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関東地方も梅雨入りしました。　　行政と常民との協働による「lii 

北山公園は花薗漑見物の人たちで　端会議」は今年も引き続ぎ予定さ 

大隈わいです。かっばの会の方ば　れています（，さらに「緑の楽校」 

4月の総会を皮切りに大忙しです　も6月3日に開襟し、行政とのパ 

カッパウォークは一一・年半かけて　－トナーシップもここまできたの 

とうとう海まで到達しましたで，次　だと感慨深いものがあります。ま 

回からは狭山丘陵を歩きます。乞　た多摩湖堰堤問題や夏まつりなど 

うご期待。北川クリーンアップと　課題も楽しみも満載です。 

水質調査は水辺担当の仕切りで進　「かっぱ通信」は今号から横組み 
められました。総会で決めた担当　にし、編集担当も新体制となりま 

主体で会を運営するという方針の　した。ご意見や投稿をお寄せくだ 

具体化です。　　　　　　　　　　さい。 



やっ題I紬っ鶴亀粛一旬窮鳥龍鱈鞠議事

昨年の1月、狭山公園内の北川源
流からスタートした「かっぱウオ
ーク」は延べ8回、約70キロのウ

オークの末、ゴールの東京湾に到

達しました。

去る5月26日、薄盛りの中、最

終ウオークが開催されました。総

勢26名で門前仲町から大川端、佃

島、勝関橘経由で日の出桟橋まで
の約6キロを歩きました。途中、

大川端リバーシティでは季節柄、

鳥類の姿は少なかったものの、護

岸で多くのカニに出会うことがで

きました。佃島界隈は、佃煮の漁

師町と大川端の超高層ビルの姿／
の、東京の過

去と未来が同

居する不思議
な感覚エリア

でした。

もちろん、おみ

やげは佃煮。そ
の後、今は開か

ない勝間橋、築
地場外市場の賑

わいを見ながら

とうとう日の出

桟橋にゴールし

ました。万綬！
コール後、有

志で水上バスで浅草までのクルー
ズを行いましたが、過去に歩いた

所を水上から見るのは不思議で楽
しい感覚でした。浅草では、なぜ

か高速道路下の隅田）iゆ見える所

で打ち上げ（かっぱ

らしい）！ウオーク

過去と未来を語り
合いました？

匿重ね一筋朗娃』ぉ気に入りのメニューに参加者募集中
野鳥、昆虫、植物、野遊び、川魚、源流、郷土史等々‥

狭山丘陵の自然を、皆で探求する里山ウオーク縞が始まります。

●開催日－7月14日（土）トトロの森と荒幡富士

●集合場所一北山公園内東屋前、9時30分（交通費300円位）

●参加勢一200円（保険料込み）弁当、水筒、雨具持参

予定コース（約5キロ）北山公園一北Iii源流一狭山公園～多摩湖堰堤
～八国山一鳩峯公園（トトロの森2号地）～いきものふれあいの里セ

ンター～荒艦富士～山口城址～西武球場前鰍



北冊帥っ鰐の余徳6回強食臓帥細る。
輔練馬厳奮oOl籍陪精練駅寵

5月13日（臼）、牛後1時より4時　　例えば、会の最大目標であった北川－

まで、ふるさと艇史餅においてかっは　帯の親水化副画に関しては、市の本年
の会の第6回総会が開かれました。時　度予算には計上されず先送りになっ

年I逆はさまざまな活動の成果があがり　てしまったことなど、川端会議が大き

ましたが、必ずしも順風満帆だったわ　な成功をあげたことを考えると、残怠

けではありません。　　　　　　　　　な草態もありました。

しかし、－一方では2000年度初頭か

ら始めた、かっぱウオークは東京湾ま
で完走、北川の源流から流域全体を知

る上で貴重な体験となりました。本年
度は新たに、狭山丘陵全体を歩きなが

ら観察する豊山ウオークを計画、地域
を見つめ直し、lii、哩山雑木林の再生

に向けた活動を展開することがあら
ためて確認されました。また第2期の

川端会議を甲急に市に要請し、来年度
には北川関連に予算が計上されるよ

う働きかけをすることを決定しまし

た。

車軸祢概観良く」ブイ叫脚一々

去る6月2日の気持ちのいい晴れた

掘Il伽f一シ押舵絹勝　　　　目、水と緑の市民懇談会で三宮新田に
去る5月20日（日）、各日治会、行行ってきました。三宙新制ま、江戸時

政の方に多数参加していただき、実施代に開拓された、畑と雑木林と屋敷が
されました。ちょっと蒸し暑かったけ　セットとなった農作地帯です。下笹の

ど、絶好の掃除日和となり、初夏を戯言農家、横山さんに畑を案内していただ
じながらのゴミ拾い。緑が一番綺麗な　きました。一一一両に広がる畑は、林を閲

この季節に、川から景色を眺めるとい墾したもの。手を入れて雑木林を育

うのも乙なものでした。参加された克　て、その落ち葉を堆肥にして畑に使う
の帥こは、新たな感動を発見された方　という循環農法で年月かけつくられ

もいらっしゃるのではないでしょう　できました。その後、多福寺をめぐり

か。残念なのは、北川へ下水生放流を　ました。多福寺は、新田開発に併せて
されている所が改琵されてなく、清流建立された立派なお寺でした。三常
が掠るのにはまだ時間が掛かってしま　の大地と人の関わりに、知恵と豊かさ

いそうです。　　　　　　　Nl・Y　を見た一日でした。



軸鶴Ilの織機‡鴎l情間接I
さる6月3日（臼）、北山小学校に

て、東村山・みどりの楽校の入学式

と第1回目の講座が開かれました。

当日は生徒さんまじえ、来賓の北山

小校長をはじめ、市の関係者、楽校
のスタッフを含めておよそ40名が

参加。楽生証の交付のあとは「水
辺とみどり」をテーマに引き続き入

りました。1時i眼目はかっばの会の

宮本が「川の水循環、jiIの形」、2時

限目は同じく永島が「みどりの役

割、水辺とみどり、水辺の佳き物」

と題して講義。小さいお子さんもい

て内容はちょっとむずかしかった

かな、でも午後の野外講座では、北

川で空堀lIlの小林さんが、投網をう

ってたくさんの種類の魚をとり観

察。大人もこどもも大喜びでした。

まずは快調な出だし、次回は8月未

探検学校が予定されています。

囲
崎動i関頭適鴫公勘に鹿急きを」

市内多摩湖町には、縄文時代後期
の遺跡として一躍脚光を浴びた下

名部遺跡がある。この遺跡からは水

場遺構や丸太を到り貫いた舟など

数々の木製品が発掘されている。今
この地に都営住宅団地が造成され

ようとしている。市の説明では約

3，000nfの面積を遺跡公園として確

保したという事であったが、都住宅

局の説明を聞いて、邁跡公園として

確保された範囲は、団地の中に法律

上設置が義務付けられている公園用

地を限度一杯取ったに過ぎないこと

がわかった。過跡公開としての土地

が特に確保された訳ではなく、団地

内公園を遺跡公園と位掛すげただけ

だった。しかも、住宅局は今計画し

ている株数や位置の変更には応じな

いという。河道や水場、植栽で縄文

の原風景を復元し、土器や木製品、

古代の家を作るといった縄文体験を
コン研一ト建物で囲まれた団地内公園と

いう場で本当に満喫できるのか。そ

れは「八回山」と一体となった開放

感のある自然環境の中でこそ実現で

きるものではないだろうか。

（＝〕菩
r揚々ル棚溝偉物電柵蛤か」

狭山公開内6月16へ】8日「）m730－

830北川清掃等色々取り組んでい

る皆様．市内でホタルが見られるか

観察にどうぞ。市内のホタルは‘50

年代野火止用水への放流中止や水田
が減ったことで発生がなくなりまし

た。市では‘72年環境作りから始め

多摩湖町住民の協力を得て復活に成

功。職員ほたる研究部に取組が移り

十数匹の時期もあったが継続できて

きた。親水公園周辺、せせらぎの道
の水路でのカワニナ等飼育実験、数

年前ホタル発生の確認！今後も市民
の皆様と共に保護していきたいと思

います。瞳近藤醐



参臆測提膝の強佃膏穂韻鞍④

多摩湖腱防の強化工事に関する
東京都の第2回説明会が、去る5
月10日夜、東村山市市民センタ
ーで行われました。都水道局建設

部の課長以下4名、市民22名の

出席がありました。当日の模様は、
5月19日号のアサヒタウンズ一一

両でも報道されていますが、多麿
湖ネットワーク（市民団体のネッ

トワーク組織）が提出した「公開

質闘状」への回答が、文雷と口頭
で行われました。その内、「大地簾

でも安全と言いきる堤陳をなぜ工

事を行うのかウ」という点につい

て、以下のような説明を受けまし

た。「解析の結果、想定した地震に

対し、堤防の一時的な機能確保は
できるが、きるが、沈下やせり出

しなどの変形による亀裂の発色が

窮6回北山わんぱく電疎つり
今年も夏はわんぱく夏まつりで

盛り上がろう。という訳で言桓例の

市民手作り祭りに向けて．準備に
入ります。

昨年は，北川でカヌーをしたり
八同山探検や，屈台にライヴなど、

子どもも大人も楽しんでもらいま

した。今年のメニューは何かなつ

6月中旬に実行委員会准備会、

串」には第一一回実行委員会として
立ち上げ、8月5日（土）に開催

推測され、長期的に安全性が保た
れる訳ではない。また、地震後の

補修には多くの費用と期間を要
し、水を干した状態での工事とな

る。このような事態を未然に回避

するため、今回の工事を検討して
いる。」つまり、今までの説明には

なかった「亀裂の発生」、「地顔後
の補修工事の難しさ」という論拠

が、改めて示されたのです。この

圃答に対し、市農から、堤防が具
体的にどのように変形するのかに
ついて、解析結果の資料をもとに

詳しい説明が欲しいという要諦を

行いました。これを受け、都水道

局は説明資料を準備中ということ
です。次回の説明会は、6月中旬
～下旬開催できる見込みとのこと

です。　　　　　　　　（宮本）

する予定です。実行委鼠として参

加していただける方、当日のお手

伝いをしてくださる方はご一報下

さい。担当　渡辺042－395－7705



創お膳の寮槻控轟掲輔揺⑧

7番tIhからe夢入電
去る6月3日（日）、東村山「み

どりの楽校」の入楽式が行われ、
北川でフィールドワークが行われ

ました。フィールドワークでは楽

校の生徒達が北）旧こ入り、魚採り
を体験しました。かっばの会仙台

特派員の魚採り職人桜井氏もはる
ばる応援に駆けつけ、生徒達に熱
心に魚採りのコツを伝授していま

した。

そのかいあって、わずか1－2

時間で多くの生き物を採ったり見
たりすることができました。魚で

は大きなメスのドジョウがつかま

りました。もうすぐ近くで産卵す

るのかもしれません。また、青と

赤の帯が美しいオイカワもつかま

水辺鰹より

りました。その他、キンブナ・モ

ツゴ“メダカ・ヨシノポリがいま

した。

餌としてアメリカから移入された

ものだと言われています。やはり、
いろんな生き物を食べたり、イネ

にも害を与えるのであまり歓迎で

きません。しかし、今や北川で一

番多い水辺の生き物として、子供
達の人気者になっています。

このように北川では、和洋入り

乱れた水辺の生態系が形成されて
いるのです。（ピー永島）

l

「九重ILの重機？t

毎月定期的に行う川掃除は北川
の四季を肌で感じさせてくれま

す。
4月／川を覆う新緑の中で小鳥た

が嘲り、八回山からはウグイスの

鳴き声が聞こえます。水中では沢
山の小魚が元気に泳いでいます。
一方で、春の訪れと共に人出も多

くなったのか何時になく空き缶が
目立ちます。私達が行う掃除区域
の一部はコンクリート川底になっ

ています。歩いても単調で、藻で

覆われているときは滑りやすく注

意が必要です。勿論、魚も泳いで
いません。魚たちはどこが良い住

み心地か、きっとわかっているの

でしょう。

5月／lii掃除の途中大きなウシ

ガェルに出会いました。手先から

足先まで40センチもありました。こ

んな大きなカエルを見るのは久し

振りでした。また会う円までお元

気で…、北川の住民さん。（松村）



今月の一曲　pp
r地雷ZEROキャンペーンソグ」

坂本龍一フeiヅユースのもと地雷ゼロを

酷旨して世界中のアーチスト達が音楽
で鯨ばれた日そんなキャッチフレー
ズのCD。可愛い子供の歌いかけるよう

な声で始まり瀞かなピアノをベースに

地雷のない世界をそれぞれのアーチス
トが歌い上げていく。やさしいメ【エディ

心にしみる音叉ノバ短、エネルギッシュ

なリズムにひきこよれます。中之和が如何

に大切か！破壊から何も生れないそん
なことを思いながら心が癒される晋で

す。心がトゲトゲの疲れている時掛かに

耳を傾けて見ては？未来の子供達に安

全な世の中であります様に大人が頑張

龍一ムペ一挙のあ知らせ
かっばの会ではホームページに掲示板

を用意しています1，みんなの思いを臼

帥こかきこんで下さい。
持新規蜜き込み

HPより掲示板をクリック

題名、詑専一一覧に表示されます。

氏名，ニックネーム等OKです。

記事を書き込んでl託必須入力の上轟
き込みボタンをクリックして下さい。
審轟き込み記事への憑見

記却　一覧の題名をクリックして下さ

い。

氏名，記事欄を入力後書き込みをクリ
ックしてください。

諦しくはヘルプをみて下さい。コンテ

ンツ充実のため記事、写真を募集してい

ます。メールでお梼せ下さい。

園園田国囲詔国uUEBa慮

」弛睦㊧8⑱鮎鵡

東村山駅西口徒渉約3分

Ciose　日鵬日
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匪垂直亘三重圏
●「身近な川の一斉調奄」

内容：北川、前川、柳瀬川、の水質調
査を定点観測します。
日時！6月7〇日（臼）10時～12時半

集合弓ヒ山公園民家園前
問合せ　北川かっばの会　松村

●「録の回廊を歩いてみよう」
柳瀬川沿いの「緑の回廊」を行く①

即事6月24日（日）午前9時30分～

集合・所沢駅東口

持ち物、飲み物・帽子
聞合せ（財）トトロのふるさと財団

042－947－6047

申し込み要．詳細は上記財閥までお問

合せください。

【北川かつばの会定例会】
次回定例会は7月21輝くと）

かっぱ事務所1時～3時

かつばの会会見掠集

狭山丘陵の東麓、トトロの故郷北山
公園一一樺の緑の保全とその前を流れ

る北川の清流復活という夢をもって

作られた会です。自然と野外の遊びが
大好きで、趣旨に賛同、活動に参加で
きる方（参加、入退会自由）を広く募集
しております。現在会員数は206名で

す。
●会費　年間3000円。「かっぱ通信」

（隔月間）と可愛らしいかっは会員証
をお送りします。

●問合せ“申込み先　〒189－0022東村

山市野口町3－11－8二鳥方　北川かっ

ばの会Tel／FaxO42－391－2365

●会黄振込先
上記へ現金番留または

〔郵便振替　00120－6－104476〕

〔あさひ銀行東村山支店（普）3605694〕

加入著名　北川かっばの会

●編集後記
ホームページ対応のため、合筆から

横組モードになりました。新編集局員
新たな気持ちでトライします，
＊完成後のビールを楽しみに頑張りま

した。（美）
＊lTセンプー遅まきながら楽しんで

います。〈十）
＊パソコンで疲れた白には北山公閲の

菖蒲の花が、一番！今年の花は見事
です。（元）

北川かっばの会の活動は（財）河川
環境管理財団の河）i憾備鵜金助成革
業として平成12年6月～平成16年5

月までの継続助成金をうけています。

●新入会員紹介

森蜜衣子（野口町）
飯塚伸夫（志木市）（敬称略）
●カンパ頂きました。

村上稔、古田優子（敬称略）
川田継男さん沖縄土産いつもありがとう。

●かっぱ通信は市内の公民館と座席館。東

村山駅周辺の「ジェンダー」「トロル」「ジューク

ジョイント」「とき」「－一期一・会」「サシェ」に掻い

ています。

『未来の川へ・北川復元プラン』
北川復元フランのパイロットケースとし

て、北J」公園周辺の北川が変わりつつあ

ります．21憶紀の未来の川の姿を探る一・

冊。頒価1000円郵送料390円


