ三島では、2020年に「アジア都市景観賞」を受賞し
た。3月 11日の 16:00～17:30には、本賞の主催団体の１
つである（公財）福岡アジア都市研究所が開催する「令和
3年度第 3回都市セミナー」において、本賞の他の受賞団
体代表者とともにＧＷ三島の渡辺専務理事が登壇し、三島
の環境再生について講演・パネルディスカッションを行っ
た。このセミナーは、事前登録すれば、ＺＯＯＭで誰でも
視聴可能なオンライン開催だった。 

 

 

「アジア都市景観賞」
受賞で作成した横断幕 

 

 

 

※写真は進
出した企業
のいくつか 



 

 

 

ご寄付をありがとう

ございます。募金の趣

旨を生かして大切に使

わせていただきます。 
＊東日本大震災支援募金 

＊ネパール地震支援募金 

＊熊本地震支援募金 

＊大阪北部地震支援募金 

＊松毛川の森を守る募金 

＊西日本豪雨災害支援募金 

撮 影 者：やまぼうし  
撮影場所：誓願寺(三島市役所そば)境内 
タイトル：誓願寺のユリノキの花 
ひとこと：ユリノキは本堂の屋根を越える
高さで、ゴールデンウィーク頃に黄色い花が
咲く。今年も沢山の可愛らしい花を着けてい
た。花、葉の形からチューリップツリー、ハ
ンテンボク(半纏木)とも呼ばれる。 県内で
は駿府公園、清水山公園等でも見られるとの
こと。     撮影日時：2022.5.9.12:34 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【投稿方法】撮影者の氏名、住所、電話、撮影場
所、撮影年月日にひとこと添えて、Ｅメールに添
付し、ＧＷ三島事務局まで。 
Ｅメール：info@gwmishima.jp 

 

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（ＶＮ）77 号の編集ほか 
浅井 一哉   河田 惠美子  岸野 和子  城所 徂帝   
小松 幸子   佐々木 覚  相馬 幸永子  前田 充子    
水野  幾子   山﨑 多紀子    山田 勝造 

ＧＷ三島事務局担当：美和 将弘 

三島市内の写真集  

－8－ 

 

飛び出す編集室 
 

松毛川で「千年の森づくり」 

の説明を受けるグローバル文化交流協会 

ガーデンで、よい汗を流し 

中村瑞歩(筑波大学大学院生)さん 

修士研究のインタビューに来訪 

 

 

 

4月 5日は、グローバル文化交流協会のメンバーが松毛川の散策

をし、小松幸子理事長が経緯や現状・計画等を説明した。富士山

も姿を見せ、第 6 回三島市景観賞を受賞した「富士山の秀麗。壮

大な景観美・松毛川の千年の森」の評価に重なるものとなった。 

長伏公園周辺は多くの桜が満開で、そこから狩野川の土手を歩

きながら沼津市側の大平地区を望むと、河川敷には黄色い菜の花

畑が広がっていた。松毛川の河畔林に沿って歩き、昨秋種蒔きし

たレンゲも咲いているかと思ったが、一面ホトケノザの花だった。 

広々とした風景の中に身を置いて、参加者は「三島にこんな素

敵な場所があったのか」と驚いていた。会としても、クラウドフ

ァンディングに協力しているので、一層興味が湧いたようだった。 

 

 

 

4月28日に中村

瑞歩さんがイン

タビューに来訪。

小松幸子理事長

が対応した。越沼

正理事、山口東司 

計画・方法、期待される学術的成果、同社会

的成果等の研究計画書も示し、熱心に聞き取

り調査。後日、丁寧な礼状が届いた。 

  

 

 沢地グローバルガ

ーデンの春は花が彩

る。以前ネパ―ルの

子供たちと植えた国 

花・シャクナゲも赤い花を

咲かせた。5 月 15 日は、

皆でグラジオラス等の球

根を各所に植えた。作業後

は、貴重な交流休憩時間。 

この日は「徘徊・俳諧」が話題になった。月 1回

の作業日は、どなたでも大歓迎。一緒にいかが？ 

インストラクターにも同様の

インタビューをしたそうだ。 

内容は、ＧＷ三島の設立の

経緯、会員の構成、活動全般、

桜川と源兵衛川での活動、両

河川の地域住民や観光客につ 

いて等。研究テーマ、目的、 


