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各地から紅葉のたよりが届く季節となりました。北山公園では北 
山・回田小学校の田んぼの稲がたわわに実り、刈り“いれの時期になり 

ました。8月の北山わんぱく夏まつりと9月の第2回軋自ウオークも 

楽しく終了しました。報告をお読みください。 
かっばの活動はまだまだ続きます。／10月のクリーンアップ、11月の 

里山ウオークで、さわやかな秋空（たぶん）の下で一緒に汗をかいてみ 

ませんか。 

さて、市では来年度予算の査定作業に入る時期です。今年度見送られ 

た北山公園親水整備事業実施設計の予鈴を今度こそ、是非認めて欲しい 

ものです。市と苗民とのパートナーシップで作り上げたlii端会議の成果 

を実らせるための第一歩だと期待しています。 



縮め日経曲綿見難審議捷執着縞萬

割墳洗剤城遊離しい一日でし趨

今年もかっばの会の呼びかけで
実行委員会を作り、8月5日（臼）
に北山公園でわんぱく夏まつりを

開催しました。

当日は朝10時から始まり、太鼓

演奏・沖縄の歌と踊りでにぎやか
な幕開けです。親子連れが続々と

訪れ、子ども達はザリガニ釣り・縄

文火おこし・おもちゃ作りりし国山

ミニハイク・魚とり・紙芝居など、

普段味わえない体験に大審びでし
た。おとなはアフリカ音楽・コー

ラス・ブルース・ビートルーズナ

ンバーをBGMにして、ビールと

つまみですっかりリラックスの1

日でした。

自然連かな北山公園で夏まつり

を楽しむという企画も定番し、今

年も2000人の参加がありました。

残念ながら雨蓮が少なく、恒例だ

った北川でのカヌー遊びは中止に

なりました。しかし東村山市など後援

団体の支援や、賛助金を出していた

だいたお店、出店者やボランティアの

ご協力により、楽しい1日を提供でき

たことを感謝しています。

（実行委員会事務局長渡辺）

繭彊弊璽轡

東村山商環境暮春無傷鏡定に

向けて活発密輸議が遣行中l

今夏より、市の環境基本条例策定
に向けて4回の協議会が開かれ、
かっばの会からも代表の三島が参

加。環境に関する憲法ともいえる
条例だけに熱心な論議が交わされ
ている。市民参加方式で有識者も

交え、21世紀にふさわしい地球的

視点に立った内容にするべく、多

様な意見が経過され、盛り上がり
を見せている。年内には環境基本

条例の叩き台を作り、来年度には
籍定の運び。かっばの会としては

河川の浄化とみどりの復元、再生
を盛り込むように強くおしていき

たい。
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細顔津の謀統轄

北tllのニェーウェイス
今年もわんぱく夏まつりが盛大

に行われましたが、催し物のlつ北

川水族館のために北川の魚をつか
まえてみました。常連の魚たちに加
え、今年は2種類のニューフェイス

が加わりました。

l種目はアユです。アユは最近、

柳瀬川にのぼってくるようになった
ことが知られていましたが、北川で

は未確認でした。次は北川にもと、

期待していましたが、ようやく来てく

れました。アユは清流の魚として知

られていますが、そのアユが見られ

たということは、北川が魚にとってだ

いぶ住みやすくなってきたということ

でしょう。

第2幽桝とIlの摸機軸鮭

去る8月25日雲一つない空の下

園田の丘にて第2回みどりの楽校

を開催いたしました。回田公民館
に集合しそこから徒歩5分で現地

に到着。約300坪の畑は雑輩が生
い茂り、開校挨拶後、全員で釜、ナ

タ等で草刈り作業です。フィールド
ワークは全員元気いっぱいで大汗

を流し、タープ、テーブル、椅子、カ
マドを設置しました。インディ研究

家の松沢氏の指導で、ティーピー
テント（竹竿16本）をロープワーク

一方、歓迎されざる魚も確認さ

れました。それはブラックバスです。

心無い釣り人が北川に放したもので

しょうが、彼らは前々回紹介したアメ

リカザリガニやウシガエル以上に日

本の水辺の生態系を破戒する迷惑

ものです。万一彼らが北川で定着し

たら、多くの生物が食べられてし

まい、大変なことになります。

まったく、今年のニューフェイス

には複雑な心暁です。

（ピー永島）

手餐キ
で設営し、皆で中に入り原始人の

雰囲気を楽しみました。探検家の
敷島氏からはカマボコ式テントの

設営等指導を受け、各人で竹箸
を手作り、昼食は薪で米を炊き、
カレーを作り美味しく頂きました。

意外な贈り物は？敷地内の大き
な粟の木から沢山の栗の収穫で
した。午後は回田緑道を散策し通
か場の自然を満喫。今後は欒生
が増えることを期待しつつ無事終

了しました。　　　（Y．鈴木）



大谷声湿地暦久保湿地に感動I

曳山賄中細掃舶駈謝浅く
第2回「豊山クかク」が9月15日

に開催されました。当日は17

名が参加。西武球場新駅から狭
山湖堰堤、トトロの森3号地、
さいたま緑の森博物館、大谷戸
湿地、西久保湿地を経て箱根ヶ
崎駅までの約10　キロをウオー

クしました。狭山湖堰堤の改良
工事現場では工軍の必要性に

疑問を感じました。一方、比良
の丘や緑の森の博物館、大谷戸

湿地、西久保湿地の周辺は，動
植物や地形“景観など、すぼら
しい自然が残っており、狭山丘

陵もなかなか捨てたものでは
ないと感動しました。これまで
のウオークと比べると、気温が

高めで行程もやや長め、急坂も
ありましたが、ゴール後は有志
でビールのジョッキを傾けま

した。　　　　　　（金沢男）

参照測堤防の強化工事聞損⑥

昨年8月と今年2月に北川源流
の湧水の水筒を調べました。十二

段の滝ではph8、竃気伝導度は
115us／cm程度で湖の水質とほぼ

同じで、たっちゃん池奥の湧水は

ph6．5、電気伝導度60us／cm程度と

異なる値でした。また、この2つ
の湧水が合流する水路ではその中

間値が出ました。
その他の周辺の湧水について

詞閏

第3回豊山（紅葉）ウオーク
箱根ヶ崎から六道山公園、野山
北公園などを巡って武蔵村山市
役所までの約7キロ・

日時／11月23日（金一祝）

↑0時～15時懐　く雨天順延）

集合／東村山駅改札口9時
八高線箱根ヶ崎改札口10：05

交通費／800円参加馨／200円（保

険料込）持ち物／雨具　弁当

も中間的な値だったことから、

北川源流の湧水は大なり小なり

多摩湖の影響を受けているので
は？と考えられました。

堤防工事ではこのような多摩

湖周辺の水脈が絶たれ、源流が
泊れてしまうのでは？という懸

念があります。多摩湖ネットワ
ークでは、東京都の環境調査の

説明会を10月中旬に開催して

もらう予定です。　　　（官本）



匠7テ石動〟ク〝－ン示可
秋の訪れを感じる今日この

頃，皆さんいかがお過ごしでし

ょうか。北山公園も秋の装いに

変わろうとしております。さ

て、恒例の秋の北川クリーンアップ○

作戦が今年も実施されます。今
回は北山小の皆さんもにも参
加していただきます。実際に川
に入って自然の良さを実感し

てもらえればと思います。「北

川水辺倶楽部」では毎月1回川

掃除を実施しておりますが毎
回同じような蓮のごみが集ま
ります。やはり皆が自然を大切
にする事に目をi帥ナないとゴミ

はいつまでたっても減りませ

ん。皆で自然を守ろうではあり

ませんか。

e日時／10月　21日（日）

10時～12時

●集合場所／北山公園民家園又
は将陣場橋（精心幼稚園前）

●持ち物／ビニール手袋・長

靴・タオル等
●聞合せ／北川かっばの会
TEL（042－393－1852松村）

終了後は北山公園で豚汁のサ
ーービスがあります。

重森
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誕生かと自負？香り高さ勅堺と辛

口カリ‾をめざ十枚はお義れ禰

兄にJAZZを肴に珠玉の一滴を！

誠一郎や



灘一弾藍欝澄賊
8月の終わり、まだ激しい夏の暑

さが続いていた。昨年の12月に末

期ガンを宣告され、闘病生活を余
儀なくされていた詩人、山尾三省
が亡くなった。個人的に執筆者と

編集者という関係でここ数年、氏
の著作を3肘ほど手がげだ。グー

リー“スナイターとの対談集『聖

なる地球のつどいかな』であり、

『ここで暮らす楽しみ』であり、
『森羅万象の中へ』であった。最

後の著作は結果として、適作とな
ってしまった。残念としか言いよ

うがない。

山尾三省は2度にわたり、東村
山を訪れ、八国山、北山公園、北
川を散範した。そして、「かっぱ
亭」で詩の朗読会を開いてくれた。
その折のことは先の『ここで暮ら
す楽しみ』に詳述されているが、

私達、北川の清流復元のこころみ
にいたく感動し、エールをおくっ

てくれた。今世紀の課題は、地球
上のすべての水を飲めるようにし

たい、とは氏の遺言であるが、と

りも直さずその意味するところ

は、20世紀の傲慢な人類至上主義

を反省し、あらゆる生命との共存

を図って行こうという意思に他ら

ない。貴重な

人を失ってし

まったが、彼

の意思する所

を私達は継承
していきたい

と思う。合掌

（三島）

水辺鱈よ岬⑨コ・蒲を刷，雷。志紀
北山公園東轍から北山小学校西

端までの一帯（約400m）は、土

手や水面を覆う沢山の樹木があり
カワセミが飛び交う、北）iiで最も

自然豊かな所です。こんな所にゴ
ミがあってはいけない、という思
いに駆られ毎月1回川掃除を始め

てから丸3年になりました。この

間に捨てられていた不燃ゴミは大

きな袋で30個。この一年間、ど

んなゴミがどれくらいあるのかと

いう興味からゴミの分析調査をし

てみました。その結果はヾットが同

49本、空き缶はビール・チュか当76本、

コート‥茶・ゾユース163本でした。

この不名誉な数字が限りなく0に

近づくことを願いつつこれからも

活動を続けて行きたいと思いま
す。北川の自然と生きものたちに

興味のある方はご一緒に如何です
か。活動は毎月第2土曜日9時～
10時北山小正門9時集合。（松村）



猟師剃聯沸押

FU鍬pMlXU W掛NDE廠S

発売元プライムアトラス／サウスサ
イドレコードSSBC－007

我がわんぱく夏まっりに出演して

くれた2人組ブルースバンド「フロ

ミズワンダーズ」がファーストアル
バムを9月末に出しました。

全7曲日本語オリジナルで「夕焼

け朝ご飯」と「缶から」の2曲が人

気上昇中です。10月13日（土）に東

村山ジュークジョイントで発売記

念ライブがあります。

かっぱ応援隊より

おず脊船の一冊

「春の小川でフナを釣る」

大穂新一郎馨まつやま書房

少年の頃、葛西や利根川で魚釣り

をしていた著者が小川の魅力を教
えてくれる。水郷、関東平野は田ん

ぼが広がり、身近に小川があった。

フナはだれもが知っている魚であ

ったはず。田んぼや小川がなくなり

つつあり、フナの棲む環境は変化し

ているのである。

釣り場地図や魚の特徴がよくわか
る。イラストも入っている。（貞）
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勧説翻艦駿馬難築

●「身近な川の水質鯛査報告発表会」

日時：11月24日（享）

午後2時から
場所．朝霞市リサイクルセンター

●「男の出番だ！

チャレンジセミナー」
“男のためのボランティア入門講座か

日時：10月20日（土）～12月8日（土）

（計7回）

12月1日は男かっばが講師です。

場所：東村山ボランティアセンター

問合せ：042－396－1533

メールアドレス変わりました！！

遡・7月宗一

kapa＠abeam．ocn．ne．jp

狭山丘陵の東麓、トトロの故郷北山
公園一群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207名で
す。

●会費　年間3000円。「かっは通信」

（隔月間）と可愛らしいかっ．ぱ会員証
をお送りします。
●問合せ“申込み先　〒189－0022東村

山市野口町3－1上8三島方　北川かっ
ばの会Tel／FaxO42－39ト2365

●会費振込先
上記へ現金書留または

〔郵便振替　00120－6－104476〕

〔あさひ銀行東村山支店（普）3005694〕

加入音名北川かっばの会

【北川かつばの会定例会】

次回定例会は11月17日（土）

かっは事務所2時～4時

●編集後記
衝撃的なニュースが飛び交ってい

る今日この頃ですが、平和な世界であ
ってほしいとせつに願うのみです。

北川かっばの会の活動は（財）河川
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けています。

●カンパ頂きました。深謝

降旗　信一

常陸　あき子

飯塚　伸夫　（敬称略）

●かっは遭僧は市内の公民館と図書館。東

村山駅周辺の「ジェンダー」「トロ／レ」「ジューク

ジョイント可とき自一期一会」「サンェ」に橿い

ています。

『未来の川へ・北川復元プラン』
北川復元プランのパイロットケースとし

て、北山公園周辺の北川が変わりつつあ

ります。21世紀の未来の川の姿を探る一

冊。頒価1000円郵送料390円


