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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。
（文中でグラウンドワークをＧＷと表記することがあります。）

令和 2 年度通常総会・意見交換会・交流会を開催
6 月 27 日の 15:00 より、Via701 の 1 階ホールで、
令和 2 年度の通常総会が開催された。司会はＧＷ三
島の澤目純一事務局次長が務め、小松幸子理事長の
挨拶の後、来賓（宮沢正美県議、石井真人市議、古
長谷稔市議、杉澤正人市議、野村諒子市議、岩瀬秀
範静岡県東部農林事務所農地整備課長）からご挨拶
をいただいた。その後、議長には小松理事長が選出
され、定足数の確認後、議事録署名人を指名（石岡
博実理事、松下重雄理事）し、議事に入った。
第 1 号議案「令和元年度事業報告及び活動計算書承認の件」、第 2 号議案「令和 2 年度事業計画及び活動予算書決
定の件」について渡辺豊博専務理事が説明、監査報告は遠藤隆監事が行い、いずれも承認された。また、第 3 号議案
「その他」では、志村肇理事から出されていた辞任届を受理したと報告された。
【令和 2 年度・理事】小松幸子（理事長）、小野徹（副理事長）、渡辺豊博（専務理事）、緒明春雄、石岡博実、
越沼正、古藤田邦彰、眞田大輔、澤目純一、速水洋志、春名薫、松下重雄、遠藤隆（監事）、高橋邦明（監事）
【令和 2 年度・評議員】青木利治、秋山峰治、太田黒敦雄、金子真由美、金光明、清水純子、杉本政博、林丈雄、
原知信、水野幾子、室伏強、渡辺昭信、渡辺憲次
令和元年度は、「松毛川(灰塚川)」の貴重な河畔林を守るために、三島市側・個人所有の河畔林約 3,000 ㎡を購入
する「松毛川の森を守る募金活動」を展開し、日本ナショナルトラスト協会からの助成金の活用を含め、ＧＷ三島に
よる購入を実現。令和 2 年度は、新たな「水の都・三島」の集客施設・水辺づくりとなる第 2 の源兵衛川の創出を目
的とした「御殿川・親水公園化事業」の実現化を図るた
めに、自然環境調査や整備構想の策定、地域住民との意
見交換、清掃活動などへの取り組みを本格化し、まちづ
くりの活性化施設としての重要性を発信していく。
国際交流事業では、新型コロナウイルスの感染状況を
勘案しながら、ネパールはカトマンズのパシュパティナ
ート寺院へのバイオトイレの設置と実証実験に取り組む。
農業事業では、未利用のハウスや水田、畑をさらに確
保して耕作放棄地の活用と、さらなる「農の雇用」を図
り、収益性の向上に取り組む。また、農林水産省の「銘柄米・三島米」としての認証を目指す。
その他、富士山湧水探検隊や境川・清住緑地水の郷湧水公園の管理、松毛川（灰塚川）河畔林の森づくり活動、大
場里山再生活動、大場地区健幸フロンティア整備構想の実現化などにも取り組んでいく。なお、通常総会と意見交換
会は、ＺＯＯＭを通して様子を公開した。
総会に先立って行われた理事・評議員
合同の会合でも、ＺＯＯＭ参加者がいた。
（右写真 2 枚参照）
16：30 からの「水の都・三島」の「夢
ある未来」を考える意見交換会は「三島
の魅力とまちづくり」と題してスタート。
問題提起は、渡辺豊博ＧＷ三島専務理事(
都留文科大学特任教授)による「水の都・三島」の新たな魅力アップ整備計画の提案～御殿川・源兵衛川・松毛川・
パワーポイントで映 境川清住緑地をむすぶ回遊計画とは～。また、滝道雄日本野鳥の会東富士
像を示し、三島の魅力 副代表、菅原久夫富士山自然誌研究会会長、そして静岡県のコロナ禍緊急
について熱く語る菅原 対策のため出席できなくなった東郷和彦静岡県
久夫さんと滝道雄さん 対外関係補佐官に代わって、小松幸子ＧＷ三島
理事長が、三島市国際交流協会相談役や三島市
ふるさとガイドの会副会長の立場も踏まえ、三
島の魅力に関して発表。参加者との自由討論後
の交流会も、和やかに開催された。
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源兵衛川での人気の環境出前
講座も、既に開始されている→

三島産・新銘柄米の田植え式（最終・3 年目）
ＧＷ三島では、三島市中郷地区にて「世界かんがい施設遺
産・世界水遺産」に登録された農業用水路「源兵衛川」の清流
で育つ「三島米」づくりに取り組んできている。2018 年より、
日本たばこ産業（ＪＴ）株式会社・植物イノベーションセンタ
ー（磐田市）が開発したお米の未登録品種の開発・提供を受け、
「水の都・三島」としての「新銘柄米」づくりに本格的に着手。
今年で 3 年目となる最終的な試験栽培を実施。
秋の収穫後、試食評価を行い、新しい三島米に素敵な独自
の名前を付け、三島産の「新銘柄米」として、農林水産省へ
の登録申請を行う予定。富士山からの湧水を水源とする源兵
衛川による「宝の水」で生産された「三島米」の生産・販売を
通して、三島の食の魅力を強化し、水田農業の活性化に発展させていく。
6 月 20 日の 10:00～11:30、三島市松本地区内・試験ほ場（三島市松本）で、
新銘柄米の記念「田植え式」を行った。まず、新銘柄米づくりへの取組み経過と
今後のスケジュールや新銘柄米の優位性の説明を受けた後、試験栽培品種 3 種類
の田植えを参加者は張り切って行った。3 品種を 1 列ずつ 1 人 5 株～10 株ほど手
植えをした。
協力：日本たばこ産業（株）植物イノベーションセンター

ＧＷ三島の実践地でワンデイチャレンジ
松毛川にて

猛暑の中、ボランティアや学生が参加し、三島市内各
所のＧＷ三島の活動実践地で、次のようなワンデイチャ
レンジを開催した。■三島梅花藻の里ワンデイチャレン
ジ：8 月６日、バイカモの手入れ、草刈り。■大場里山
ワンデイチャレンジ：8 月 7 日、水路沿いの草刈り、在
来植物の手入れ、水路の泥上げ・掘削。■松毛川環境再
生ワンデイチャレンジ：8 月 8 日、下草刈り、竹林の伐
採。8 月 22 日、下草刈り、竹林伐採。9 月 3 日、植樹地
の下草刈り、剪定。9 月 9 日、植樹地の下草刈り、剪定。

(オンライン）
第５回土木学会

コンサルタント委員会

地方創生シンポジウム

コロナ禍で、要望のあったネパールにマスクを！
ＧＷ三島は、2015 年 4 月 25 日のネパール大震災後、ネパール日本友好協会
と、ネパールに様々な支援活動を続けてきた。現在は、カトマンズ市内パシュ
パティナート寺院へのバイオトイレ設置に向けて準備を進めている。
そんな折、新型コロナウイルス感染症拡大への心配から、ネパールよりマス
ク提供の強い要望を受け、6 月中旬より多くの方々にマスクの寄付を呼び掛け
てきたところ、7 月 27 日にはマスク 4,900 枚となった。その他、石鹸や消毒
剤等、温かなお気持ちが届けられている。また、ネパール日本友好協会にも、
2017 年 7 月、白滝公園で祭り参加の三島市民と
マスク 1,000 枚が寄せられた。
交流する民族衣装を着たネパールからの子供たち

届けられたマスクの山

7 月 29 日にはＺＯＯＭで、ネパール日本友好協会・ネパール本部のレック
会長への贈呈式を行った。寄付されたマスク等はカトマンズの学校等、交流の
あるネパール関係者をとおして活
用させていただく予定である。
8 月 4 日には K‐mix（静岡ＦＭ
放送）のラジオ番組で、渡辺豊博専
務理事がネパールへのマスクのこ
－2－
とも紹介した。
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９月 17 日、土木学会のオンラ
インシンポジウムが開催された。
このシンポジウムは、ＮＰＯ法
人、民間企業、行政が、地方創生
にどのように取り組み、地域活性
化に貢献してきているか、それぞ
れの立場で、地方創生に寄与する
取組やその実現における工夫・苦
労等について紹介した。
渡辺豊博ＧＷ三島専務理事兼
事務局長、河田亮一加和太建設株
式会社代表取締役、土屋和大静岡
県経済産業部農地保全課課長代
理による基調講演の後、溝口伸一
土木学会コンサルタント委員会
地方創生小委員会委員がコーデ
ィネートを務め、パネルディスカ
ッションが行われた。

みしま 歴史旅

三島近代教育の功労者

その 35

吉原 守拙・呼我父子
よしはら

しゅせつ

こ

が

吉原 守拙・呼我
１

吉原 守拙（1819～1896）

吉原守拙は、文政 2（1819）年 5 月 10 日、陣屋役人、斎藤雪斎の長子として駿河に生まれた。幼くして父を亡く
し母と伊豆の古奈（現伊豆長岡町）に移り住んだ。志の高かった守拙は、10 代の半ばに江戸に赴き漢学を修めた。
また長沼流の兵学も修め文武両道の達人であった。後に幕臣吉原雅明に才を認められ吉
原家を継いだ。妻は養父の娘で、男子があったが早逝し、女子は他に縁付けたので、佐
倉藩士青木氏の二男を養子とした。これが呼我であった。大政奉還のあと明治になって、
近代教育を三島発展の柱にしようとする人々の熱心な勧誘により三島に移った。
明治 5（1872）年、三島の世古六太夫ら有志が伊豆で初めての小学校となる「開心庠
舎（かいしんしょうしゃ）」を開くにあたり、守拙父子が招かれ教師となった。同年 8 月に
学制が頒布されると、開心庠舎はそのまま三島学校に切り替えられ、守拙は訓導を拝し、
次いで校長となり、小学校教育の充実と研修に努め、教員の資質向上を図った。
守拙は、漢学や兵学などの学問に造詣が深く、決して人の非を言うことはなく、謙虚
で素朴な人柄であった。家にあっても言動を慎み、妻子に対しても礼を軽んずることはなかった。人に対しては、
懇切丁寧、挨拶も挙措恭しく一礼をもいい加減にしなかった。勤務においても、守拙の一言一行は職員の範となり、
多くの児童を薫陶教化するものであった。そうした風格・人柄から「三島の聖人」と称された。
明治 12（1879）年、三島学校の校舎が旧代官所跡（現三島市役所）に新築された。当時の静岡県では最も広壮な
学校だったと言われているが、これは彼の奔走によるものだった。翌年 1 月には、教育上の功労を賞して洋布十反
が賞賜され、明治 17（1884）年 1 月には、六国史一部、蒔絵硯箱一個を下賜された。明治 25（1892）年三島町二カ
村学校組合立高等小学校が設置されると、初代校長に推され、明治黎明期の国民教育振興に尽くした。明治 29（1896）
年 3 月 17 日、現職のまま病で歿した。享年 77。墓は、加屋町の林光寺北側の共同墓地にある。

２

吉原 呼我（1840～1900）

吉原呼我は、佐倉藩士青木直弼の二男として生まれ、佐倉藩学校成徳館で学んだ。吉原守拙の養子となり、明治 5
（1872）年、守拙と共に「開心庠舎」の教師として招聘された。明治 8（1875）年、足柄県が師範学校を建てたとき、
広範な学識を見込まれて訓導となり、その後旧制韮山中学校（現韮山高等学校）校長と
して師弟生徒の教育に当たった。明治 16（1883）年職を退き、三島田町に官許を得て
14 歳以上を対象とした漢学専門学校「中権精舎（ちゅうけんしょうしゃ）」
（現北田町三島
市役所西館の地）を創設した。当時の北伊豆では唯一の男子の中等程度の私立学校であ
った。はじめは漢学を、後に英語も教えた。生徒はあまり多くはなかったが、当時の地
方の中堅者を養成し、自治の発展と地方文化の進展に努め、ここから地域の指導者や文
化人が育った。明治 29（1896）年守拙の死去により廃校となった。明治 19（1886）年
に静岡師範学校教諭、その後名古屋幼年学校の教授などを歴任した。
呼我は欲のないさっぱりした性格で、栄誉を求めず人との交わりにおいても、わだか
まりなく和気藹々としていて、春風の中にいるようであったと伝えられている。
円熟した人柄と広い学識が嘱望されながら、明治 33（1900）年 3 月 3 日病で歿した。林光寺に多くの門下生によ
り顕彰碑が建てられている。享年 59。
参考資料：三島市誌（中巻）、三島アメニティ大百科、『歴史の小箱 NO362』
『近代三島を作った人々』
（郷土資料館）、
『群像のいず』
（静岡新聞社）
『三島の近世の教育』（郷土館）
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ふる
るさと三島
島 人物伝
伝 3２

分かっ
ったことだ
だけをはっ
っきりさせ
せる
静岡県地学
静
学会東部 支部長
ますじま じゅん

増島 淳 さ
さん （三島
島市栄町在住
住）
昭和 21（1946）年 1 1 月 6 日、三
三島市加屋町
町（現三好町
町）で生まれ
れる。父親が電業
社に勤務し
していたので
で、6 歳まで社
社宅に住んで
でいた。小学校
校入学前に、
、三島市茶町
町（現
栄町）に転
転居した。三島
島市立西小学
学校、三島市
市立北中学校
校、静岡県立
立韮山高等学
学校に
通った。
中学生の頃は
中
は、地史や郷土研究に興味があった。
。当時の男子
子中学生の間
間では天体や
やハム（アマ
マチュア無線
線）が
流行
行っていたの
ので、天体に興
興味を持ち、小遣いをた
ためて天体望
望遠鏡を買い、天体観測を
をした。夜間
間の活動なので、
勉強
強の妨げにな
なると親からは反対されていたが、土
土星の環、ア
アンドロメダ
ダ大星雲、メ
メシエカタロ
ログの星雲などを
観察
察し、感動し
した。
高校では化学
高
学部に所属。地学や地史に興味を持つ
つきっかけは
は、日本大学
学文理学部に
に入学し、考
考古学者・軽
軽部慈
恩先
先生（三島市
市誌の編集委員長）の授業
業を受けたこ
こと。その後
後、東京の多
多摩ニュータ
タウン造成に
に伴う火山灰
灰調査
（関
関東ローム層
層）に参加し興味は増大した。
高校教師になり、静岡県
大学卒業後、
大
県立三島北高
高等学校（定
定時制）に赴
赴任した。同
同校で先輩の
の高橋豊教諭
諭につ
いて
て、造成中の三
三島市芙蓉台
台の地層を調
調査した。そ の後、愛鷹山
山での調査中
中に火山灰の
の中から縄文
文土器を見つけ、
鉱物
物分析をする
ると愛鷹山や
や箱根の火山灰
灰とは異なる
ることに興味
味を持ち、東
東京都・神奈
奈川・長野・山梨・静岡県の
河川
川砂を採集分
分析し、土器を作る土は山梨県内の土
土が使われて
ていることを
を明らかにし
した。当時の
の考古学の常
常識で
は遺
遺跡近辺の土
土で土器が作
作られていると考えられて
ており、科学
学的分析はな
なされていな
なかったので
で、賛否は分
分かれ
た。その後土器
器の分析が各
各地でも行われ、現在はこ
これが通説と
となった。こ
この頃から地
地学の面白さ
さにはまった
た。
三島北高に
三
5 年在職後、吉原高校に転任。富士市
市市役所と協
協力し、地学
学部の生徒と
と富士山の火
火山灰の調査
査を 6
年間
間行った。こ
この間、生徒
徒たちは読売学生科学賞で
で県知事賞を
を 2 度受賞し
した。伊豆中
中央高校に転
転任し 10 年間、
年
地学
学部の生徒と伊豆半島各
各地を調査し、多くの化石
石を採集した
た。その化石の
の一部は、三
三島市立郷土
土資料館に寄
寄贈、
館内
内に展示され
れている。その後、御殿場
場南高校に 10 年間
勤務
務し、地学部を
を指導した。その後教頭
頭として静岡
岡高校（定
時制
制）、大仁高校
校、沼津工業
業高校に在職
職。大仁高校
校では地
学部
部を立ち上げ
げ、学生科学
学賞で県知事賞
賞を受賞でき
きた。現
在も
も、教え子が
が化石を持っ
ってくるなど
ど交流が続い
いている。
今までで最も
今
も感動した発
発見は、32 歳の時、東静岡
岡駅建設
に伴
伴う調査で採
採集された軽
軽石が、伊豆市
市（旧中伊豆
豆町筏場）
皮子
子平（カワゴ
ゴ平）の噴火（3200 年前）による噴石
石である
こと
とを分析で明
明らかにしたこと。この時
時は非常に興
興奮した。
その
の結果を日本
本地理学会で
で発表したが、翌年の転勤
勤で業務
が多
多忙になり、論文に仕上
上げることができず残念だ
だった。

▲楽寿園でジオサイトの
の講師を務め
める増島淳さん
ん

教頭在任中は
教
は沼津市文化
化財保護審議委
委員会・歴史
史民俗資料館
館運営委員会
会の委員を務
務め、地域文
文化の振興に
にも協
力し
した。退職後
後は、沼津市文
文化財センタ
ターに再就職
職し、7 年間
間、矢じり（黒曜石）
、土
土器、勾玉な
などの蛍光Ｘ線に
よる
る産地推定に
に従事しつつ、静岡県地学
学会東部支部
部長として市
市民対象の観
観察会「ジオ
オツアー三島
島」シリーズ
ズを主
宰し
している。そ
その後、3 年間、国立沼津
津工業高等専
専門学校で理
理科の講師を
を務めた。現
現在は地域の
のジオ・考古
古・歴
史の
の総合的な観
観察調査を行
行っている。何
何のしがらみ
みもなく自由
由に活動でき
きる今が一番
番楽しいとい
いう。
グラウンドワ
グ
ワーク三島とも関わりが多く、平成 226（2014）年、
年 富士山を知
知る「子ども
もフィールド
ドネットワー
ーク」
では
は三島市立公
公園楽寿園内
内の伊豆ジオサイト探検の
の講師を務め
めている。
座右の銘は特
座
特にはないが
が、心がけていることは 、「わからな
なければ調べ
べる」、「推論
論はうかつに
に話さない」、「正
直で
であること」を信条にしている。
－4－

Smile
ＧＷ三島の活動に参加した大学生

【寄稿】

ち

り

ふ

池鯉鮒 しおりさん

「三島には何もない」これは私や周り
の友達がずっと口にしてきた言葉で
す。当たり前のように三島の豊かな自然に囲まれて育
った私は、近くに遊べるような大きなショッピングモ
ールなどが無いという理由だけで、三島は魅力のない
町だと勝手に決めつけてしまっていました。当時の私
が三島の魅力を考えた際に、町の魅力を構成する資源
として自然環境が浮かばなかったのは、自然はどこに
でもあるものという考えが根底に根付いていたからか
もしれません。或いは、あることが当たり前でその価
値に気づいていなかったからかもしれません。
しかし大学に進学し、三島と池袋を往復するように
なってやっと、この自然がどこにでもあるものではな
いのだと気が付きました。改めて自然に目を向けてみ
ると、白滝公園や楽寿園、源兵衛川など三島にしかな
い素敵な場所がこんなにたくさん。この自然を守る活
動に加わることでもっと地元の魅力を知り、愛着と誇
りを持てるようになりたいと思うと同時に、三島に遊
びに行きたいと言う人に「案内したいところがたくさ
んある」と言えるようになりたいと思いました。
私は環境について幅広く学習できる阿部治教授のゼ
ミに入ったのですが、その授業のゲストスピーカーと
して来訪した渡辺豊博さんが「グラウンドワーク三島」
を紹介してくださいました。
こんなに身近で活動しているＮ
ＰＯがあるのならばとすぐに連絡
をして、初めて新銘柄米の田植え
式に参加させていただきました。
膝までどっぷりと泥に浸かって稲を植える体験なんて
小学生以来で、純粋に自然の中で活動するのが楽しく
て仕方ありませんでした。心地よい疲労感と達成感、
充足感も堪りません。大学生になった今、自分から足
を運ばないとこのように泥まみれになって汗を流す体
験をする機会はほとんど得られないので、ほかの若者
にもぜひこの楽しさを味わって欲しいと思います。

パッションＮｏ．３８

スマイル

ＧＷ三島の PC 講座等に参加

【寄稿】

た け い

いさお

武井 功 さん

三島の住民になり早 40 数年。狩野川の清き真水で育
ち、伊豆市で学ぶ。大体この辺りで人間形成が出来て
社会人となった。今でも自称・田舎っぺの三島市民。
会社を三段跳びで早期卒業し、箱根仙石原の某美術
館で嘱託としてお世話になった後、熱海の某美術館で
アルバイト勤務。そんな楽しい時間も終わり、自宅待
機（自粛）が好きではない自分の居場所探しを始めた。
三島市内にいくつかのボランティアグループがある
のを耳にし、居場所を見つけた。居心地は良い感じだ
が、怠け好きの人間としては、やや抵抗もあった。ま
して 70 代最後期ではあるが、勉強好きのボランティア
の方々に、かなり刺激を受けるも既に遅し。がちがち
に固まった脳みそはそんなに簡単にはホグセない。
が、周りは良い方々が多く
安心した。中でも大変立派な
方に出会った。グローバル文
化交流協会の西川勝美会長だ。
西川会長のお陰でグラウンド
ワーク（ＧＷ）三島の活動へ
も参加できた。ＧＷ三島のパ
ソコン講座では、難題ばかり ▲今が盛りの三島梅花藻の
清楚な花＆乙女の如く愛ら
だが、西川講師の面倒見の良 しくはちきれそうなツボミ
さに、歳は考えずに楽しんで
いる。出来不出来はパソコン
講座では禁句のようだ。好き
な写真を撮ってはパソコンで
仕上げている（右は 2 作品）。
また、グローバル文化交流
協会主催の講演会や研修旅行、
ガーデン作業や各種行事にも ▲小浜池に浮かんでいる
参加させていただき、荒削り ように見える楽寿館の素
晴らしい景観
だが磨きをかけている。楽し
く時を過ごすことが出来るのは最高な人生だと、皆様
方に心から感謝している。居場所があり、目的を持っ
て家を出るという素晴らしい時を過ごしている。

「三島産・新銘柄米」を目指して

日本たばこ産業株式会社（JT）
植物イノベーションセンター

ＪＴ植物イノベーションセンターは、磐田市で植物
バイオの技術開発を行っている研究所です。前身のＪＴ遺伝育種研究所時代に開発
し、2003 年の事業再編で事業化を断念したイネ品種の種子を冷蔵庫で眠らせていま
した。2018 年春に、松毛川の森づくり活動を通じて接点があったＧＷ三島の皆さん
2018.5.7
種子贈呈
から、『世界水遺産の源兵衛川の農業用水で生産された、三島独自の地域ブランド米
を作りだす』という熱い思いをお聞きし、ＪＴならではの地域貢献を目指して、お手伝いが始まりました。
2018 年 5 月には、新銘柄米の候補となる 4 品種の種子を無償提供し、梅名地区で
試験栽培がスタート。この年は、台風 24 号が猛威をふるいましたが、試験水田は幸
い冠水被害などなく、稲刈りを迎えました。2019 年は、松本地区で面積を拡大し、
3 品種で 2 年目の試験を継続。この年は雑草との闘いでもありました。手取り除草で
対応しながら、除草剤を効果的に使うための水管理など、遊休耕作地を水田として 2018.10.21
再生させる貴重なノウハウを蓄積できたと思います。また、食味評価会では 3 品種 稲刈り翌日の天日干しと富士山
のうち「いわた 12 号」が一段高い評価を得ました。今年 2020 年は、試験栽培の仕上げの年です。松本と梅名の
2 地区で栽培を行い、10 月には新たな品種名を決め、農林水産省に「産地品種銘柄」の登録申請を行う運びとな
っています。同じ県内である磐田の地で育成したイネ品種を、
「三島産・新銘柄米」として活用していただけるこ
とは、私どもの大きな誇りです。
ＪＴ植物イノベーションセンター 沼澤 広宣
－5－

