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北Itl繍水化計董予算書島雑食に上程f

噺企画と錯IletIIウォーJP

20世紀は戦争の時代でした。きたる21世紀はその反省に立ち平和

な世紀になるだろうという予測は、しかしテロと報復の戦争によって無

残に打ち砕かれてしまいました。世界不況は深刻度を増し、日本におい
てはリストラの横行で庶民の生活は類を見ない厳しさに直面。政治は混

乱、経済は失速、毒物もどきを平然と売る雪印のような企業も出てくる

始末。わが町、東村山では、子ども達によるホームレス殺人という痛ま

しい事件が起きました。なんでもない子ども達だったとのことですが、

そこが怖い。何か世の中の仕組みが深いところで崩壊してしまったよう

な恐ろしさを感じます。かっぱ通信2002年の新年号をお届けいたしま

す。暗いニュースの中で、朗報として、市の来年度予算に北川、北山公

園一帯の親水化計画があげられ、3月議会に上程されることになりまし
た。戦争から環境への世紀を東村山から始められたら最高ですネ！



豊山ウ着－ク纏わる！

第4回「里山ウオーク」が1月

12日に開催されました。当日は春

のような陽気の中、11名が参加。

武蔵村山市役所から狭山緑地、狭
山公園などを巡り、東村山駅まで
の約8キロをウォークしました。

全体的に快適なウオークでした
が、途中北川源流付近やせせらぎ
の道では、水質・水蓮の維持や親

しみやすい施設づくりについて、

また廻田の丘では「みどりの楽校」
のビジョンを語り合いました。

「里山ウオーク」はこれで終了。

ウオーク終了後は「MA剛」で打ち

上げとなりました（，（金沢男）

空尉llでも頑張っています

東村山市の「空堀川に清流を取
戻す会」が水辺の体験学溜事例集

を発行しました。東村山市などの

小学校のチビもたちが空堀川など

き鯵IlのⅢウォーク龍
スタート

狭山丘陵を源流とするlii、源流

ではないが、ちょっと気になる近

くのliiを歩く「となりの川ウオー

ク」が＼スタートします（約10回

シリーズ）。第1回日は奈良橋川と

前川で北川合流点までの約8キロ

☆　日時／3月9日（土）

（雨天順延）
☆　集合／東村山駅立川行きバ

ス停10：00（中藤バス停

10．40頃）

☆　交通艶／340円

☆　参加費・保険料／100円

☆　持ち物／雨具・弁当

☆　解散予定15時頃

の身近な河川をテーマに生物調査

や環境調査に取り組んだ例が掲載
されています。総合学習に活かし

て欲しいと代表小林さんは詣して

います。

問合せ樋042－39上4003小林氏



昨年12月16日にかっは事でX’

マ小雪イーが開かれました。川辺川か畑、、

器鰐謹課業競繋〃
員の紹介やライブ演奏にあわせた踊

豊て夜遅くまで盛りあがりま整

穫紡穏地球撫雑談磋濱薙清畠

多摩湖ネットワーク」（かっばの

会も参加）では、工事の必要性に関

する疑問と、工事が周辺環境に与え
る問題点を、「多摩湖堤防強化工事
の必要性と環境影響に対する意見

書」にまとめ、昨年末に東京都水道
局に提出しました。回答は1月11

日にありましたが、直後の1月16

日、都水道局は堤防強化の工法を事

実上決定しプレス発表をしました。

発表された工法は狭山湖の工法と
は大幅に異なっています（下図参

照）。狭山湖のように上流（湖面側）
と下流の両側こ厚く土を盛り、堤防

幅を広げるのではなく、現在の堤防
敷地の中で、下流法面と爆防頂部の

みを強固な土で強化しようとする

ものです。この工法の採用により、

狭山公国は

多義瀧堤防嚢化工事面相

部分的にも失われず、湖面にも工
事が及ぶことなく湖周辺の水鳥
等の生息への大きな影響はかな
り改善されたと考えられます。当

会をはじめ様々な市民団体の日

頃の活動と、その連携があってこ

その成果です。しかし、工法の細

部や、約6年にも及ぶ工事期間中
の影響については、まだまだ未解

決であり今後継続して対話して
いくべき課題です。かっばの会で

は、今後も多摩湖ネットワークの

活動に参画し対話を続けていく
予定です。

また、工事の必要性に関する議論

は不十分なままです。工法決定の

プロセスについても、説明を求め

ていく予定です。（宮本）

」　－一－　　　　　－取飾競



熊本県の球磨川最大支流の川　　さらに、おかしいのは、ダムか

辺川は、メチヤきれいな川であ　ら遠く離れた河口の八代市が、実

る。98年度水質日本一。それで、　は川辺用ダムの治水でもっとも便

天然鮎が「尺鮎」と言われるほ　益がある、もしも洪水があったら

ど（30センチ！）にも育ち、全　1700億円もの損失になるところ

国の釣り人垂涯の川としても有　を防ぐ効果があるとされているこ

名。
ということで、

球磨川漁協組合員
は簡単には、川を
売り渡さないと頑
張って、昨年11月

の総会でダム本体

着工の条件となる
漁業補償案を否決した。3年連

続での着工阻止。

そこで、国土交通省は、思いあ
まって「漁業権を強制収用」とい
う出来もしない暴挙をしまうと

しているというわけなのだ。

塵鵠ilの畿灘詮懇書圃繊誇締総説
かっはウオークに途中から「家

来」になり付いてきて、事あるごと

に勝手な雑駁を振り回していたが、

このたびかっぱ達におだてられて、

この「雅楽誌」を始めることになり

ました。私達は、武蔵野台地の一角

または近くに住んでいます。武蔵野

というと吉祥寺や武蔵野夫人を連

想する人もいると思いますが、地形

や地質からいうと周辺部は、青梅

市、川越市、志木市、新街区、大田

区、雁中高、立川市と広がっていま

す。埼玉は武蔵野じゃないなどと

とが国土交通省

資料から明らか
になったこと。

しかも八代で

は250年間も洪

水が起こったこ

とがなく、ほん
の1キロほど提

防は補修したほうがいいだけ、と
いうことを同省が認めてしまった

こと・・・それで、このまま事業

が進むなんてことがあっていいも

んでしょうか。　会員　高橋エリカ

言わないで、武蔵の国は東京都と埼
玉県ですよ。ところで、例えば東大

和市の郷土博物館で武蔵野台地の地

形模型を見てみると、青梅市を扇の

要として末広がり（放射状）に低くな
っています。これを扇状地といって

太古の多摩川がつくった地形です。

その昔に多摩川は流れを幾度も変え
て川越市や志木市や新宿にも向かっ

ていたものです。私は北川下流の柳

瀬川の縁で武蔵野台地の石ころと対

持して、「君は多摩川上流の山梨県
から来たのかい？」などと話しかけ

たりしています。（フラット飯塚）



がつばの棄校生絹事績塵⑲　　謡縮鍍

豊山ウオークで、狭山丘陵の野

山北公園を歩いていたときのこ
とです。コンクリートの塀にくっ

ついて、ジャコウアゲハのさなぎ

激闘闘贈　水農と一升ビン

＜12月＞北川の水が冷たい。大量

の落ち葉が幾筋もの流れを造り

又、川を堰き止めている。滞留し
た所では水が濁り、落ち葉が腐敗
してヘドロ化しているので取り

除いてやる。川の中から葉っぱの

ない樹木を見上げ、幹の太さや、

高さに改めて感じ入る。今の季節
は色々な種類の水鳥を見かける。
マガモ、カルガモ、コサギ、ゴイ

サキ…。北川は冬の水鳥たちの憩

いの場にもなっている。

く1月＞冬巽っ盛り。水量は決し

て多くないが、水は澄み浅い所で
は底まで良く見えるし、深い所で

は沢山のコイが体を摺り寄せ塊
のようになっている。ところで、

これまで川掃除をしてきて初め

て一升ビンを拾った。お正月のお

屠蘇を魚たちに振舞った奇特な
お人がいたのかもしれない。しか

し、空きビンは持ち帰って欲しか
ったね！　さて、このお酒の銘柄

は何だったのでしょうか？答え

は次回号に。　　　　（松村）

が冬越しをしていました。ジャヨ

ウアゲハというのは、一見クロア

ゲハのようですが、胴体に紅色の

模様がある、なかなかエレガント

なアゲハです。

ところで皆さんは、番町（播州）
皿屋敷という怪談をご存じです
か？　お菊さんが、お皿を1枚2

枚・“・・と数えるあのお話です。
ジャコウアゲハのさなぎは、なん

とこのお菊さんに似ているという

ことで、お菊虫という怖い別名が

あるのです

背中の模様をよく見てみましょ
う。そこには、お菊さんのうらめ

しそうな顔があります。そして糸
で体を固定している姿が、縄でし

ぼられたお菊さんのようだという

のです。昔の人は、さなぎがお菊

さんの生まれ変わりのように感じ

たようです。

昆虫の名前は変わったものがよ

く見られますが、昔の人はユニー

クな連想をするものです。

（ピー永島）



広告

璃l緋・カレー＆ビール

獄偶的
雰一番棚Ru重富3慮鶏！

その①みしま　ともみ展

あの「かっは通信」の表紙イラストで

評判のみしまともみの初個展。ギヤ

チノーMARUのこけらおとし記念。

●日時：2月16日（土）－3月3日（日）

11時～21時（月は休み）

●楊所：MARU2Fギヤチノー

その②　春風をめぐるツアーコンサ
ート「詩と歌と絵と」

トカラ列島、南アルプスから春風をも

ってすぼらしい仲間がやってくる！

●日時：3月13日（水）18時単一21

時半●場所：MARU●出演者：ナー
ガ、内田ボブ、ジャン●入場料：
1500円（ドリンク別）

その③八目山、正英湯ツアー
春の狭山丘陵散策に銭湯、生ビール

付きで東村山を再発見

●日時：2月24日（日）13時

MARU集合（お風呂セット持参）

●費用2000円（銭湯代、ピール等）

三二‾三三三‡
MARJ　東村山山駅西口徒歩1分

Tei・Fax O42－395－4430

有明の海は、非情な諌早干拓事業
により大打蟹を受けております。

しかし、地元の漁師たちはそんな環

境にもめげず、先租代々引継がれた

海苔の養殖業を守るため頑張ってい

ます。有明の海と漁業を永続させる

ために1漁船の光石丸ですが、丹構

こめて作った海苔を産地直送で全国

に販売することにいたしました。か

っばの皆さんにもぜひ、ご協力をお

願いでさればと思います。

碓海苔（一番摘み）全形50枚

4000剛まお勧めです。他に550円

の海苔から各種あります。

問合せ先＝光石丸042－394－0881

念晶翻」ナー
離れていても通信は楽しく読ませ

ていただいています。

10月に北八ツのビラタスロープウェ
ー終点の山の上で、カッパウオーク

に参加していた植物博士の田中さん

（清瀬の女性の方です）とバッタリお

会いしました。曳山ウオーク楽しそ

うですね。私も先日ピースウオーク

で長野の高一松本まで歩きました。

またいつかかっぱ事の方にも伺える

といいと思うのですが。

花田みゆき（長野県在住）

編集部では会員の皆さんのお便り

をお待ちしています。近況・ご意見何

でも結構です。メール、会費払込み

粟の通信欄などをご利用ください。



勧摘鵬相席冊
「アイヌときどき日本人」

宇井眞紀子・写真集
社会評論社　　㊤28004税

かつては東北、北海道、千島、

樺太に住んでいたアイヌ民族は侵
略や明治政府の同化政策でいわれ

なき差別を受け北海道の一部で生

きてきた。そんな過酷な時代を民
族として誇りを持って生きている

アイヌの人々がいる。首都圏周辺

にもそんなアイヌの人たちがいる

ことをこの本で初めて知った。す
べては神のもの、人間だけのもの

ではないというアイヌ精神で現代

を生きる人々の思いが、モノクロ

写真から潜み出ている。

著者はかっぱ会員多摩湖町在住

（美）

給電電鈴の磨
「ふらっと」　姐392－8581

昨年秋に会員になった山本の
り子さんが経営するスナックで

す。東村山西口の化成小学校手前

線路際。このお店はさわやか福祉

財団（理事長堀田力氏）が99年
に纏めた近隣型助け合い活動事
例集に紹介され、地域のミニ福祉
センターと評価されています。山本さ

んは「高齢者も障害者も健常者も
一緒に遊べる場にしたい」と語っ

ています。ふらっと遊びに行って

みてください。

pm6：00－　定休日：日曜

固耽幻＆埠のuUEBAR

瑚誠燈せ㊦鮎粥

東村山駅西口徒歩約3分
CIose　日曜日

TeIO42（394）4548

ライブうえジユニ／ル

Ule（土）mueeNle請

フロミズワンダーズ

．〟，cho噌eYl，000－

u23（土）馴ueeNie競

石川二三夫＆小出斉

．．．Cltoree￥2，000－

ua（土）馴uee州9競

クレイジー清水＆

ハリケーンズ2002

，．．cho即吟Yl，500ー

3／まま（金）馴uesNle鵬

AzU蘭1

．．，chorqeYl，500－

u23（土）京ockMohI

BackBeats＆フレンズ

…choreeYLBO0－
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「市街地のみどりをたのしもう」 �/�*��x.�+X-ﾈ+x�"�
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●新入会員紺介（敵稿館） ●カンパ頂きました。深謝．（敬稽噂） 

【北川かっばの会定例会】 
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●編集後記 昨日まではぽかぽかと春の陽気だ ったのに、編集日になって北風に見舞 
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北川かっばの会の活動は（財）河川環 
境管理財団の河川整備基金助成哀楽 として平成12年6月一平成16年5月 までの継続助成金をうけています。＿ 倚ｸ�)M�并����鈴u��y{�3��冷�


