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平成２６年度 通常総会 開催 
6 月 14 日 13：00～14：45、Via701 で、平成

26 年度ＧＷ三島通常総会が開催された。司会
は、越沼正評議員。多数の来賓挨拶や祝電披露
に続き、小松幸子ＧＷ三島理事長が議長に選出
された。議事録署名人には、小浜修一郎理事、
室伏勝宏理事が選任された。 

 平成 25 年度事業報告及び活動報告、平成 26 年度事業計画及び活動予算、定款変更、評議員選任、役員選任等々
の議案を、渡辺豊博専務理事・事務局長が説明。6議案は、それぞれ審議を経て、いずれも承認された。 
 平成 26 年度の事業実施の方針は、次のとおり。「ビジネス力の強化」を理念に据え、ＮＰＯの基盤づくりに向け
た体制整備に取り組む。「松毛川千年の森づくりトラスト運動」を継続。「境川・清住緑地・大湧水公園化」、大場地
区での里山活動、海外視察研修、三島街中カフェ 4 号店の開設検討、農業生産法人の設立等、ＮＰＯビジネスの拡
大に取り組む。「東日本大震災支援活動」を引き続き行うとともに、ＧＷ三島が築いてきた先進的な「地域協働」の
有益性と有効性を国内外に提示するために、「国際支援・人材育成事業」の組織化・事業化を図る。 
 本年度、2年の任期で、次の役員（理事、監事）が承認された。 
  理事長：小松幸子    副理事長：小野 徹    専務理事：渡辺豊博  

理 事：加藤正之  北岡和義   越沼 正  小浜修一郎   志村 肇  速水洋志  春名 薫  室伏勝宏  
監 事：遠藤 隆  高橋邦明 

小松幸子  小野 徹  渡辺豊博  加藤正之  北岡和義   越沼 正  小浜修一郎 志村 肇  速水洋志  春名 薫  室伏勝宏  遠藤 隆    高橋邦明 

理事長   副理事長  専務理事   理事    理事   理事   理事    理事   理事    理事    理事    監事    監事 

 また、2年の任期で、次の評議員が承認された。 
  評議員：青木利治  秋山峰治  大田黒敦雄  斎藤彩子  清水純子  杉本政博  田中 穣 

原 知信    広川敏雄   水野幾子    森 昭夫   渡辺昭信  渡辺憲次  

 

総会終了後 15：00～16：30、同会場にて、渡辺豊博専務理事による総会記念講演会が開催された。
演題は「富士山は世界文化遺産に登録されて良かったのか？―富士山の現状と課題―」。折しも『富
士山の光と影』（渡辺豊博・著）が発行され、この著書を手に講演に聞き入る聴衆も多かった。パ
ワーポイントを使用して、講師は「このまま 2年後に、富士山は世界文化遺産登録抹消の危機を迎
えるのか？」「傷だらけの山・富士山を、日本人は救えるのか？」と問う。 
国際ロータリー第 2620 地区より 
環境保全活動事業 支援金を授与 

せせらぎ三島ロータリークラブ・社会貢献プログラム 

 

 

 

 8 月 31 日、せせらぎ三島ロータリークラブ（矢岸貞夫会長）が、
社会貢献プログラム（子供 4 人も参加）として、源兵衛川で、生
き物探し、ちゃんかけ拾い等を体験。いい汗を流した。 
 ＧＷ三島からは、小松幸子理事長、ＧＷ三島インストラクター
の菅野京子さん、渡辺忍さん、山口東司さん、仲田芳文さんが対
応。源兵衛川の歴史や環境再生への取り組み等も説明。大人も子
供も夢中になった生き物探し。その後の生き物観察も熱心で、あ
ちこちに笑顔がこぼれた。これも担当の服部光弥さんとＧＷ三島
事務局との綿密な打ち合わせがあってのこと。嬉しい日であった。 8 月 23 日、浜松市内のホテルで、国際ロータリ

ー第 2620 地区（岡本一八ガバナー）より、渡辺豊
博ＧＷ三島専務理事に、富士山環境保全活動のた
めの 100 万円の支援金目録が授与された。ＧＷ三
島では感謝の気持ちで一層活動に励む所存である。 
授与式後は、渡辺専務理事の富士山世界文化遺

産登録に関わる講演会が開かれた。富士山の豊か
な自然環境や信仰の歴史・文化とその保全の在り
方について、時折ジョークを交えながら和やかな
雰囲気の中で行われた。 －1－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

にぎわった腰切不動尊例大祭 
6 月 8 日、腰切不動尊例大祭が開催され、地元の篤

信者をはじめ多くの参加があり、大変な賑わいと活気
ある祭礼となった。当日は連夜の雨も上がり好天に恵
まれた。ＧＷ三島関係者の挨拶後、三島が誇る名刹龍
澤寺の僧侶による読経、子供シャギリが奉納された。 
みしまプラザホテルの駐車場を借りてのイベント

では、地元北田町シャギリ保存会（大人）のシャギリ
演奏。日本大学国際関係学部の国際協力部の学生約 30
人が、終日、八面六臂の活躍をした。各種おもてなし
コーナー、ペープサート（紙人形劇）での腰切不動尊
の紹介、子供ゲームコーナー、ベトナム料理、フルー
ツジュース等々に人が群がり、大人も子供も笑顔がは
じける一日となった。 
お堂の横にある、大聖不動明王腰切不動尊の由来の

書かれた木板の年表には、昭和 42 年 1 月 27 日に 17
世中川宗渕大老師による法要が行われたことも記さ
れている。 

   

 8月 4日～30日、台湾・台北市
の女子大生、サンディー・チャン
さんが、ＧＷ三島のインターンシ
ップ生として熱心に研修に参加。
富士登山にも挑戦。夏の雪に感動
し「長時間の山登りは大変だった
が、日本人の真面目さを実感し
た」という。滞在中には、紀野フ
ァミリーのお宅で、念願のホーム
ステイも経験させていただいた。 

 右がサンディーさん。次が
ホストファミリーの紀野峰子
さんと双子のお嬢さん。左は
ＧＷ三島の山本実生さん。 

－2－ 

台湾の大学生・インターンシップ生として多彩な体験
1 カ月 

ルイス＆クラーク大学（アメリカ・オレゴン州） 
「プロジェクト実践地視察・環境改善活動体験」 

 

 
8月 18日、アメリカ・オレゴン州のルイス＆クラーク大学

より学生たちが来訪。県立三島北高校の生徒やＧＷ三島関係
者たちと、ＧＷ三島の実践地の視察および体験活動を行った。
小松幸子理事長と越沼正理事の案内説明で、白滝公園を出発
し、源兵衛川等の環境再生を学んだ。 
 学生たちは、源兵衛川の昔の写真と今の姿を見比べながら
真剣に耳を傾け「このように、きれいな川の再生に努力して
くれてありがとう」と、お礼を言う学生もいた。ちゃんかけ
拾いでは、拾った茶碗の欠片の数に驚いていた。当日は 35℃
近い真夏日。川に入り「とても気持ち良い。ずっとここにい
たい」という声が多数だった。雷井戸、三島梅花藻の里へ移
動。ミシマバイカモの特徴や、バイカモ国際交流などについ
ても知った。最後は「Mishimaせせらぎインフォメーション」
内の「三島せせらぎ水族館」へ寄り、40名におよぶ訪問者で
水族館はいっぱい。源兵衛川に生息する希少種ホトケドジョ
ウなどの水生生物を、興味深そうに観察していた。 

 

アンドリュー・バーンスタイン先生たち引率
者は 2 年前にも来訪。小松幸子理事長と再会と
なった。「夏は、更にいい季節ですね」との感想！ 

引率のエリザベス・
サフラン先生 

イオンチアーズクラブ「三島梅花藻の里」定例作業 
7月 31日、イオンチアーズク

ラブの子供たちが「三島梅花藻の
里」の定例作業に参加。インスト
ラクターの島﨑禮次さんが、ミシ
マバイカモや太陽と植物の関係
について説明。『浮葉』がたくさ
んついている時期なので、直接本
物を見てもらえた。 

 

 
冷たい水に入り、ミシマバイカモに付着した藻を優しく洗

い流す。藻をあげると、そこに生息している 5㎜～3cmくら
いのヌカエビがピョンピョン跳ねていた。20分間ほどの作
業で、ミシマバイカモはきれいな緑色を取り戻した。 

 

三島市地域人づくり事業 
「第 1回まちづくりリーダー育成コース」開講 

8月 27日から 5日間、人材育成や就業支援を目的と
した「三島市地域人づくり事業・第 1回まちづくりリ
ーダー育成コース」を開催。研修生は、高校生や大学
生、求職中の方等 20代を中心とした若者約 30名。初
日は、渡辺豊博専務理事が講師を務め、「まちづくり
とは？まちづくりリーダーとは？」の講義。「まちづ
くりで地方に人を集める秘訣は？」「地域住民や企業
とのつながりの作り方は？」等、研修生からは質問も
多く出た。研修後は「三島街中カフェ」で研修生同士
の交流会。2日目と 3日目は、ＧＷ三島の実践地を視
察。研修生は様々な体験活動に精力的に取り組んだ。
ＧＷ三島インストラクターの案内で、源兵衛川や三島
梅花藻の里を視察し、松毛川では竹林伐採と植樹をし
た。源兵衛川では、ちゃんかけ拾いと外来種の除去活
動。箱根西麓の畑では、三島そばの種播きをした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

渡辺専務理事の講義 

▼松毛川での記念植樹 

4 日目と 5 日目は、渡辺専務理事と、ＧＷ三島の理
事であり 1級建築士でもある加藤正之さんを講師に講
義とワークショップ。4 日目は両講師のまちづくりの
戦略的アプローチやデザインに関する講義があり、ま
ちづくりの具体的な手法を学んだ。5 日目は、総まと
めのワークショップ。テーマは「白滝公園」の改修案
をデザイン。各グループで、現場視察や意見交換を重
ね、熱心に改修デザインを練り、成果を発表。各グル
ープの案には、それぞれアイデアが散りばめられてお
り、充実した発表会となった。参加者には、研修で経
験したことや学んだこと、新たな研修生同士の輪が、
今後の就職や進学の場面で役立つことを願っている。 

10月、11月にも、この事業は実施される。（P8参照） 

英国研修 
（9/2～9/11） 
環境問題に取

り組むＮＰＯや
社会的起業につ
いての視察。大
学生や社会人た
ちが参加 

「花と自然のフォーラム 
2014 in Mishima」で 
ＧＷ三島事例発表（9/13） 
 「ふるさとの森を守
れ！松毛川子どもグリ
ーンクラブの結成」に
ついて成果を報告 

ジョン・ギャスライ
トさん（ツリークラ
イミングジャパン
代表・中部大学教
授）たちが、ＧＷ三
島を視察（9/14） 

■これら 3 記事は
次号に掲載予定！ 

▼源兵衛川中流域で、ちゃん
かけ拾いや外来種除去作業
等で汗を流し、記念撮影 



過ぎゆく三島 いつまでも その 1７ 

  薔
しょう

花
か

女学校（バラ女学校）と金鵄
き ん し

ミルク 

近代教育と産業の先覚者   花島 兵右衛門 
 

＜ 略歴 ＞ 
弘化 3（1846）年 11月 5日、酒造業を営む旧家・花島兵右衛門知栄の長男として、三島市竹林寺小路（現三島市中央

町）に生まれる。少年のころ、小田原の呉服商辻村へ奉公に出され、商人としてのあり方を厳しく鍛えられる。以後家
業を手伝っていたが、明治 12（1879）年 33 歳の時、父の逝去に伴い、その跡を継ぐ。明治 18（1885）年、酪農業に転
じ、「豊牧舎」（牛乳販売会社）を設立。翌 19（1886）年、三島教会（現日本基督教団三島教会）で花島一家全員受洗。
明治 21（1888）年、薔花女学校設立。明治 23（1890）年、妻ツル逝去。その後再婚。トヨとの間にできた息子周一は
初代三島市長になった。明治 24（1891）年、花島煉乳場創業。明治 27（1894）年、三島銀行（のち、静岡銀行に吸収
合併）創立、明治 31（1898）年、伊豆鉄道株式会社（のち、伊豆箱根鉄道に吸収合併）設立。明治 45（1912）年、芝
町に三島教会新会堂献堂、土地および多額の資金を寄付。昭和 4（1929）年、逝去。享年 84。花島家の墓は現在三島市
栄町の市営墓地にある。 
 
＜ 三島教会と薔花女学校（バラ女学校）の設立 ＞ 
         明治 19（1886）年、兵右衛門がキリスト教（プロテスタント）に入信したのは、隣家の義弟小出市

兵衛（兵右衛門の妹タヨの夫・童話作家小出正吾の祖父）の影響が大きかったといわれる。 
明治 15（1882）年、宣教師Ｊ・ハミルトン・バラと通訳伊藤藤吉は三嶋大社前で路傍伝導を始めた

ところ、民衆からの激しい非難が起こり、石は投げられる棒は飛ぶやらの大騒動になった。たまたま
その場に居合わせた小出市兵衛は 2人を自分の家にかくまってやった。この出来事がきっかけで、小
出一家は信仰を持つようになった。花島一家が受洗した背景には、この小出夫婦の影響が大きかった。 

小出家は質屋と肥料商、鉄砲火薬免許商を営み、花島家はその隣で酒造業を営んでいた。質草を換
金し、その金で隣で酒を飲み身を持ち崩す人々を間近に見てきた 2 人は、キリスト教の教えもあり、転職を決意した。
市兵衛は火薬商だけを残し、その経営は番頭に任せ、自身は箱根山麓で静養と修道に励み、兵右衛門は、酪農に転じた。 

その後所有していた酒蔵の一階を礼拝堂に、2 階を女子教育を行うための施設に改造・改築した。ここではまた、正
規の女子教育のほか、地域の男子青年を対象に夜間授業も行われた。明治 21（1888）年、伊豆国君澤郡三島宿 125 番地
（現三島市中央町）に女学校（右下写真）を設立し、その校主となった。幹事には小出市兵衛を迎え、校長にはリゼー・
バラ（ハミルトン・バラの従妹、左上写真）を招聘した。薔花（バラ）女学校と言われる所以である。5 年間を通し週
5 時間キリスト教の教理の科目「聖経」を設置したこと、和漢文学以外は全て英語で授業が行われたことなどが特徴で
あった。しかし、彼や小出や教員の善意の寄付に依存するような経営には限界があった。さらに、国家主義的体制下で
の生徒募集も思うようにいかなかったことなどが原因で、財政面ですぐに行き詰まり、4 年後、閉鎖に追い込まれた。
しかし、この県下初のキリスト教主義女学校は、三島への欧風 
文化をもたらし、啓蒙的役割を果たした。 
 
＜ 金鵄ミルク（コンデンスミルク）の発明 ＞ 
 明治 12（1879）年 33歳の時、兵右衛門は肺炎にかかり、体 
が弱った。体力回復には牛乳がいいと勧められたのが牛乳販売 
のきっかけになったといわれる。明治 18（1885）年、酪農業に 
転じた兵右衛門であったが、当時牛乳の需要は乏しく収支が償 
わなかった。そこで明治 23（1890）年、煉乳製造を開始した。 
苦心の末、コンデンスミルクの製法を確立し、「金鵄印煉乳」と 
名付け、最盛期には南印度にまで販路を拡張し、練乳業界の権 
威と称せられるほどになった。大正 6（1917）年、個人経営の 
豊牧舎を極東煉乳株式会社に改組し、ミルクのほかバター、ア 
イスクリームなどの製造も始めた。昭和 9（1934）年、会社は 
森永製菓に吸収合併され、花島家は煉乳事業から身を引いた。 
 
＜ おわりに ＞ 
 花島兵右衛門は、上述したように多方面に亘って目覚ましい業績を残した。特筆すべきはその事業の多くが全国的に
もきわめて早い創業であり、地方では異例、異質な事業であったことである。彼の先見性と決断力がいかに優れていた
かが窺える。単なる実業家にとどまらず、その財の多くを社会に還元するなど、稀にみる篤志家であり、経営者の鏡で
あり、三島市民の大いなる誇りでもある。 
 
出典：『明治時代三島に設立された薔花女学校の関係資料と教師たち・生徒たち』『黎明期の三島教会』『童話から童話へ』 

『ふるさとの人物 花島兵右衛門』『三島教会百年史』『三島市誌中巻』『三島市誌下巻』『みしまアメニティ大百科』 

 

 

 

－3－ 

薔花女学校の校舎 



 

 

家政学は生きる力の基礎！  
                          

静岡大学名誉教授 学術博士 大村 知子 さん 

三島市大宮町在住 

座右の銘は「継続は力なり」。確かに、好奇心から始めた様々なことを継続しており、

それが積み重なり網目のように繋がって、更に広範囲で八面六臂の活躍を続けている。 

昭和 18（1943）年東京生まれ。昭和 20（1945）年 3月の東京大空襲を機に、父親の実

家（沼津市）に戻り、小、中、高校時代を過ごす。4人姉妹の次女。父親は元校長で、母 

親も東京では教師をしていた。父親は、男女区別のない育て方で、家の手伝いもよくさせられた。また、小学生の時か

ら、茶道、ピアノなどの稽古事や、東京の美術館、博物館で本物に触れる体験もさせてくれた。 

静岡県立沼津東高等学校では、自由で開放的な雰囲気の中で勉学に励んだ。男子生徒が多い中で過ごしたためか、後

に社会に出て男性中心の職場にも抵抗がなかった。しかし、高校時代は、身体面・体力面での男女差を痛感し、女子大

で学問したいと考えた。当初、食物学にも関心があったが、フルブライト・プログラムで渡米留学から帰国直後の英語

教師から「被服は、文化、芸術、化学など総合的に学ぶ学問だから面白いよ」との助言もあり、家政学部では日本トッ

プの教授がいる憧れのお茶の水女子大学を選んだ。その頃はオープンキャンパスなどなかったので、高１の夏、自ら大

学を訪問し進路を決めた。  

ストイックな高校生活と比べ、大学時代は、映画館や料理教室に通っ 

たり、近くの東京教育大学（現筑波大学）との混声合唱団に参加したり 

するなど好奇心と感動に満ちた時を過ごした。大学 1年生の時に観た洋 

画で、女優の着ているブラウスが、手をあげても動作がスムーズで裾が 

上がってこないのを不思議に思い、後に恩師になる柳澤澄子研究室を訪 

れ質問した。先生が黙って貸してくださったのは、アメリカのパターン 

の原書だった。これをきっかけに、人間の体に合った衣服設計をめざす「被服構成学」にのめりこんだ。被服学は、実

に裾野の広い学問であることを実感した。例えば、美の基準の歴史的変遷などを学ぶ「服飾史」「服飾美学」から、人

類学や解剖学の観点から人間の体を捉える「被服体型学」「デッサン」、物理や化学の知識が不可欠な「材料学」「染

色化学」など多岐にわたる。研究室は当時、洋服のサイズ表示の寸法が店によって異なるのを統一しようと、日本工業

規格（ＪＩＳ衣料サイズ）制定の中心で活気に満ちていた。ここで体型についての基礎研究を 3年間した。その間先生

の講演、会議議事録の作成などのお手伝いの経験が、その後の研究、論文や会議の進め方などに大いに役立った。柳澤

先生（当時「ミクロン女史」といわれた）の緻密な計画性や必要十分な記録の教えは今に繋がっている。ご指導は禅問

答のようであった。大学院家政学研究科修了直後に結婚。院生時代に婚約をしていたので、修士論文や、研究の大変さ 

 を目にしていた夫・俊之さんは、最初から第一の理解者であった。「高齢者になり、互

いにベストパートナーになれたと思う」と語る。 

嫁ぎ先は、三嶋大社と平安時代から深く関わってきた家。夫の祖父は三島信用金庫創

業者の大村善平で、夫も第 4代理事長を務めた。結婚当初は、祖父母も健在、両親、弟、

妹がいる大家族で、嫁に対する教育も今思えば厳しかった。結婚して 7年間は主婦業が

基本で、一男一女の子育て、週 2回の大学付属高校、短大の非常勤講師として教壇に立

ち、趣味として研究所通いをするなど、よく働いた。この頃の経験が、家事の手順、手

早さを身につける上で役立った。昭和 50（1975）年日本大学家政科専任（9年間）。昭 

和 59（1984）年、42歳から 16年間（静岡大学勤務時）義母の自宅介護をした。 

子育ては、子供自身ができることを増やしながら関わり、小学生の時から基本的生活スキルを身につけさせた。「自

分の生活に責任をもち、コントロール出来なければ遠くの大学に行かせない」というのが方針であった。子供には「勉

強しなさい」と言わず、受験勉強をしている子供と並んでドクター論文を書いていた。 

静岡大学への赴任を決意させたのは、教育学部長の「研究者としてだけでなく、家庭生活や地域との関わりを持ちな

がら働いているそのさまを女子学生に見せてほしい」という言葉だった。生活者としての自分に価値を見出してもらえ

るのであれば、そこに新たな役目がある 

ように思えた。自分が手本になれるのな 

ら、後輩や教え子の活躍や生き方に寄与 

したいと願った。                                               

 教育学部附属幼稚園長兼任などを経て、                                  

平成 19～21（2007～2009）年,女性初の                                   

静岡大学副学長に就任。男女共同参画推                                   

進に関わった。ワーク・ライフ・バラン                                   

スをめざし現在も多方面で活躍中。 

ふるさと三島 人物伝 １4 
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▲柳澤澄子先生(右)と ▲ドクター論文の指導教官であった 

近藤四郎京都大学名誉教授(左）と 

▲ご主人とロシアを訪れて 

▲静岡大学副学長・教育学部教授の退職
記念祝賀会で、教え子に囲まれ花束を手
にする和服姿の大村知子さん 

▲第 2回夢企業大賞＆産学連携協定締記念講演会
で講演する大村知子静岡大学名誉教授。しずっぴ
ー（静岡大学）と、みゅう君（三島信用金庫）の
キャラクターが、ご夫妻を象徴しているかのよう。 

  



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          
ＧＷ三島 評議員 

大田
お お た

黒
ぐろ

 敦
あつ

雄
お

さん 
 
熊本県菊池郡大津町出身、長泉町在住。大学卒業後、就職

により静岡県へ赴任。会社員を経て、37 歳でＩＴ関連の会
社を設立した。ＧＷ三島とは設立時から三島青年会議所の一
員として携わる。同所卒業後は、個人的に活動に参加、ＧＷ
三島のホームページ立ち上げに関わった。ＮＰＯ法人シナジ
ーネットふじ代表、ＧＷ三島評議員。 

平成 8（1996）年 2月 23日、日 
                      本初インターネットで富士山のラ 

イブ映像を中継する「ライブカメラ 
『ずっと富士山』」を始めた。きっ 
かけは、故郷にいる祖母のカツミさ 
んに富士山を見せたい、という思い 
からだった。今では珍しくないライ 
ブカメラだが、当時はノウハウがな

く、200万円の私費を投じ完成した。カツミさんは自分のた
めに作られたものだと聞き、とて 
も喜んだという｡現在は 6代目の 
カメラになり、5分毎、1日 144 
枚ずつ写真（右写真は一例）が 
保存されている。 
平成 23（2011）年 4月、東日 

本大震災後の石巻市女川町を視察したとき、子供をもつ親御
さんの「安心してグランドでサッカーができるように放射線
測定をしてほしい」という声に突き動かされ、通信機能付き
個人放射線被曝測定器の開発を始めた。蓄積された携帯型製 

品の知識により、翌年 3月に試作器が完成、12 
月から量産化できるようになった。ポケットに 
入るコンパクトな測定器（左写真）は、ＧＰＳ 
機能により被曝量と位置を自動送信し、データ 
管理できるシステムがついているという。 
ＩＴを、より便利に有益に利用できるような 

仕組み作りに力を注ぐ。その傍ら、ＩＴに馴染
みのない人たちが、利用し易いものになるような配慮も忘れ
ない。開発後も普及するまでにはいろいろな困難があると語
っているが、その目は創造力と熱意に溢れていた。 
 

Smile スマイル 

 
 

        

 

 
            ＧＷ三島 編集室メンバー 

河田
か わ だ

 惠
え

美子
み こ

さん 

 
 水の都三島の一等地、桜川上流（水上）の地に生
まれ育つ。子供の頃の桜川については、夏はユスリ
カの群がいくつも飛び、冬はイトミミズで川が赤く
なる等、あまり良いイメージが残っていない。自宅
の前には、夏になると子供たちで大賑わいになる白
滝公園のプールがあった。水が冷た過ぎて、足を入
れるのが精一杯だった。水の無くなった冬は、缶け
りやバドミントン等できる広さがあり、遊び場の少
ない街中の子供たちにとって、貴重な広場であった
と言う。 
 しかし、時が流れて親となり、子供と水を掛け合
う川遊びや、サワガニ、アブラハヤ捕り等をしてい
ると、身近にこのような清流がある素晴らしさを強
く感じるようになった。子供の頃は、さほど感じな
かったことだ。源兵衛川や桜川に代表される三島の
清流は、自然だけのものではなく、古から多くの人々
によって守られてきた努力の賜物。現在も河川の清
掃活動に励む人たちに心から感謝している、と語る。 
 ＧＷ三島編集室に 
は、三島市国際交流 
協会の活動等で知り 
合いであった小松幸 
子編集長に誘われ、 
昨秋からメンバーと 
なった。「編集室の 
活動は、どなたも博 
学でユーモアがあり、 
勉強になるので、毎回楽しみです」とのこと。 
 親父ギャグにも一緒に笑ってくれる、明朗で快活
な女性が 1人加わり、編集会議もよりパワーアップ。
欠かすことの出来ない仲間の 1人となった。 
 趣味は、読書。特に推理小説の一気読み。次は料
理。最近は子供の身長を伸ばすために、栄養学に関
心を寄せる。家族揃って過ごす時間を大切にしたい、
と語る。 
 

 

パッション Ｎｏ．20 

 桜川の畔
ほとり

に住んで 

 
 

三島に点在する「豊かな水と緑の魅力」を伝えたい・・・ 

「MISHIMA せせらぎ information」新規オープン！ 
株式会社パートナーシップトラスト  スタッフ 林 丈雄 

三島市の街中には、清流・源兵衛川や三嶋大社をはじめとする
地域資源が、観光資源として十分にその魅力を発揮しています。
一方で外縁部には、山田川、竹倉、山中城跡公園、境川・清住緑
地、松毛川など、まだまだ魅力を発揮しきれていない、豊かな水
と緑、歴史的な地域資源が埋もれています。「何とかして外縁部
の魅力を伝え、観光資源として活用したい！」という思いのもと、
ＧＷ三島の皆さまと共に方法を考え始めました。 
 そこで当社では、三島に点在する「豊かな水と緑の魅力」を市
内外の多くの方に発信し、地域密着型の観光サービスを提供する
「MISHIMA せせらぎ information」を、ＧＷ三島の事務所向か
いに、今年 8月新規オープンしました。館内には、源兵衛川や松
毛川で生息する魚たちの水族館を設置し、子供から大人までたく
さんの方に楽しんでいただける工夫をしております。 
今後、三島周辺の魅力ある観光資源をさらに掘り起こし、三島

市の魅力アップに繋げられますよう、地域の皆さまのご協力をよ
ろしくお願いいたします。（洗心亭の事業にも協力しています。） 
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▲三島の観光資源の掘り起こ
しで、市内各所を訪れ検討中。 

▲8月 1日のオープニングは、関

係者の手でテープカット！ 

▲水族館は、源兵衛川と松毛川
に生息する魚類が、それぞれ別
の水槽で観察できます。 

ホトケドジョウ 

 

 
100歳で他界された大田黒カツミさん 

 

桜川の水辺の風景 

 

 

▲ホトケドジョウ 



GW 三島の活動記録 2014 年 6 月１日－2014 年 9 月 30 日  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 曜 事   業   名 内    容 場   所 人数 
 6 1 日 子どもを元気に富士山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 「この祭り､乱れ咲き 11th」出店 三島商工会議所 4 

6 2 月 松毛川グリーンクラブ 第 1回ボートからの河畔林観察会 松毛川 8 

6 8 日 腰切不動尊例大祭 読経、シャギリ、出店 腰切不動尊他 150 

 
6 

 

 
14 

 

土 
 

平成 26年度通常総会 事業報告､事業計画､定款変更､役員･評議委員選任等 Via701 31 

富士山講演会（渡辺専務理事） 「富士山は世界文化遺産に登録されて良かったのか？」 Via701 50 

せせらぎシニア元気工房 竹あかりイベント（第 30 回三島ホタルまつり協賛） 楽寿園正門前 15 

6 21 土 環境教育 ＣＳＲ ちゃんかけ拾い（三島中央病院職員と） 源兵衛川第 4 ｿﾞｰﾝ 40 

6 25 水 三島梅花藻の里隣接湧水地 湧水地整備作業（除草等） 三島梅花藻の里 7 

6 28 土 
援農活動 環境教育 ＣＳＲ 馬鈴薯収穫、第 7 ｿﾞｰﾝ生き物観察 箱根西麓(元山中)､源兵衛川 80 

環境教育 ＣＳＲ 源兵衛川生き物観察 源兵衛川第 7 ｿﾞｰﾝ 20 

7 6 日 環境教育 ＣＳＲ 源兵衛川生き物観察・ちゃんかけ拾い等 源兵衛川、レストランＪｕｎ  130 

7 10 木 環境教育 三島市教員初任者研修 源兵衛川 15 

7 13 日 環境教育 源兵衛川水辺散策･第 2 ｿﾞｰﾝ生き物観察 白滝公園、源兵衛川 15 

7 18 金 鎮守の森探検隊 ①光を灯して、夜の虫の観察会 山田川 42 

7 26 土 三島街中ウォーキングツアー 三嶋大社～桜川沿い～二日町散策 三島市内 18 

7 27 日 そばつくり隊 三島そばの刈り取り作業（手刈り） 箱根西麓（元山中） 17 

7 30 水 そばつくり隊 三島そばの脱穀･とうみがけ作業 箱根西麓（元山中） 12 
 7 31 木 イオンチアーズクラブ バイカモの手入れ､ちゃんかけ拾い･生き物観察 三島梅花藻の里､源兵衛川 15 

8 2 土 鎮守の森探検隊 ②湿原の生き物を観察しよう！ 富士宮市(小田貫湿原) 
 

17 

8 4 月 
環境教育 源兵衛川生き物観察 源兵衛川第 7 ｿﾞｰﾝ 30 

 台湾インターンシップ（～8/30） 

 
ＧＷ三島の活動に参加 三島市内他 1 

8 6 水 源兵衛川ふるさとの川づくり 源兵衛川中流部環境再生ワンデイチャレンジ 源兵衛川第 4 ｿﾞｰﾝ 25 

8 9 土 環境教育 源兵衛川生き物観察 源兵衛川第 4 ｿﾞｰﾝ 30 

8 11 月 
鎮守の森探検隊 ③源兵衛川ミュージアム～川の中の生き物～ 大中島会館 40 

鎮守の森探検隊 ④源兵衛川ミュージアム～野鳥と植物～ 大中島会館 30 
 
 

8 13 水 鎮守の森探検隊 ⑤調べてみよう！源兵衛川の宝物の生き物 源兵衛川第 4 ｿﾞｰﾝ 60 

8 23 土 鎮守の森探検隊 ⑥調べてみよう！川のきれい度と川虫の関係 源兵衛川第 7 ｿﾞｰﾝ 30 

8 25 月 三島梅花藻の里保全活動 環境活動（グローバル文化交流協会） 三島梅花藻の里 7 

8 27 水 三島市地域人づくり事業(～8/31) 第 1回まちづくりリーダー育成コース 三島市民文化会館､三島市内 29 

8 29 金 
源兵衛川ふるさとの川づくり 環境再生ワンデイチャレンジ 源兵衛川第 4 ｿﾞｰﾝ 37 

そばつくり隊(～8/30) 三島そばの種まき作業①② 箱根西麓（元山中) 46 

8 30 土 鎮守の森探検隊 
 

⑦夜の森を歩いて､生き物の息吹を感じよう！ 箱根西麓（元山中) 35 

8 31 日 環境教育 ＣＳＲ 水辺散策･ちゃんかけ拾い･生き物観察 源兵衛川第 3、4 ｿﾞｰﾝ 40 

9 2 火 英国研修（～9/11） 環境問題に取り組むＮＰＯ及び社会的起業の視察 イギリス 26 

9 6 土 源兵衛川ふるさとの川づくり 環境再生ワンデイチャレンジ 源兵衛川第 4 ｿﾞｰﾝ 30 

9 7 日 環境教育 ちゃんかけ拾い・水辺散策 源兵衛川第 2 ｿﾞｰﾝ 12 

9 13 土 
街中がせせらぎウォークぶらり～ 源兵衛川第 2 ｿﾞｰﾝ、三島梅花藻の里 三島市内 6 

国際花と緑の博覧会記念協会協力事業 
きｎ協会 

花と自然のフォーラム in Mishima 2014 日本大学三島駅北口校舎 208 

9 20 土 鎮守の森探検隊 ⑧狩野川が生んだ山･守山を歩く 伊豆の国市・守山 
 

30 

9 27 土 環境教育 ＣＳＲ ちゃんかけ拾い・生き物観察 
 

源兵衛川第 4 ｿﾞｰﾝ 40 

9 28 日 腰切不動尊例祭 読経 腰切不動尊 10 

ぐるっと富士山湧水調査（富士山麓）8/5、12、21、27、9/4、11、18、26    合計 8回 41名 

環境出前講座 西幼稚園(13)、坂幼稚園(17)、徳倉幼稚園(29)、南幼稚園(39+39)、北幼稚園(149)、 

東小学校(65+62)、南小学校(96+96+96)、徳倉小学校(70+70)、北上小学校(63+72)、 
西小学校(61+61)、錦田小学校(84+84)、佐野小学校(48)、中郷小学校(70)、向山小学校(113+113)、
中郷西中学校（126）    合計 24回  1,736人 

 〈定 例 作 業〉 ★三島梅花藻の里 21回 ★鏡池ミニ公園 4回 ★桜川 4回 
★宮さんの川 毎日 ★源兵衛川 21回 ★沢地グローバルガーデン 4回 

〈定 例 会 議〉 ★インストラクター会議 4回 ★編集会議 9回 

月 日 団  体  名 人数 地域 

6 2

6 
日本大学国際協力関係学部 29 静岡 

7 3 富士市役所職員･観光商店街関係者 14 静岡 

8 6 
東京農業大学社会基盤工学研究室 
建設システム工学研究室 40 東京 

8 18 ルイス＆クラーク大学 33 海外 

8 27 まちづくりリーダー育成コース研修生 29   全国 

8 31 せせらぎ三島ロータリークラブ 40 静岡 

9 3 西部コミュニティ協議会 42 東京 

9 14 花博記念協会フォーラム登壇者等 

 
15 全国 

9 21 静岡市麻機湧水地周辺住民等 40 静岡 

9 27 福島県内中学校代表福島復興大使 5 福島 

視察来訪者記録 H26.6.1～H26.9.30 
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8月 13日、「鎮守の森探検隊」の第 5回が 
開催され、三島市内外の親子 23組が参加した。 
講師は、遠藤浩紀長泉北中学校教頭、関川文俊富士常葉大学付属環境防災研究所研究員、渡辺豊博ＧＷ三島専務理事。
源兵衛川では、魚や水生生物の観察をとおして清流の保全を考え、ホトケドジョウの生息環境再生区間やミシマバイカ
モの観察を行った。また、源兵衛川環境再生の取り組みの説明を受け、たも網を使った生き物さがし、ちゃんかけ拾い
などもした。最後に講師が生き物と清流に関してまとめ、参加者は捕まえた生き物を川に返した。 

鎮守の森探検隊 第 5 回 
「調べてみよう！源兵衛川の宝物の生き物」 

「この祭り、乱れ咲き 11th」 
ＧＷ三島も出店 

  

後、村上さん所有のスマホ伴奏で得
意の演歌を披露し、全員から大きな
拍手。やがて小畑さんは、伊豆市で
開催のＮＨＫのど自慢に出演が決ま
り、新潟県にいるお元気な 106 歳の
母親に、歌のプレゼントをすること
になった。編集室一同より「♪小畑
さん、おめでとうございました！」。 

 

 6 月 6 日、小畑
茂雄さんと編集室
メンバーで昼食
会。小畑さんは食 

 

 

前号で取材の小畑茂雄さんを囲み 

6 月 1 日、三島商工会議所にて
開催された。ＧＷ三島では、東日
本大震災被災者支援ショートツア
ーのパネル展示や、小物販売、実
行委員会のスピードくじブースを
担当。会場は大盛況だった。この
事業の売上金の１割は「子どもを
元気に富士山プロジェクト」に寄
付された。担当者は、ＧＷ三島イ
ンストラクターの城所徂帝さん、
菅野京子さん、仲田芳文さん、宮
澤達さんと、ＧＷ三島事務局から
は加藤眞理子さん。 
 
 

 

源兵衛川の 
生き物観察⒈下流部 

 

視察来訪者記録 H26.6.1～H26.9.30 

8月 4日、夏休みイベント第 1弾として源兵衛川
第 7 ゾーンの生き物観察会を開催した。講師は、
富士常葉大学附属環境防災研究所研究員の関川文
俊さんと法月直也さん。三島市内外の親子 15組が
参加した。水生生物採取の実演を見た後、川中へ。
魚類、甲殻類、トンボ類など、普段より多くの種
類が採取できた。夏休みの宿題なのか、捕まえた
生き物の解説を一生懸命メモにとっており、充実
した観察会となったようだ。 

視察来訪者記録 H26.6.1～H26.9.30 



 

ＧＷ三島では今年度、松毛川の生態系や河畔林の貴重性を学ぶ「松
毛川グリーンクラブ」全 8回（公益財団法人イオン環境財団助成事業）
を開講し、自然観察会や植樹などの多彩なプログラムを計画している。 

6 月 2日、松毛川の沼津市大平側にて「ボ
ート上からの河畔林の観察会」を開催した。
当日は快晴で観察日和。参加者は、三島市御
園や近隣からの人が多く、ゴムボートに乗る
のも初めての人が多かった。渡辺豊博専務理
事から「松毛川千年の森づくりトラスト」の
説明があり、その後、ＧＷ三島インストラク
ターの安藤英彰さんの指導による 6人乗りボ
ートでの観察。ボートからの眺めは岸からの
眺めとは違った顔を見せ、野鳥のさえずりも
聞こえ貴重な自然観察会となった。 

 
 
 
 
 
 

第 1 回目は 7 月 18 日。「光りを灯して、
夜の虫の観察会」が山田川自然の里の梅園
近くにある広場で開催された。ライトトラ
ップを使った夏の夜の昆虫観察会だ。ライ
トトラップとは、大きなライトを灯し、光
に集まる虫の習性を利用した昆虫採集。3
種類のライトを使い、光の周辺に白い布を
張ったり、敷いたりして、そこに集まった
虫を観察した。 
 明るさが残る開始直後は羽蟻が集まって
いたが、暗くなるにつれ、大きな虫や畑で
は害虫扱いされる虫なども集まりだした。
コガネムシ、カメムシ、背中にハートを背
負ったエサキモンキツノカメムシ、珍しい
蛾、ヘビトンボなどに子供たちは大喜び。
同じように見えても羽の色や光沢、大きさ
などの違いを見極める講師にもびっくり。
普段見慣れている虫も、幕の裏側にまわる
と見え方が異なったりすることの発見。こ
の日の観察会は、普段目にする昆虫の不思
議に、子供たちの目が輝いていた。 

■今回ご指導くださった講師の方々■ 
１）大庭俊司先生（元静岡県立磐田農業高校
教諭【コウチュウ専門】、２）杉本武先生（元
静岡サレジオ高校教諭【バッタ・ガ専門】)、
３）細田昭博先生（浜松学院大学非常勤講師
【昆虫全般・ハチ・ハエ】)。 
 

「竹あかり」で三島ホタルまつりを演出 「三島梅花藻の里」西隣の湧水地整備作業 

鎮守の森探検隊 IN 山田川 
今年度のテーマ ～ふるさとの森と川の 

魅力と不思議を実感～ 

馬鈴薯 を箱根西麓（元山中）で収穫 

6 月 14 日「第 30 回三島ホタルまつり」が行わ
れ、楽寿園正門前に約 90 点の竹あかりを展示し
た。シニア元気工房メンバーの透かし彫りの作品
と、昨年度のグリーンジムの参加者やボランティ
アの作品が幻想的な雰囲気を醸し出した。 
今までろうそくだったが今年はＬＥＤ電球を使

用。暗くなると、透かし彫りの「富士山」「薔薇」
の竹あかりには多くの人が感動。子供たちには、
アニメのキャラクターが人気だった。 

 

 
「三島梅花藻の里」西隣の湧水地は「三島梅花藻の里」の大切

な水源だが、外来種や園芸種が繁殖していた。 

6 月 25 日、ＧＷ三島の渡辺豊博専務理事や職員等で湧水地の整

備作業を実施した。オランダカイウ（カラー）やハーブ等を除草

し、1時間ほどの作業で、ゴミ袋約 20 袋を搬出。豊かな湧水をた

たえた水面が見え、整備作業を終了。これからもＧＷ三島は、地

域住民と共に湧水地の保護保全活動を進めていく。 

 

6 月 28 日、箱根西麓（元山中）で「北あかり」「レッドムーン」「メ
ークイン」の 3種類の馬鈴薯を収穫した。馬鈴薯を傷つけないよう、優
しく、手掘りで小さな芋まで掘り上げた。子供たちに大人気だったのは、
見た目がサツマイモのような赤い芋の「レッドムーン」。 
頑張ったご褒美は、畑の隅で掘り上げられた馬鈴薯ならぬカブトム

シ。大人も子供も目をキラキラとさせ、順番にカブトムシの観察をした。 
掘り上げた馬鈴薯は、三島街中カフェの店頭にも並んだ。 

 

   

 

 

 

 

 6 月 28 日、常葉大学非常勤講師加須屋真さん
を講師に迎え、生き物探しと観察会を実施した。 
オイカワ、タモロコ、ホトケドジョウ、アブラ
ハヤなどや、オニヤンマのヤゴ、ヒゲナガカワ
トビゲラ、ヨコエビ、ヌマエビなどたくさんの
清流の生き物や、観察会では初めてのクサガメ
が見つかった。子供たちは講師からの説明を受
け、清流に住む生き物をじっくり観察した後、
川に戻した。保護者とともに、きれいな川を守
ることの大切さを学ぶ貴重な体験をした。 

 

 

源兵衛川第 7 ゾーンで生き物観察会 

第 1 回松毛川グリーンクラブ「ボート上からの河畔林の観察会」 

－7－ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

三島市内の写真集 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼竹の支柱に、そばを掛け終
えて、みんなほっと一息！ 

ＧＷ三島では、人材育成・就業支援を目的とした三島市「地域人づく 

り事業」による「まちづくりリーダー養成コース」「社会起業家育成コ

ース」を、10 月、11 月に開催。現在、「まちづくりリーダー養成コース」

（10/31～11/4）、「社会起業家育成コース」（11/22～11/26）の受講生を

募集中。（8月に実施した様子は、Ｐ2を参照！） 

●「まちづくりリーダー育成コース」現場モデルを視察・体験し、社会

で求められる実践力の育成と強化を図る。まちのデザイン・設計の実践

スキルを学び、まちづくりの基礎知識とノウハウを学ぶ。 

●「社会起業家育成コース」自分の住む地域に新たな会社や社会的企 
業の起業を目指す人や先進的な知識を学ぶ人を対象に、ソーシャルビジ 
ネスの理念や基礎知識を学び、実効性の高い事業プランを作成するスキ 
ルや実践的マネジメント、ビジネス力に関わる専門的知識を習得する。 
対 象 者：求職中の方、起業を考えている方、ＮＰＯやボランティア関 

係者、大学生や高校生、若者、女性、シニア等。 

研修費用：受講料、資料代、視察代、研修中の移動費は無料。宿泊費、

旅費、交通費、飲食費などは自己負担。詳細は、ＧＷ三島事

務局へお問い合わせください。 
応募方法：応募用紙でのお申し込みは FAX（055-973-0022）または、

メール（info@gwmishima.jp）でお願いします。 

【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三島事務局までお寄せく
ださい。 
Ｅメール：info@gwmishima.jp 

 

ご寄付 

ありがとうございます！ 
 

 

「富士山環境保全活動」等の、

ＧＷ三島の活動のために使わせ

ていただきます。 
 

＊ 国際ロータリー第 2620 地区様 

1,000,000 円 

撮 影 者： みしま こまち  

撮影場所： 中郷温水池 

ひとこと： 人なつこくて逃げません。
地域で愛されている猫なの
でしょう。水辺の風景の一部
になって、ちょっとポーズす
るような黒猫ちゃんでした。 

本栖湖からの富士山 

日本大学・青木千賀子教授のフィールドワークの授業 

 
三島街中ウォーキングツアー 

（下田街道と桜川） 

  

 6 月 26 日、今年で 3回目となる青木千賀子教授（日本大学国際教

養学科）のフィールドワークの授業が実施された。ＧＷ三島からは、

小松幸子理事長、越沼正理事が案内説明を担当。学生は 2 年生～4

年生までの混合クラスで、全国からの学生同士も初対面という場面

もあった。ちゃんかけ拾いの体験を含む 2 時間のフィールドワーク

は、若者の歓声を響かせながらの水辺再発見となったようだ。 

 東京都八王子市出身の学生は、「三島の川に住む生き物」と題して 

レポートを作成。ふるさとの川で生き物にふれる子供時代を過ごし 

た経験から、源兵衛川の生き物に関心があったようで、それらをと

おして、源兵衛川の再生の経

緯とＧＷ三島の活動への理解

を深めていった。実際にミシ

マバイカモを見学し、ホトケ

ドジョウ等希少種の水族館

（せせらぎ水族館）の見学も

して、学生の関心は更に広が

ったようである。  
「まちづくりリーダー育成コース」「社会起業家育成コース」 

10 月、11 月の受講生募集中 

 

 

 
箱根西麓の遊休農地を活用した援農活動で

ある「三島そば」づくりは、11年目を迎えた。
例年は、8月下旬に種を蒔き 11月に収穫。今
年は、昨秋の収穫でこぼれ落ちた種を育て、
夏そば栽培に初挑戦した。6月下旬に白い花
を咲かせ、7月 27 日、そばつくり隊のメンバ
ーやボランティア、ＧＷ三島職員などが参加
し、刈り取りを行った。そばを刈る人、縛る
人、運ぶ人に分かれて作業を進め、そば干し
用に組み立てられた竹の支柱には、次々とそ
ばが掛けられていった。おやつ休憩をはさみ
約 2時間半、猛暑の中、無事終了。7月 30日
には、脱穀・とうみ掛けを行った。 

 

７月 23 日、小松幸子、城所徂帝両講師の案内
で実施。市内はもとより遠くは静岡市からの参
加者もあり、集合場所の三嶋大社で記念撮影後、
真夏の下田街道方面へ出発した。 

今回の行程は、源頼朝ゆかりの法華寺、妻塚
観音堂、間眠神社や言成地蔵堂等の歴史ある街
道周辺の史跡を訪ね歩くと共に、源兵衛川と同
様、街中の川で、時代の推移の中にあって変遷
していった桜川を辿るものだった。 

暑い日差しの中、現在も桜川の清流で木綿染
めを続けている遠州屋染物店に立ち寄って説明
を聞いた後、ゴール地点の三島測候所跡(現エコ
センター)には、参加者の頑張りもあり、予定よ
り早めに到着することができた。 

この測候所跡（現在も無人観測は続けられて
いる）は、かつてＧＷ三島が事務局となり「三
島測候所を保存する会」を結成し、地元自治会
と連携して保存運動を展開した経緯がある。平
成 20（2008）年、高さ 39m の 13 階建てマンシ
ョンの建設計画を白紙撤回させた場所である。 

グラウンドワーク三島編集室 
（編集室メンバーは50 音順）    

ボランタリーニュース 54 号の編集ほか 
加藤 美穂   河田 惠美子   岸野 和子  
城所 徂帝  小松 幸子    斎藤 彩子  
本田 博子   前田 充子     水野 幾子  
村澤 圭     山﨑 多紀子   山田 勝造 

（ＧＷ三島事務局 主担当：山本 実生  
副担当：村上 茂之） 
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三島そば(夏そば)の刈り取り 


	★①2014.9.24.VN54号 P1（変更なし）
	★②2014.9.24.VN54号 P2（修正）
	★③2014.9.17.VN54号 P3（変更なし）
	★④2014.9.19VN54号P4（変更なし）
	★⑤2014.10.9.VN54号 P5（修正）
	★⑥2014.10.3.VN54号 P6（修正）
	★⑦2014.9.25.VN54号 P7（変更なし）
	★⑧2014.10.5.VN54号 P8