視察来訪者記録 R2.6.1～Ｒ2.9.30

ＧＷ三島の活動記録 2020 年 6 月 1 日－2020 年 9 月 30 日
月 日
5
20
26
6
27
11
23
7
25
29
6
7
8
8
22
29
3
5
9
10
9
11
14
16
22
28

曜
事 業 名
内 容
場 所
人数
金 加和太建設新入社員研修
三島梅花藻の里・松毛川作業体験 松毛川、三島梅花藻の里 17
土 新銘柄米田植え式
田植え
松本地区水田
15
金 「水の郷湧水公園」整備作業 水生植物の手入れ、草刈り
境川・清住緑地
20
通常総会
Via701 ホール
30
土 令和 2 年度通常総会
意見交換会
Via701 ホール
60
交流会
Via701 ホール
20
土 農業ボランティア定例活動 収穫野菜の出荷作業
平田地区ハウス
4
木 鎧坂ミニ公園整備
草刈り、剪定等
鎧坂ミニ公園
3
土 農業ボランティア定例活動 収穫野菜の出荷作業、苗作り 平田地区ハウス
7
水 ネパールへ贈るマスク贈呈式 オンラインでのマスク贈呈式 ＧＷ三島事務局
5
木 三島梅花藻の里ワンデイチャレンジ 植生の手入れ、草刈り
三島梅花藻の里
5
金 大場里山ワンデイチャレンジ 草刈り、水路整備
大場地区里山
5
土 松毛川ワンデイチャレンジ 植樹地の下草刈り、竹林伐採 松毛川最上流部
12
松毛川ワンデイチャレンジ 植樹地の下草刈り、竹林伐採 松毛川左岸中流部
7
土
～9/1 立教大学生インターン実習 各種業務の体験
市内各所
1
土 農業ボランティア定例活動 草刈り、種まき等
元山中地区圃場
8
木 松毛川ワンデイチャレンジ 植樹地の下草刈り、剪定
松毛川最上流部
4
三島そば種まき体験
そばの種まき
元山中地区圃場
17
土
～9/11 都留文科大学生インターン実習 各種業務の体験
市内各所
1
水 松毛川ワンデイチャレンジ 植樹地の下草刈り、剪定
松毛川右岸上流部
5
木 都留文科大学実習
松毛川グリーンジム
松毛川右岸上流部
40
金 都留文科大学実習
松毛川グリーンジム
松毛川右岸上流部
40
月 鎧坂ミニ公園整備
草刈り、剪定等
鎧坂ミニ公園
3
水 芝浦工業大学実習
三島梅花藻の里・松毛川作業体験 三島梅花藻の里、松毛川 30
火 農業ボランティア定例活動 苗の植え付け、間引き
元山中圃場
4
月 腰切不動尊例祭
腰切不動尊例祭
腰切不動尊
7

〈源兵衛川環境出前講座〉佐野小 17 名、西小 54 名、向山小 87 名、静岡市立長田西小 122 名、
坂幼 13 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 8 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

月
8
8
9
9
9

日
1
27
15
21
26

視 察 団 体
プラチナ・ギルドの会
明海大学不動産学部
東京芝浦工業大学
日本大学理工学部
プラチナ構想スクール

数 地 域
2 東京
8 千葉
3 東京
8 東京
15 東京

「三島そば」の
種蒔き体験

9 月 5 日、「三島そば」作りの
取り組みから 17 年目を迎え、今
年は初めて畝を作り種を蒔く方
法に挑戦した。これまでは、畑
に直接種を蒔く「じかまき」だっ
たが、雑草処理等の作業効率化
を目指し変更した。栽培面積は
800 ㎡。そばの実 80 ㎏収穫で、
700 食分を見込んでいる。
今後、11 月に収穫、12 月中旬
に新粉を使ったそば打ち教室、
年末に年越しそばの販売を予定
している。また、9 月末～10 月
初旬は畑一面に白い花が広がり、
絶好の撮影スポットとしても人
気を集めている。

農業ボランティア定例作業

新入社員研修を環境保全活動の体験で！

7 月 11 日、午前中に箱根西麓の畑で収穫した
枝豆、島オクラ、ビーツに加えて、乾燥保管して
おいたにんにくを、午後から、平田地区の作業所
で出荷準備。今回準備の商品は、「しずてつスト
ア長泉店」と「サントムーン柿田川オアシス内・
おなかすいたファーム」で販売した。
7 月 25 日、雨天のため平田作業所で午前中に
スタッフが収穫したナス、白ナス、島オクラ、キ
ュウリ、こどもピーマン、ビーツ、葉ビーツ、バ
ジル、イタリアンパセリ、ダンデライオンの袋詰
め作業や、秋冬用の葉物野菜の苗づくりなどを行
った。その後、秋・冬に収穫となる葉物野菜の苗
づくり用に、土を詰めたトレイにブロッコリー、
キャベツ、芽キャベツなどの種を蒔いた。

「建設会社は、まちづくり会社
松毛川
でもある」と考える加和太建設で
は、三島のまちの魅力に気付いて
地域の自然の大切さを学んでほし
いと、6 月 5 日、環境保全活動の
体験として、ＧＷ三島の実践地で
新入社員研修を行った。
松毛川河畔林での下刈り作業、三島梅花藻の里ではミシマバ
イカモのヌクの除去作業を行った。参加者の 1 人は「仕事をす
る上で、周囲の環境をどう残せるか、工事発注者に提案できる
ようになりたい」と語った。
また、同社で発行している『ハレノヒ』は、三島の魅力を発
信する「三島のきっかけマガジン」で、日本語・英語表記。
『ハ
レノヒ Vol.11』では、源兵衛川や境川・清住緑地等、多様な湧
き間を美しい写真や動画で見ることができる。

境川・清住緑地の拡張エリアがオープン

8 月 29 日、午前中に、箱根西麓・元山中地区
の畑で種蒔き用の土づくり。続いて、カーリーケ
ールの畑で生育中の株を邪魔する雑草の抜き取
り作業。最後に、4 種の大根の種蒔き作業。

8 月 1 日に、境川・清住緑地の拡張エリアオープンセレモニ
ーが開催された。本会も、工事による自然環境への影響を軽減
する「ミチゲーション工事」の提案・実施等、様々な方面から
この工事に協力してきた。
ここでは、迫力ある水柱の立つ大きな湧き間や、地域でも最
大級の湧水地「三つ又」、絶滅危惧種の水中花・ミシマバイカ
モ等、豊かな自然環境を楽しむことができる。
－6－

芝浦工業大学の学生、GW 三島実践地のリモート視察＆フィールド体験
9 月 16 日、芝浦工業大学環境システム学科・環境フィールド体験の学生 22 名が中口
毅博教授の引率で、ＧＷ三島の現場に。午前中は三島梅花藻の里で清掃作業と草刈り、
午後は松毛川で河畔林の剪定・枝払い・ゴミ拾い・チップ化を体験。今回、初めて自宅
から外出して野外活動に参加したという学生たちは、楽
しげで円滑に安全に作業を進め、物事の段取りへの理解
も早くなり、効率性が高まった。現場で汗を流し、作業
▲前日に現地入りした中口 に没頭する機会は、貴重な思い出になったようだ。
「現場に真理あり、社会は段取り 8 割の世界。環境保
教授と中国人留学生 2 人は、
小松幸子ＧＷ三島理事長の 全は 1 人 1 人のアクションが原点。議論よりアクション、
案内で、実践地視察。この様
言葉だけでは現実社会を変革できない。愚直で忍耐強く
子はリモートで、翌日来訪予
定の学生たちに伝えられた。 あれ」などを、渡辺豊博ＧＷ三島専務理事が伝授した。

源兵衛川の蛍（ゲンジボタル）、今年も乱舞
例年より早く、4 月 29 日に蛍（ゲンジボタル）を初確認。その後も、源兵衛川沿いで蛍が飛び交い、飛翔する数
も増え、5 月末までに 1,800 匹が確認された。
ＧＷ三島は、平成 21（2009）年から毎年、源兵衛川で自生ゲンジボタルの観察記録を続けている。山口東司ＧＷ
三島インストラクターが、飛び始めから最盛期、蛍の姿が確認できなくなるまで、飛翔数、天候、気温、湿度を毎
晩チェックし、データ化
している。今年は 5 月 22
日に 130 匹（2014 年以降
最多）を記録し、6 月 20
日までの延べ数も 2,486
匹と過去最高の飛翔数が
山口東司さん
確認された。また、市街
地の他の川（桜川、御殿
川など）でも蛍の飛翔が
みられた。
新型コロナウイルスの
影響で、今年は町内一斉
清掃が中止となり、6 月
７、13 日に予定されてい
た恒例の三島ホタルまつ
りも中止となった。案外、
蛍にとっては生育環境が
護られた年だったのかも
しれない。

「三島アメニティ大百科・別冊付録 No.3」

「三島スカイウォーク」

平成 27（2015）年 12 月、笹原新田にオープンした正式名称「箱根西麓・三島大吊橋」。公募により採用された愛
称「スカイウォーク」には「まるで空を歩いているような感覚を味わえる」という意味が込められている。笹原新
田からの絶景を見てほしい、地元三島に人の集まる場所を作り地域社会へ貢献したいとの思いから、構想から完成
まで 10 年をかけ、株式会社フジコーが建設した。
全長は 400ｍ、歩行者専用吊り橋としては日本一の長さだ。10 分程度の空中散歩の間、絶景が楽しめる。富士山、
駿河湾そして足下には箱根西麓の森林や園内に植えられたアジサイなど四季折々の景色が広がる。また、橋を渡っ
たエリアには、セグウェイなどで森の中を回るアクティビティやアスレチックがある。平成 30（2018）年には、ロ
ングジップラインが完成した。専用ハーネスを付けて全長 300ｍ・高低差
70ｍを滑空するアクティビティだ。勇気を出してチャレンジすると吊り橋
を横目に全身で自然を楽しむことができる。
自然だけでなく、吊り橋自体も見ごたえがある。現地に着くと白い主塔
が目に入る。主塔とは吊り橋のケーブルを両側で持ち上げるための塔であ
り、ケーブルから伝わる力は、１つの主塔に約 660ｔの力が加わるという。
設置されているパネルで、吊り橋の構造を知ることができる。
テレビなどで全国的に紹介されていることもあり、平日でも国内外から
多くの人が訪れている。高いところは苦手という方は、レストランや総工
費 2 億円のトイレを楽しんでみてはどうだろうか。
－7－

三島市内の写真集
撮 影 者：やまぼうし
撮影場所：楽寿園の小浜池で 9
月 2 日に撮影。富士山の湧水で
満水の楽寿園・小浜池の水位が
7 月 25 日、59 年ぶりに過去最
高を更新し、217ｃｍに！！
【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

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。
＊西日本豪雨災害支援募金
＊松毛川の森を守る募金
＊大阪北部地震支援募金
＊熊本地震支援募金
＊ネパール地震支援募金
＊東日本大震災支援募金

小浜池が 59 年ぶりに水深 217ｃｍになり、源兵衛川もこのように！
楽寿館や緑
鮮やかな木々
が水面に映え、
近くの桜川か
ら飛来したの
か、カモ（鴨）
ものんびり泳
いでいた。
９月に入っ
ても最高水位は続いており、当分美しい風景が見られそうだ。小浜池を水源とする源兵衛川では、人気の飛び石が
水没。川の散策路を歩くのは、しばらく見送りのようだ。右上写真は、窪田小児科医院裏の源兵衛川で、対岸へ渡
る散策路の水没の様子が分かる。それでも、猛暑の夏は、水遊びする多くの子供たちや観光客でにぎわっていた。

ＧＩＡに「今年も川清掃をしたい」と要望
ＧＷ三島の参加団体の 1 つ・グロー
バル文化交流協会（ＧＩＡ）に、暁秀
中高生から「昨年のように源兵衛川の
清掃体験をしたい」と連絡が入った。
ＧＩＡで日程調整し、8 月 19 日に実施
した。参加者は、ＧＷ三島事務局で源
兵衛川の資料を受け取り、美和将弘事務局員から源兵衛川の生き
物が見られる「せせらぎ水族館」の説明を受けた。次に楽寿園で
小浜池を見学し、源兵衛川を注意深く歩いて水量を体感し、水の
苑緑地近くでチャンかけ拾いをした。期待が高まる若い方々だ。

飛び出す編集室

腰切不動尊例祭を開催
9 月 28 日、腰切
不動尊の例祭を
開催。この日は、
幟旗ハプニング
があったものの、
秋晴れの下、清
掃、読経等を行
い、清々しい気持
ちで、皆の健康と
幸せを願った。

令和 2 年度「水の週間記念作文集」

ＶＮ71 号 P4 の「ふるさ
8 月 1 日が「水の日」、8 月 1 日～7
と三島人物伝 31」に登場
日が「水の週間」と昭和 52（1977）
された JFK Club Japan
年に定められ、この作文コンクール
会長の前田幸一さん（タ
が昭和 53 年度から始まった。
イトル「主体性を問いな
43 回目となる令和 2 年度、県内各
がら」）を囲んでの昼食会
地からの小中学生の応募作品の審査
は、コロナ禍の自粛とい
に、小松幸子ＧＷ三島理事長も審査
うこともあって、71 号の
員として参加。中学生の部の 5 作品
発送作業後、人気の「麦」
は、
「全日本中学生水の作文コンクー
の「特注弁当」を持ち帰
ル」
（国土交通省主催）に推薦された。
るということになった。
前田幸一さんの分は、奥さんの前田充子さんに運
グラウンドワーク三島編集室（50 音順）
んでいただいた。編集室一同より、ご夫妻に感謝。
ボランタリーニュース（ＶＮ）72 号の編集ほか
JF ケネディのことは、時代が重なる編集メンバ 浅井 一哉
河田 惠美子
岸野 和子
城所 徂帝
佐々木 覚
相馬 幸永子
前田 充子
ーもおり、まだまだ、お話を伺いたい思いだった。 小松 幸子
水野 幾子
山﨑 多紀子
山田 勝造
参考：http://maedafamily/index3.htm
ＧＷ三島事務局担当：美和 将弘
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