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令和 4 年度・通常総会・意見交換会・交流会 開催 
6月 18日（土）14：00より、三島市民文化会館大会議室で、令和 4年度通常総会（ＺＯＯＭでの視聴も可能）

が開催された。来賓のご挨拶や祝電披露の後、第 1 号議案「令和 3 年度事業報告及び活動計算書承認の件」、第

2号議案「令和 4年度事業計画及び活動予算書決定の件」、第 3号議案「評議員選任の件」、第 4号議案「役員選

任の件」、第 5議案「その他」が審議され、いずれも承認された。下は、新三役を含む理事、監事、評議員。 

令和 3 年度は、源兵衛川と連携した新たな「御殿川水辺整備計

画」の策定と「水辺のテラス構想」の模型製作を、東京理科大学建

築学科岩岡研究室との協働事業により進めた。農業事業では、三島

市初の「新銘柄米」として農林水産省の認証を受けた「ゆめみしま」

の生産と、耕作放棄地の花畑化による御園地区の景観形成に取り組

んだ。松毛川では、静岡県東部農林事務所による環境整備事業が進

められており、自然環境調査を行い、環境と調和した整備工法の提

言と大溝川のポケットパーク化整備案の提言を行った。 

 実践活動は、松毛川河畔林の維持管理・植林・三島桜の里づくり

や大場里山再生によるメダカの池整備、三島梅花藻の里・鎧坂公園・

鏡池公園・みどり野ふれあいの園横の公園などの維持管理、源兵衛

川でのホタルの餌・カワニナの放流や絶滅危惧種・ホトケドジョウ

の生息環境の保全活動を行った。 

令和 4年は、設立 30年目となる年。「設立 30周年記念事業」と

して、英国グラウンドワークスタディツアーの企画やネパールへの

バイオトイレ設置活動、記念誌の発行、グラウンドワーク全国研修

会の開催、東北復興視察交流ツアー、大場里山再生若者協働事業な

ど、今までの総括のうえに発展的展開への飛躍を目指す。 

 意見交換会は同所で、問題提起に「グラウンドワーク三島が成し

た 30 年の活動成果と今後の役割～右手にスコップ・左手に缶ビー

ルのノウハウと秘訣～」と題して渡辺豊博ＧＷ三島専務理事（農学

博士）が語ってスタート。参加者の自由討論、意見交換、質疑応答

などが活発に行われた。交流会は、ＧＷ三島の事務所で開催。              

 なお、当日は、総会に先立ち、理事評議員合同会議を開催した。 
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鎧坂
よろいざか

ミニ公園 

ワンデイチャレンジ 
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令和 4年度「水の週間作文コンクール」の 
「知事賞受賞作品」(中学生の部) 
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「鎧坂ミニ公園」は、約 40坪の憩いの場。

1993 年、ゴミ捨て場化していた空き地を三島

青年会議所が中心になり、町内会、子供会、老

人会、行政、地元企業の協力で整備再生した公

園で、ＧＷ三島は調整役を担った。地域住民が

維持管理を続けてきたが、高齢化や人手不足

が課題である。 

7月 9日、公園内の雑草や芝生の草刈り、樹

木の剪定などの作業を行った。 

 
 

 

元理事の速水
は や み

洋志
ひろゆき

さんとのお別れ 

台湾「国家発展委員会」が三島視察 

 

7月 3日、台湾の政府機関で地域創生政策を担当する「国家発

展委員会」関係者が、ＧＷ三島の視察に来た。現場を見る以前に

「地域をリードする人材育成の方法、多様な組織のまとめ方、具

体的に地域をどのような手順で変えていくのかのアクションプ

ラン、政府としての役割と主導性とは、地域資源・環境資源・人

的資源の発掘と育成の戦略」など、渡辺豊博専務理事を質問攻め

にした。今後、台湾に出向いての指導・助言を強く要請された。

コロナ禍の沈静化とともに台湾との往来が増加すると思われる。 

 一行は、源兵衛川の涼しげな水辺の風景に感動していた。コン

クリートに地域愛や個性は入らないことを力説。市民がまちづく

りの主役。行政の市民への徹底的な情報公開と市民目線、専門家・

ＮＰＯとの協働がなければ、斬新で画期的なまちづくり、持続可

能な地域創生はできないことも伝えた。 

 

  

ＧＷ三島元理事として、 
本会創立以来の活動に多 
大なご理解とご尽力いた 
だいた速水洋志さんが、8 
月 27 日、78 歳で永眠され 
ました。 
これまでのお力添えに 

心より感謝申し上げます
とともに、謹んでご冥福をお祈りします。 
 速水さんは、いつも優しいまなざしで、
皆を温かく励ましてくださいました。創立
の翌年・平成 5（1993）年 5 月に実施され
たＧＷ三島主催の第 1 回英国ＧＷ視察に
も参加され、ＧＷ三島の礎をともに築いて
きた同志のような存在でもありました。ど
うぞ、これからも、私たちの活動を見守っ
てください。        合掌 
 
 

 

沢地グローバルガーデンの整備作業 

 

になっている。 

これまで、地域

住 民 や 外 国 の

方々も作業に参

加し、楽しく交流

を深めている。  

 8月 27日の午後、沢地グローバルガーデン

の整備作業を行い、草刈り機数台も入り、すっ

きりガーデンになった。ここは、休耕畑を借り

て、長年、出会いのガーデンとして憩いの場 

「藤岡弘.の湧き水探訪」に出演 

 

8月 26日、ＮＨＫ静岡「たっぷり

静岡＋『藤岡弘.の湧き水探訪』」で、

俳優の藤岡弘.さん「源兵衛川」や

「三島梅花藻の里」を訪れ、渡辺豊

博専務理事と富士山からの湧き水

談義を繰り広げた。源兵衛川の水辺

再生への苦労や、富士山の湧 

 

 静岡県が毎年募集している「水の週間記

念作文コンクール」では、小松幸子ＧＷ三

島理事長が審査員を務めている。令和 4年

度の知事賞（最優秀賞）を受賞したのは、

不二聖心女子学院中学校 2年の石川怜奈さ

んの作品「私たちの大事な水」。三島の湧

水の豊かさと三島駅南口東街区再開発事  

 

き水の大切さを熱く語り、9月 10日には、全国放送された。 

 

 

業の地下水への懸念や思いをまとめている。ぜひご一読を！ 

 



ふるさと三島人物伝３８ 

   明日が来るのが楽しみ         

      ＧＷ三島インストラクター 田村
た む ら

 和幸
かずゆき

さん 

               （三島市芙蓉台在住） 
 

昭和 14（1939）年、東京市（現東京都）渋谷区で三人兄弟の次男として生まれる。幼少

時は第二次世界大戦のさなかで、満 5 歳の時、強制疎開させられた。兄はすでに亡くなっ

ていたので、一人で父方の親戚（現千葉県白井市）と母方の親戚（現千葉県佐倉市）に預けられた。両家とも格

式の高い蔵のある家で、躾が厳しかった。小学校 5年 2学期まで、両方の家を行ったり来たりの生活だった。自

分の仕事は、水汲み、五右衛門風呂の湯を立てること、清掃などで、それ以

外の時間は、蔵の中の蔵書を手あたり次第読んで過ごした。 

 昭和 25（1950）年、東京（世田谷区）に戻った。当時、日本一のマンモ

ス校だった区立若林小、中学校に通った。社会活動で、通学路の交通整理、

川や神社の境内の清掃、老人ホームの慰問などに参加した。戦後生まれた 5

人を含め 7人兄弟の長兄だったので、家庭の経済状況はよく分かっていた。

新聞配達や商店の注文取り、配達、出前、屑拾いなどをして学費の半分を稼

いでいた。高校は職業を身につけられる東京都立世田谷工業高等学校（現

都立総合工科高等学校）を選び進学。アルバイトと奨学金で学費を賄った。

卒業後、東京電機大学（2部）に入学し、富士通信機械製造株式会社（現富

士通）に入社。コンピューターの設計、開発に携わり、電気計算機、電子計

算機、ワープロ、ノートパソコン、ネットワークの開発などハードウエア部

門の仕事に従事した。時代の先端技術に関わっていたので、数多くの高名な学者に出会えたことは幸運だった。 

 25 歳の時、川崎市で結婚し、女児 2 人が誕生。残業が多く、19 年間も単身赴任していたので、家族には大変

な思いをさせた。昭和 54（1979）年、富士通沼津工場に転勤。娘たちに職場案内をした後、三島の白滝公園で遊

ばせた。娘たちは、三島が気に入り「ここに住

みたい」と言った。それを聞いた工場長の紹介

で芙蓉台に新居を構えた。 

 富士通には、「45歳研修」という制度があり、

職場を離れて様々なことに挑戦し、退職後の社

会人としての生きがいを見つけることを目的

に、幅広い分野の講座が開かれていた。天文、

科学、文学、絵画など有名な講師の講義を受け

た。そこで得たものはとても大きかった。 

 平成 7（1995）年、56歳で定年退職。1年間

の嘱託を経て悠々自適の生活を送ることになった。今後、三島で活動する上で

必要な資格を得るために、妻の勧めもあり、情報収集と受講の申し込みをした。

やれることは全てやろうと意欲的に行動開始。富士山クラブ、ＧＷ三島、三島市

ふるさとガイドの会、老人ホームの慰問等々、一時は 27の組織に所属していた。

子供も自立し、これからは夫婦二人での生活が始まると思っていた矢先、妻が

末期がんの宣告を受けた。10 年前、妻が亡くなるまで、自宅での闘病生活を全

身全霊で支えた。 

 振り返ってみると、自分にとって「ふるさと」といえるのは千葉（佐倉市）と

東京（世田谷）だと思う。現在では、三島市在住期間が最長。人は生まれた時代や場

所、環境などで人生が変わる。幼少時の戦争や疎開の体験では、人の生死の過酷な状

況を目の当たりにした。貧しい生活の中でも、自分のことは自分でやること、収入の

途を得て稼ぎがあることなど生活に張りがあった。蔵の中の書物や父親が買ってくれ

た古本の少年雑誌で様々な知識を得て、生き方も学んだ。入社時に「仕事を辞めた時

のことを考えろ」といわれたが、人生、借りもなければ貸しもない生き方を貫いた。 

 趣味はハーモニカや尺八などの楽器演奏。今、「明日の夜明けが楽しみ」。新しい出

会いがあり、何かハッとすることにも出会えるから、日々わくわくして過ごしている。  
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▲天文や美術にも造詣が深い田村さんは、腰
切不動尊例大祭でも頼りにされる。歴史が書
かれた古い表示板を説明する田村さん。 

▼旅行会社社員、
ＧＷ三島に視察研
修で来訪。9人が 

案内担当。
前 列 左 か
ら 6人目が
田村さん。 



米国初代駐日公使、三島にも滞在 

日米修好通商条約締結の       

       タウンゼント・ハリス（Townsend Harris） 

 

1804 年、ジョナサン・ハリスの六男としてニューヨーク州北部のサンデーヒル（後のハ

ドソン・フォールズ）に生まれる。父は陶磁器輸入業を営むが貧しく、中学校卒業後はすぐ

に家業を助ける。独学でフランス語、イタリア語、スペイン語を習得。政治や貧困家庭の子

女の教育向上に関心を持ち、1846 年から 2年間、ニューヨーク市教育委員会の理事長に就

任する。1847 年、全てのニューヨーク市民を対象とした無料の大学「フリーアカデミー」

（現在のニューヨーク市立大学シティカレッジ）を創設する。家業の経営が悪化し、1849

年、サンフランシスコで貨物船の権利を購入し貿易業を始める。清、ニュージーランド、インド、マニラなどを中心

に航行。1853年、マシュー・ペリー率いるアメリカ東インド艦隊の日本への第 1 次遠征に同乗を頼むが、軍人でな

いため認められない。貿易の経験と日本への強い関心から駐日領事の就任を望み、政界人から推薦状を得るなど政

治的に働きかける。1855年 8月 4日、大統領フランクリン・ピアースより初代日本駐在総領事を任命される。 

1855（安政 2）年 10 月、ニューヨークを出発。ヨーロッパ、インドを経由し、ペナンからオランダ人通訳官ヘン

リー・ヒュースケンが同行、1856（安政 3）年、サン・ジャシント号にて下田に来航する。幕府は日米和親条約の通

訳の不備を理由に駐在を拒み、紛糾する。ハリスに押し切られ、開港以来米人の休息所に指定されていた玉泉寺 (下

田市)が仮の宿所となり、9 月、正式に米国領事館となる。ハリスは何度も江戸出府を要請するが、幕府は条約の調

印を引き延ばしたいため認めない。結局、約 14 カ月、下田に逗留する。その間、日米

和親条約の見直しなどについて下田奉行井上清直・目付岩瀬忠震と交渉し、1857（安政

4）年 6 月、下田協定が調印される。暇な時は散歩に出て、下田の町や人の生活を観察

する。ハリスが歩いていると、地元民は寄ってきて、子どものように衣服や持ち物を珍

しがった。ハリスも「喜望峰以東で最も優れた人民」と記すなど、下田の人々を好意的

に思っていた。また、食生活でも、ハリスは存在感を示す。牛乳や牛肉を食していない

時代に、ハリスはイノシシのハムを作り、牛乳や牛肉を要求する。玉泉寺の碑（屠牛木

供養塔、牛乳の碑）は、異なる食文化が日本最初に到来した証といえる。 

江戸出府が許され、1857（安政 4）年 11月 23日、下田の人々によって作られた手作

りの星条旗を掲げ、下田を発つ。梨本村（現河津町）の慈眼院、湯ヶ

島村（現伊豆市）の弘道寺に宿を取り、25日、三島に着く。宿の本陣

八文字屋世古六太夫（現在のみずほ銀行周辺）は、大名などが休泊す

る高級旅籠。「今夜の私の休息所は本陣であったが、それは最も身分

の高い人たちのための休宿所である。」「私は、非常に居心地がよかっ

た。背後には矯樹や小さい築山や岩石のある庭があり、小池があって、

おとぎの国の小人でもなければ渡れぬような橋がいくつかかけてあ

った。」と日記に残している。箱根を越え、11月 30日、江戸に入ると

蕃書調所（現在の九段坂下周辺）に滞在する。数回の事前会合をし、

12月 7日、第 13代将軍徳川家定に謁見し、大統領親書を上呈する。 

12月 11日より、下田奉行井上清直、目付岩瀬忠震と交渉を開始す

る。翌年 2月下旬まで 15回談判し、交渉が終わる。1858（安政 5）

年 6月 19日、日米修好通商条約の締結。これによりハリスは初代駐日公使となり、下田の領事館は閉鎖され、元麻

布（東京都港区）の善福寺が公使館となる。調印は、７月 29日、神奈川沖に泊まっているポーハタン号の上で行わ

れた。当初の予定では、開市は 1862年元旦であったが、在留外国人に対する襲撃や焼き討ちなどにより、1860（万

延元）年 8月、アメリカ国務長官ルイス・カスに江戸の開市の延期を進言する書簡を送るなど、画策する。5月 2日、

将軍家茂の名で「七年間の両都・両港の開市・開港の延期を要求する直書」が各国公使に出され、11 月にはイギリ

ス、12月にはイギリス以外の各国が開市延期に同意。1862年（文久 2年）5月、病気を理由に帰国する。 

帰国後、公職には就かず、生涯独身であった。1876 年には保養地のフロリダ州に移住、1878 年に 74 歳で死去。

ニューヨーク市ブルックリン区のグリーンウッド墓地にある墓には日本の石の灯篭が建てられ、桜の木が植えられ

ている。彼の功績と通商条約締結の成功を称え、墓石に「アメリカ国民だけでなく日本国民にも満足を与えた」と記

され、ニューヨーク市立大学シティカレッジ図書館には、駐在時に日本人に作らせたとされる星条旗、書状や所有

物などが展示、保存されている。  

 参考資料：『日本滞在記下』上中下（タウンゼント・ハリス坂田精一訳、岩波文庫）、『伊豆と世界史』（桜井祥行、批評社） 
『図説下田市史』（下田市史編纂委員会、下田市教育委員会）、『ふるさと三島』（土屋寿山・稲木久男） 
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▲旧東海道の世古本陣址より望む東()と西() 
かつて宿場町の本陣や旅籠で賑わっていた通り 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

 

 
 

 
  

 

Smile スマイル 

 

はじめてグラウンドワーク（ＧＷ）三島との事業に取
り組んだのは 2014年で、遊水池に公園を整備するとい
う計画に危機感を抱いたからでした。公園の整備には
多額の費用が必要ですが、加えて、継続的に管理費を負
担しなければなりません。公園が欲しいというのは典
型的な住民ニーズですが、自治体はニーズに応えれば
応えるほど、自身の首が締まっていくというジレンマ
に直面します。経営のつじつまが合わないのです。 
人口が増加し、経済が成長し、税収も伸びていく時代

はそれで良かったと思います。確実な「未来予測」がで
きる時代だったとも言えます。今、私たちは、人口減少、
少子高齢化というフレーズを耳にタコができるほど聞
かされています。人口ボーナスが消えた日本社会はと
うの昔に曲がり角を過ぎ、異なるステージに突入して
います。しかし、行政は、いまだ舵を切ることができて
いません。ただでさえ財政に不安を抱える自治体は、公
共サービスで全てのニーズに応えることは不可能です
し、多様化した社会課題に単独ではどうにもならない
状態になっています。 
この状況を打破する手段として「公民共創」がもては

やされています。社会貢献を掲げる企業も増え、それら
の企業に社会問題の解決を担ってもらうというのは一
つの理想です。しかし実際に、ビジネスで解決できる領
域は限定的です。個々の自治体はビジネスが成立する
だけの規模を待てず、公平性を前提とする自治体の調
達システムもまた参入を妨げています。 
実際にこの状況を突破できるのは、グラウンドワー

ク三島が掲げる、市民・企業・行政がパートナーシップ
で行う環境改善のまちづくりなのだと思います。持続
可能なまちづくりの仕組みとして、グラウンドワーク
三島の活動がさらに発展し、他の都市の規範となって
いくことを強く期待しています。そして微力ながらお
役に立てればと考えております。 
 

 

 

【寄稿】 

ＧＷ三島理事 

中島
なかじま

 一彦
かずひこ

さん 

 
 
 
 

 

御殿川散策ルートの可能性 パッションＮｏ．４4 
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GW三島の持続可能な 
まちづくりの仕組みに期待 

 

 

ずいぶん以前のことであるが、三島広小路駅近くに知人が設計した建物を見学した後に、せっ 
かくだからＪＲ三島駅まで歩いて帰ろうということになり、象設計集団のデザインした源兵衛 
川沿いの散策路に初めて出会った。それまで三島といえば東海道の旧宿場町、三嶋大社、うなぎ 
…、しか知らなかったが、木漏れ日とせせらぎに囲まれたあの時の体験は今でも忘れられない。 
それ以来、三島の街中を歩いて回る機会が多くなった。ＪＲ三島駅を降りてすぐ楽寿園に入り、 
園内の南出口から源兵衛川沿いを下って三島梅花藻の里あたりまで至る約 1.5ｋｍのルートは、 
観光客に対しての理想的な散策経路となっている。問題はその先の帰りのルートである。三島市 
の観光マップでは、三島梅花藻の里から県道を横切り、佐野美術館内の隆泉苑内を通過して三島 
田町駅方面に向かい、三嶋大社の大鳥居へ至るルートが提示されているが、もし＜いずっぱこ＞ 
の高架下から、市内を流れるもう一つの水脈である御殿川の脇を遡って、旧東海道へ至る散策路 
があれば、市内を徒歩で一周する回遊動線はより完成されたものとなるだろう。 
御殿川も源兵衛川と同様に、かつては私的な生活用水として使われていたこともあり、住宅地 

の裏側を走っている水路であるので川沿いに歩道はない。それゆえに遊歩道を川の中に新しくつくるか、あるいは川
に隣接する宅地の一部を歩道として借用しないと、新たな散策路を設定することができない。また、源兵衛川と比較し
て、御殿川の流水速度や川底の断面形状とは大きく異なる。このエリアには御殿地跡、腰切不動尊やお地蔵さん、さら
にお洒落なイタリアンやフレンチのレストランもあり、また御殿川に隣接した空き家も多い。それらをどのように有
機的に繋げながら上手く活用していくことができるか、住民の方々や関係者の方々を含めて考案中である。 
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岩岡竜夫（東京理科大学教授） 

▲▼ 御殿川 

スイスでの南スーダン支援の 
体験を日本でも生かせたら 

ゆめみしまボランティア 
（元ＪＴ社会貢献担当者） 

 
 

私が社会貢献分野の道に進んだのは 
2009年のこと。会社の製薬部門から社 
会貢献部門に、会社の社内公募制度を 
活用して異動した時からで、2019年に全く異なる部署に
異動するまでの約 10 年間、形を変えながら公益に資す
る活動とは何かを考えながら生きてきました。現在もさ
さやかながらプライベートでの関与を続けております。 
社会貢献部門にいた頃、スイスの財団に出向のような

形で勤務した期間がございました。財団では大小様々な
規模の団体のプロジェクトを支援しておりましたが、南
スーダンの団体を支援した時のプロジェクトで経験し
た支援アプローチが独特で印象に残っております。それ
は、戦乱直後の南スーダンという過酷な土地で、機材を
支援しても流出、人材教育を行っても流出する中、プロ
ジェクトではアプローチを変え、徹底して現地の団体に
ＮＧＯ組織を作る方法を伝授しておりました。解決する
社会的課題の捉え方、組織ゴールの設定、組織人材の構
成、配置、人材ごとのタスク設定の仕方をレクチャーす
ることで、中核的な人材が流出しても組織知で元の組織
に回復させることを目指しており、スイスらしい、非常
に考えつくされた活動でした。難しいようではあります
が、南スーダンの小さな団体が組織ミッションを掲げて 
活動をする様を見て、私の中に思い込みがあったと気づ
かされる場面が多々ありました。 
 
 
 
 
 
いつか日本で同じような形の活動が出来ればと願っ

て帰国したものの、部署は変わり、担当業務も当然変わ
り、そのような機会にはなかなか巡り合えませんが、今
も昔と変わらない情熱で、自分の力の範囲で解決出来そ
うな課題を見つけては一つずつ解決していければと思
っております。数年前からは「ゆめみしま」のファンと
してグラウンドワーク三島のボランティア活動に参加
させて頂いております。自宅が東京にあるため実施出来
ることは限られておりますが、今後もささやかながら活
動をお手伝い出来ればと思っています。 

 
 

 

 

【寄稿】 藤牧
ふじまき

 大介
だいすけ

さん 

 



ＧＷ三島の活動記録 2022 年 6 月 1 日－2022 年 9 月 30 日 
日 

視察来訪者記録 R4.6.1～Ｒ4.9.30 
月 日 曜 事  業  名 内  容 場  所 人数 月 日 視 察 団 体 数 地 域 

6 

4 土 松毛川ワンデイチャレンジ 下草刈り 松毛川 20 
6 

4 ～5芝浦工業大学 17 東京 

10

0 

金 松毛川ワンデイチャレンジ 下草刈り 松毛川 5 10 世界子孫代理会 8 神奈川 

12 日 ゆめみしま田植え体験 田植え 梅名地区水田 30 7 3 国家発展委員会 10 台湾 

18 土 令和 4年度通常総会 
通常総会 三島市民文化会館・大会議室 

 

30

三

島

市

民

文

化

会

館

ｊ 

8 
2 長浜まちづくり株式会社 11 滋賀 

設立 30周年記念講演会 三島市民文化会館・大会議室 

 

50 3 日米教員交流プログラム 26 アメリカ 

交流会 ＧＷ三島事務所 20 

9 

1 青年塾 6 神奈川 

25 

 

土 松毛川ワンデイチャレンジ 下草刈り 松毛川 8 7 ～8都留文科大学 48 山梨 

7 

9 土 鎧坂ミニ公園・みどり野ふれあいの園整備作業 草刈り 鎧坂ミニ公園・みどり野ふれあいの園 6 9 日本水土総合研究所 17 東京 
17 日 第 1回みしまエコツーリズム 杉並区の小学生を市内の水辺に案内 楽寿園、源兵衛川 32 13 プラチナ構想スクール 24 東京 

23 土 大場里山ワンデイチャレンジ・石祠探検ツアー 草刈り、石祠の調査 大場地区里山 12 

30 土 松毛川ワンデイチャレンジ 下草刈り 松毛川 7 

8 

4 木 源兵衛川ワンデイチャレンジ 草刈り 源兵衛川ワンデイチャレンジ 50 
6 土 松毛川ワンデイチャレンジ 下草刈り 松毛川 6 

20 土 馬鈴薯堀体験 馬鈴薯の収穫 小沢地区ほ場 8 

21 日 第 2 回みしまエコツーリズム 杉並区の中高生を市内の水辺に案内 楽寿園、源兵衛川 25 

25 木 ゆめみしま田んぼの除草作業 雑草の除去 長伏地区水田 5 

27 土 
馬鈴薯堀体験 馬鈴薯の収穫 小沢地区ほ場 10 

沢地グローバルガーデン整備作業 草刈り 沢地グローバルガーデン 20 

9 

3 土 松毛川ワンデイチャレンジ 下草刈り 松毛川 7 

8 木 松毛川ワンデイチャレンジ 下草刈り・竹林伐採 松毛川 54 
10 土 三島そば種まき体験 そばの種まき 元山中地区ほ場 12 

14 水 ゆめみしま田んぼの除草作業 雑草の除去 松本地区・長伏地区水田 8 

28 水 腰切不動尊例祭 御堂の清掃・読経 腰切不動尊 10 

〈源兵衛川環境出前講座〉6/9彦根市立東中学校 63名、6/9三島市立東幼稚園年長 24名、 

6/22三島市立北上小学校 4年 65名、三島市立沢地幼稚園年長 13名、 

6/29三島市立旭丘幼稚園年長 20名、6/30 三島市立南小学校 4年 84名、 

7/5三島市立徳倉幼稚園年長 11名、三島市立南幼稚園年長 16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 

★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   随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水と緑を守る市民運動をご理解のうえ、募金にご協力を！ 

滋賀県の長浜まちづくり関係者「米川
よねがわ

」の環境向上のため視察 

「グラウンドワーク三島」は、市民・ＮＰＯ・行政・企業とのパートナーシップ

により、「水の都・三島」の原風景の再生に向け 30年間取り組んできた。その結

果、源兵衛川には、ホタルが飛び交い、水中花・三島梅花藻が咲く魅力的な水辺環

境が蘇った。そのほか、民間企業のマンション建設の危機が迫った「旧三島測候所」

を守り、「三島梅花藻の里」の水源地の保全も成し遂げた。 

しかし今、「水の都・三島」にとって気がかりなことが始まっている。三島駅南

口東街区再開発事業による、三島市への経済波及効果やメリットは、問題点が多く、

本会は、5年前より、見直し・中止・さらなる代替案の提起をするなど、市民運動

を進めてきた。この活動をご理解のうえ、ぜひ、ご支援の募金にご協力ください。 

【募金の方法】     ①お振込：三島信用金庫・本店営業部 普通口座 1201290  

※振込手数料は、恐れ入りますがご負担ください。 

口座名義：トクヒ）グラウンドワークミシマ（特定非 

営利活動法人グラウンドワーク三島 理事 小松幸子） 

②ご持参：グラウンドワーク三島事務局まで 

（平日 9：00～18：00） 
 

 －6－ 

 

 
  長浜市街地を流れる米川は、まちなかに残る奇跡と言われているそうだ。新しいチ
ャレンジに向けて。8月 2日、源兵衛川の視察に来訪。小松幸子理事長が案内した。
源兵衛川では、多くが水に入り、米川の活動へのヒントを探しているようだった。 

 

 

7月 9日、長らく中断して

いたネパールへのバイオト

イレ設置の打ち合わせで、ネ

パールの仲間たちが三島を

来訪。通訳のビノさんは結婚

してハネムーンを兼ねての

訪日。時間の経過でいろいろ

なことが変化していく。皆、

源兵衛川の水辺に感動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネパールのカトマンズパ

シュパティナート寺院への

バイオトイレ設置は、来年 3

月となった。バイオトイレプ

ロジェクトの次は、聖なる

川・バグマティ川の水辺再

生。ＧＷ三島の先進的なノウ

ハウを駆使して、ネパールの

環境改善に取り組んでいく。

汚れているバクマティ川を

源兵衛川のような清流に戻

す。「議論よりアクション」

のネパール版になることだ

ろう。 
 

 

「バイオトイレ」を 

来春、やっと 

ネパールへ届けに 

 



  松毛川千年の森づくり 
～ＧＷ三島 SDGｓ実践塾～ 

 

「三島アメニティ大百科・別冊付録 No.9」  「緒
お

明
あ き

記念の森」 

三島生まれの新銘柄米「ゆめみしま」 
田植え体験を開催 

 
 

－7－ 

三島市と沼津市にまたがる松毛川は、狩野川の旧
河川敷の「止水域」で両岸に豊富な河畔林を有する
「生き物たちの楽園」である。2022 年度三島市景
観賞「優秀賞」にも選ばれている。ＧＷ三島は、2003
年より継続して千年の森づくりに取り組んでいる。 

活 動 実 施 日 
■第 3回 6月 4日 両岸の植林地の下草刈り、ゴミ 

拾い（芝浦工業大学建築科 1年生が「環境 
フィ―ルド実習」の三島研修として参加） 

■第 4回 6月 10日 右岸の植林地の下草刈り 
■第 5回 6月 25日 右岸の植林地の下草刈り、耕 

作放棄地の花畑づくりの準備 
■第 6回 7月 30日 両岸の植林地の下草刈り 
■第 7回 8月 6 日 三島桜の里の整備作業 
■第 8回  9月 3 日 放置竹林の伐採と下草刈り 
■第 9回 9月 8 日 放置竹林の伐採とチップ化 

  

 

者もあり、泥だらけになって歓声をあげながら、真剣に一

株ずつ植え付けた。収穫は 2,5tを見込んでいる。今後、田

の草取り→収穫→天日干し→試食と農業イベントが続く。 

 

6月 12日、梅名、

長伏、松本地区にあ

る 5,000 ㎡の田ん

ぼで、1時間半、田

植えを体験した。 

東京からの参加 

「緒明記念の森」は、三島市立公園・楽寿園の敷地内にある庭園で、旧名称は「街

の森保全公園」。2016（平成 28）年 4月 1日から三島市が供用していた。所有者で

ある緒明春雄氏（ＧＷ三島初代理事長・緒明實氏のご子息で現理事）より三島市が

寄付を受け、楽寿園開園 70周年にあたる 2022（令和 4）年 7 月、名称を変更し、

楽寿園と一体化した公園になった。 

敷地の北端部にあたる三島駅前口の東側から三島市民文化会館北側にかけての

一帯で、広さは約 2,900㎡。貴重な天然の広葉樹や照葉樹が生い茂り、自然を保つ

ように整備された散策路があり、約 7分で通り抜けられる楽寿園の新エリアだ。 

 これに関して、次のような経緯がある。2017年 9月 26日、ＧＷ三島、三島ゆ 
 

中村瑞歩(筑波大学大学院生)さん 
河川流域住民と座談会 

 

うすい会、源兵衛川を愛する会、21 世紀塾、三島ロータリークラブ、公益財団法人佐野美術館の 6 団体が、豊岡

武士三島市長、及び当時の市議会議長・同副議長に対して、楽寿園に隣接した「街の森」を、将来改名する時期

に、「緒明（おあき）の森」への名称変更を求める「要望書」を提出している。 

楽寿園は小松宮彰仁親王を経て李王家の所有となったが、世界旅行の費 

用のために、三島町（現三島市）に購入を打診した。しかし、町に財力が 

なくて断られ、分割売却の検討に入った。谷田在住の緒明圭造氏は、価値 

ある庭園・楽寿園が失われることを惜しみ、1927（昭和 2）年、一括で購入 

した。その後、三島市立公園として利用されている楽寿園（敷地面積約 

7.5ha）の多くが、圭造氏のご子息・緒明太郎氏により三島市に譲られた。 

楽寿園が、隣接する緒明家所有地とともに「水の都・三島」の水源地や緑 

地帯として緒明家の厚情により約 90年間守られたことに鑑み、ゆかりのあ 

る緒明家の名を残したいという要望に対して、市長からは、要望通り「緒

明の森」に改名できるよう努力する旨、回答をいただいていた。 

 

▲6 団体で三島市長に「街の森」の名称を
「緒明の森」へ改名するよう要望書を提出 

2017年 9月 26日 

 6月 21 日、三島市民活動センター

で、中村瑞歩さん（筑波大学大学院

生）と桜川や源兵衛川の流域住民と

の座談会を開催。中村さんは 4月に

も修士研究のため来訪し。ＧＷ三島

に関してインタビューをしている。

大変熱心で、さらに夏には流域住民

にアンケートを実施したいと、協力

を依頼していた。小松幸子理事長も

同席。研究成果が楽しみだ。 

  

大場里山「メダカ池」環境再生 

 

 

7月 23日猛暑 35℃の中、大場地区にある「メダカ池」周

辺の草刈りを実施。今回は、古長谷稔市議会議員の紹介に

よる地元の方や、日本大学国際関係学部鈴木和信教授の協

力も得て、作業をやりきった。手入れを続けていると地元

の信頼を得ることになり、ゴミは捨てられず汚れない。水

辺環境の保全で、メダカやトンボ、ホトケドジョウなどが

生息でき、地道な維持管理の連続性がＳＧＤｓの目標や重

要性を語る。事実や実践の蓄積が、今こそ求められている。 

 



 
 

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 

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）78 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  山﨑 多紀子  山田 勝造 
     ＧＷ三島事務局担当：美和 将弘 

滋賀県彦根市立東中、修学旅行で来訪 フルブライトジャパン ITC 
日米教員交流プログラム源兵衛川で体験視察 

東京都杉並区の小・中・高校生の 
エコツーリズムに協力 

6月 9日、滋賀県 

 彦根市立東中学校 

の生徒 63人が、修 

学旅行の体験学習 

としてＧＷ三島を 

訪問。昨年は同市 

立南中が来訪し、 

恒例行事になった

ようだ。（夏休みには、早くも来年の修学旅行の下見に、

教職員の方々が来訪され、同様に案内した） 

水と緑の杜では、渡辺豊博専務理事が、現場活動の重

要性と科学的根拠を前提とした環境保全活動の必要性、

議論よりアクションの大切さを講義。グローバル文化交

流協会作成の『バイリンガル環境かるた』を、小松幸子

理事長が経緯や歴史を説明後に贈呈。その後、インスト

ラクター5名が、源兵衛川を中心とした水辺空間の視察案

内を行い、水辺の美しさに感嘆の声が聞かれた。いずれ

も考えぬかれてデザインされたもので、生き物にとって、

より適切に維持管理されていることや、人と自然との共

生の仕組みについても、講義の中で伝えた。 

  

 

 

「水と緑の杜」にて 

7月 17日、東京都杉並区の小学生と明治大学・早稲田大

学などの大学生総勢 30名が「みしまエコツーリズム」とし

て三島を訪問。このツアー企画は大学生が考え、提案書を

コンクールに応募し、準グランプリを受賞。さらに杉並区

に企画を持ち込み助成金を受けて実現したもの。学生たち

は三島に何回も来て、多様な現場を確認し魅力を発見して

ツアー化。ＧＷ三島としてサポートし、質の高い体験型の 

 感動ツアーが出 

来上がった。 

                    川に入っての 

体験では歓声を 

あげて楽しんで 

いた。感動の水 

辺体験を満喫で 

きるようにサポ 

ートする。多様

な活動現場を持っていることは、ＧＷ三島の努力の結果で

あり、最大の強みであることを実感。今後も実践・現場教

育の学習の場を広く、全国に提供していく。 

 

8 月 3日、日米教育委員会による教員交流プロ

グラムで 20 名の教職員が源兵衛川を訪問。源兵

衛川での魚やカワニナの採取を体験。ＧＷ三島の

「実践的環境教育」の多様性、先進性と教育内容

が現場での「実感・体感教育」を重視し、子ども

たちの感性や視覚を刺激する教育を展開してい

ることに高い評価を受けた。 

 

  

 体験後は、三島市民活動センターで活発な質疑応

答。（左から越沼正、山口東司、小松幸子、渡辺豊博）。

移動中に親しくなったユタ州からのメリンダ・デイ

ビスさんに、『バイリンガル環境かるた』を贈呈。 

 

－8－ 

 

8 月 21 日には、同様にバス 1
台で中高生と大学生たちが来訪 

飛
び
出
す
編
集
室 

 

腰切不動尊例祭 

 

撮 影 者：やまぼうし  
撮影場所：中央町「街中ほっとサロン」付近 
タイトル：頼朝行列 
ひとこと：夏祭り(三嶋大祭り) 
が 3 年ぶりに開催され、恒例の 
頼朝行列には今年の大河ドラ 
マで「源頼朝」役を演じた大泉 
洋さんらが参加。沿道はスマホ 
やカメラを持った大勢の人と 
熱気。合間からやっと馬上の頼 
朝を見ることができた。 

撮影日時：2022.8.16.15:53 【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 

 

三島市内の写真集 

 

 
 

 9月 28日、

秋風を感じ

ながらの例

祭。笑い声に

包まれ和や

かなひとと

き だ っ た 。

「カンマン」 


