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暑中お見舞い申し上げます。
ひと月も早い梅雨明けと猛暑は地球環境の異変を知らせているので
しょうか。地球温暖化陳止のための「京都議定書」は妥協を重ねて採

択され、その実効が気になるところです。しかし、少しでも緑を守り
かつての自然を取り戻すため、－歩一歩地域で活動を進めていくこと
が地球環境を回復する力になるかもしれません。

さて、夏本番。今年も北山公園で「わんぱく夏まつり」を開催します。
カヌー遊び・八回山ハイク・魚とり・ライブなどなど盛り沢山のメニューを

用意し、皆さんをお待ちしています。ぜひ北山公園にきて遊んでください。
お手伝い“カンパも大歓迎です。



狭山丘陵の自然を楽しく歩きな
がら学ぶ「豊山ウオーク」がスタ
ート。7月から隔月4回で多摩湖・

狭山湖を一周する予定です。この

第一回ウオークは7月14日、北

山公園から狭山公図、八国山、水
天宮、トトロの森2号地、鳩峯公

園、荒臓富士、下山口駅までの約
7Kmのコースで開催。以下参加者

の感想から。「風の吹き抜ける木
立の中を歩き、気持ちのいい汗を

かいてきました。荒幡富士から眺

めた狭山丘陵。賞重な緑なんだな
－（S子）」「北山公園の趣味の悪い

管理も面白かったです（ひまわり
が植えであったこと？；筆者注）。

豊山管理の違いやアカマツの分布

など書物でなく実物で見ることが

出来ました（志木夫）」（金沢男）
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驚zn豊山ウオー〃

西武球場前駅から柳瀬川源流、

狭山湖堰堤、さいたま緑の森博

物館、六道山公園などを巡って

箱根ヶ崎までの約8Km

●日時9月15日（土・祝）

10時～15時頃

●集合西武球場前駅改札口10時
（帰りの交通費約500円）

●参加費200円（保険料込み）
●持ち物弁当・飲み物・雨具等
●雨天順延

2001年度春より始まった「みどりの楽校」の第2回目、今回は回田の丘に

できた、楽校専用の野外演習所？で初級野外キャンプ講座。

自分たちでテントを張り、火をおこし、ご飯をつくります。ナイフを使

っての工作もあります。詳細は以下のとおりです。

●日時＝8月25日（土）、9時半、回田公民館ロビー集合。終了4時半。

●場所＝回田の丘（回田公民館裏の丘陵）

●講師＝敷島悦郎（登山、ダイビング、探検家）、松澤政昭（インディアン野

外生活研究家）

●参加資格＝小学校4年生以上の男女、大人もOK

●申し込み先＝市役所みどりと公園課（密語042－393－5111）
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ヒ十重露年の雑食憾7

北川と前川の合流点付近は少し
開けており、水が流れているだけ
でなく草地や砂レキ（砂や石）地
がある河原になっています。この

ような場所は、いろんな生き物達
がよく見られる場所です。

まだ梅雨が明ける前、ここを通
りかかるとカルガモの母親が5－

6羽のかわいいヒナ達を連れてい

ました。カルガモは水辺近くの草

地に巣を造って産卵し、ヒナがか

えると水辺に連れて行きます。カ
ルガモにとってもこの場所は、子

育てに都合の良い場所なのでしょ
う。ところが、カルガモ親子を眺

水辺鰹dIl⑧
疲さ鴨が基いの麟な書の握い7
6月／水量調査で堰き止めた所

は手前に泥が堆積してヘドロ状に

なり異臭さえ放っている。流れを

遮り人工的に柵を作ることが如何
に環境を悪化させるかよく分か
る。諌早湾の状況はこれのスケー
ルの大きいヤツとでも言えるのか

な？

7月／雨が降らないので北川の

水量は極端に少なくなっている。

しかし、こんな状況でも小魚やザ

めていると、彼らの近くに1m程

のアオタイショウが潜んでいるの

を見つけました。アオタイショウ

も生きていくためには餌を食べな

くてはならず、カルガモのヒナは

すばらしいごちそうなのです。
一般にカモは5－6個の卵を産

んでも、無事親鳥になれるのは1
－2羽と言われています。つまり、

多くのヒナ達はヘビ等の天敵の餌

食になる運命で、残酷なようでも
それが自然（生態系）の仕組みな
のです。はたしてこの夏、ヒナ達

のうち何羽が無事に育ったでしょ

うか？　　　　　　（ピー永島）
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リガニが沢山いるのには救われ

る。情けないのは一部の人間の所

業だ。このところの暑さのせいか
空き缶が実に多い。ゴミの分析調
査を始めてからワースト記録の41

本。川はごみ箱ではないゾー！小

魚やザリガニやカワセミが暮らす

所だということを知らないのだろ

うか。（松村）

活動は毎月第2土曜日9時－10時
北山小正門9時集合で～す。



ホタルには川・田沿いで見られる

ケンジ・ヘイケボタル、山地湿地周

辺では陸棲のヒメ・オバホタルがい

ます。ホタル前線は九州地区の5月
から北上、多くは6月、ヘイケは一

ケ月ほど遅く7，8月に観賞できます

昼間お子様連れですと多摩動物公

園昆虫園でどうぞ。
近辺ではイベント型で清瀬、東久

留米、小平市内、福生ホタル公園

サマーランド自然画。自然型で東

大和市野火止せせらぎ、昭島拝島高

校周辺から下流の用水沿い2キロ位

あきる野横沢入り（武蔵増戸から2
－3キロ）、鳩ノ巣方面、少々遠方で

もたくさん見られる長野辰野松尾
映、群馬月夜野。

東村山ホタルを守る会は新たな活
動を進めて行きます。興味の有る方
お待ちしています。

際タルの一国
成虫→卵→幼虫「水中での生活
9ケ月余」→さなぎ

全国ほたる研究会

国欲しめ＆葦ノuUEBAR

瑚醜捨新調離
東村山駅西口徒歩約3分

Cめse∴轡曜日
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●農編アニメ「ダイオキシンの書」 ：内容：ダイオキシンに迫る少年探偵 仆x�(ｷY|ｸ,ﾉ8ﾉ���6x6x8ﾘ,ﾈﾌﾈｻﾙfｸ�"�
公園一帯の緑の保全とその前を流れ 
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●新入会員紹介 山本のり子（多摩湖町） ●カンパ頂きました。謀議． 

【北川かつばの会定例会】 

次回定例会は9月22日（土） 侏H�&ｨ���9h��(�����
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●編集後記 
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北IiIかっばの会の活動は（財）河jii 環墳管理財団の河川整備基金助成事 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げでいます。 倚ｸ�)M�并����鈴u��y{�3��冷�


