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北山公田・北Ilt親水他予算が瀧定

薗

この春かっばの会を研究対象に卒論「地域をフィー小、としだ環墳教育実

践の比較研究」で東京農工大を卒業し、大学院に進んだ女性がいます。

松村幹子さん。論文は会の結成から現在までを、行政との係わりも含め
てテーマ毎、時系列によく纏めてあります。できることをできる時にや

るスタンスが長続きし、行政からも認められたとの会への過大な評価も

ありました。改めて活動を振返るよい機会になりました。

さて、かっばの会の念願だった「北川の清流復活」がいよいよ実現し

ます。「未来の川へ・北川復元プラン」で市に提言してから3年、市民
と行政によるパートナーシップの賜物です。詳しくは本誌をお読みくだ

さい。

2002年度の総会、クリーンアップ、となりの川ウォーク、水質調査、

とスケジュールが目白押しです。マンネリに陥らず坦々と楽しく活動

し、情報を発信していけたらと思います。
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舐昏睡総轄の彊籾螢彊 
●　5月12日（園）13時～16時 

●　東村山ふるさと歴史館 
血　042－395－3800　　東村山駅西口駅下車徒歩5分 

問い合わせ　北川かっばの会　血　042ぺ9ト2365 

議題①　2002年度活動方針詩誌　　②　会計予算案審議 

③　新役員選出 

総会では今年度の活動を振り返り次年度の方針を決めます。 

お気経に参加し．ご意見をいただければ幸いです。なおi終了後は恒例 
の懇親会を開き交流の機会も用意しております。 

掬繭離職羅細 

緬　　　　　　慾　‾／嬢繊 蕪概摸鯛で穏駄轟 第1回となりの）砂オークが3月9日ii鰯i〉 

に開催されました。・会員の秋山数馬i　　　Iil　r鰯 

さんの案内により、魚類学者の君塚i　　‾小霧‘　　　離 

先生を含め12名で奈良橋川を歩きま 

しだと源流部の赤坂池や番大池は自；　　　＿高鯛SSSSSSSSSSSe 

然が保全されていて、心やすらぐ感じi 

∴∴∵∴∵∴言∴：－∵言：：日詰「 
部分では水贋も急激に悪化していま　流点までの約5キロをウォークしま 

した。途中、碑名2丁目周辺では、手す。 入れされた雑木林や竹林があり、また☆目時／6月1日（土） 

：∴予言∴「：∴∵∴帯川・．川－． 堀川の合流地点では言練達味な河川13時 転塾請来濃霧器時頃 打ち上げとなりました。、 



本体着工の前提の漁業補償妥結に
合意しない球磨川漁協に手をやぎ
「漁業権の収用」が国土交通省から

申話された川辺川ダム。その土地収
用委員会が開かれる一方、潮谷熊本

県知事は「ダムを逸らねばならない
大義を国は説明せよ」という姿勢を
とり続けている。県知事のかけ声
で、昨年12月に初めての住民大集

会がダムサイト予定地の相良村で
開かれた。（3000人参加）2月には

八代市で、第2回住民大討論会が国
の主催で開催され、治水の代替案に

ついての討論会が行われた。ダム薬

と代替案は「平行線」と報道され、
国の説明責任は果たされていない。

第3回目の前総会も予定されてい
る。80年に1度の大雨洪水防止の為

にダムを造ると言うが、同量の大雨
は、数年前に降っている。ダム建設

理由にされた昭和40年の大水害の

恒例の春の北川大掃除が行われま

す。「北川水辺倶楽部」で月1回一一定

範囲の掃除が行われているとはいえ
北川全域の掃除には多くの皆さんの
協力が不可欠。年々水もきれいにな
り、小魚、水鳥と白．然壁かになって

きた北川です。是非この機会に触れ

てみてください。

時、球磨川本流にあった市房ダム

決壊を恐れ放流された大水で、住

民はひどい目にあっているのだ。

ダムで洪水が防げるとは信じる

ことはできない。しかも、もう一

つの目的である利水事業も対象

農家の過半数（約2000人）が裁

判に訴え「ダムの水はいらん日
と言っている。この利水裁判の控

訴審の為に作られたビデオが、
「東京ビデオフェスティバル」で

大賞を受賞した！国内外2270

本の応募作からのl等質－＊川
辺川の美しさを知ってもらいた
いとビデオを始めた人吉市在住

佐藤亮一氏の作品。審査委員の椎

名誠さんも絶賛。ビデオはカンパ
込での販売をしています。

『ダムの水はいらん！』1500円

（予価）連絡先利水裁判原告団事
務所：旭＆Fax O966－24－4844

●日時　　5月19日（日）

10時～12時

●集合場所　北山小裳民家園、又
は将陣場橋（潜心幼稚園裏）

●持ち物軍手又はビニール手袋、

長靴、タオル等

●問い合せ　北川かつばの会
TEL（042－393－1852松村）

終了後豚汁叶ビスあり。



妻や控の業破生揚掌鷺塵⑲轢鵬騒鰯鰯鰯 冬の豊山ウオークでは、みんなをオオタカは狭山丘陵で繁殖してい 

出迎えるようにオオタカが上空を舞っ　ることが知られていますが、全国的 

て、雄姿を見せてくれました。オオタカ　に見ると非常に数が少なく絶滅の危 

は狭山丘陵の生き物達の王者とし　機にあるため、法律で厳重に保護さ 

て、食物連鎖の頂点にいます。食物　れています。オオタカは北山公園上 

連鎖というのは簡単に言うと、植物を　空にも現れることがありますから、北 

虫が食べ、その虫を小鳥が食べ、さら　山公園に行ったら時には空を兄上 

に小鳥をオオタカが食べるという、動　げてみて下さい。運が良ければオオ 

植物の食う食われるの関係です。そし　タカの舞う姿を見ることができるかも 

て、オオタカを頂点とするこの関係が　しれません。（ピー永島） 

成立するには、多くの小鳥や虫が馨 

∴∴∵：「●」∴「∴∴∴ 見られると言うことは、狭山丘陵の自 然が豊かであるということなのです。 

水辺株り　憤慨とフン容　lL、もっとひどいのは犬のフンだ。 

＜2月，中旬、土手の木が大胆に勢蔦法認豊能紫 足されたo落ち葉を嫌がる住民が望吊る。ごく一部の人かも知れない んだ為だ。止む得ない面もあるかも諒、捨てている人は知っているの 知れないが、もう少し景観や樹木にiだろうか川iに入って喜んで遊ん 配慮した勇足方法があったのでは占いる子供達がいることを。又、 ∴∴∴∴∴∴：∴「∴ 

器諾悪業霧㌫1高一393－1852（松村） i ㍊潜雛襲霧詰豊中成讐湘rH棚軋墓 



確糠・カレー＆ビール　　　一顧

2月に引き続き、再度狭山丘陵の散

策から正美濡らMARU生ビール極

楽ツアーを企画しました。
・日時：5月5日（日）AM12時

MARU集合（お鼠畠セット持参）
“会費：2000円（蝕絹代、ビール、希

代込み）・申し込み先：MARU迄

行楽のお供にまたお忙しい方にお

すずめ。お持ち帰りできます。
“ポーク、チキンカレー　600円

”野菜カレー　　　　　650円

“大盛り、ゆで繍　各50円増し

●曽某日：火車ロー日曜日
●定休日：鍵遭、月種目
●富義時蘭：AMl1時－PMl1時

（日”祭日はPM6時迄）

三二‾‾‾三三三
1““‾

白、、

MARU　東村山駅西口徒捗1分

Tel・Fax O42－395－4430

圏翻観閲蟻
緑の基本計画を実現する市民会

議は計画実現に刷ナた活動を楽し
みながら進めるため、「みどりの

楽校」（校長はかっばの会三島悟
代表）を昨年開校しました。画
北山小で入学式「水辺とみどり」
について学習

級キャンプ入罷畳
の丘で「初

に萩山公園

で「雑木林の自然を楽しもう」を

テーマに観察会囲熊野公園で勢

定講習会を行いました。現在2年
目の企画を検討中です。また、基

本計画の実現状況をチェックする

役割にも取り組むために、年4回
の定期会議を開催することになり

ました。

会周蔵加佐Lfー
“八国山、正美湯ツアー’’から参

加させていただいている大浦で

す。私は大学時代にく‘殆ど秘境探

検’，のヤブこき山登りをしていた
のですが、社会人になってからは

すっかり離れていて．．．。おまけに
ついた仕事が超不縫康な編集者稼

業。皆さんと八国山を歩いて、身
近な自然を守り、ふれあうという
大事な忘れ物をしていたことに気
づいた次第です。これからどうぞ

よろしくお願いいたします。

大浦慶子（江戸川区在住）



昨年化成小学校6年生の総合学習
の講師をしたかっぱ欒習担当に「研

究発表会卒業研究‘‘チヤレルヾ’’」招待

状が来ました。紹介します。

再転開園圏

去年はありがとうございました。

かっばの会の方々との活動はよい経

験になりました。いままでやってきた

実験などを表や絵にしてまとめます。

実際に実験装置を使ったりして理科

室で発表します，ぜひみにきてくださ

い。　　　　　　　　小竹俊平

実験装置の装置の実物を見せ
て、装置の働きをホワイトボードにか

きます。願い（どうなってほしいか）も

話す、ということを予定しています。ぜ

ひいらしてください。　　武蔵智樹

1ラ雪上MU‘ae出

国亘顧詞
かっばの方々がぼくたちに貸してく

ださった資料や、おきかなさんマップ

などを活用し、発表に役立てようと思
っています。かっばの会の方々が、一一

度来てくださったときはとても勉強に

なりました、ぜひ発表会には来てくだ

さい。　　　　　　　　葛城敦繊

固‰＆華のU的EBAR

B組蝿β㊦踊
東村山駅西口徒歩的3分

CIose　日離日

Te1042（394）4548
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日時4月29日（祝）午前10持～ 佰h��自��,ﾉ|�,ﾉ]ｹ�8,h+ｸ,ﾉ��/�zﾈ.｢�
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主催東村山市鯨を守る市民協犠会 ��ﾈ檠N���D隴C3���苓�(�X*�,�,�,ｩ�ﾘ�b�

●「虫堀川クリーンアップ」 ��乂Xﾈ隴H�ｨ,h�(芥.x+X*(*�,�,��X���
日時　4月21日（臼）10時一12時 �/�*��x.�+X-ﾈ+x�"�

場所下端態（宵葵町）天王藤橋（東町） 主催空堀川に満流を取り摸す会 ��ﾉ[xﾘx+��Y�ﾈﾙ�-ﾙ�h�s���ﾃ��#)8ﾉ�｢��(�9nﾈﾏｹ*ﾃ8�ﾃ���ﾃ井�8y_ｹfｹ�ﾈ*�,��

●「蕾の北川クリーンアップ」 �,�,ﾈ樸FVﾈ�臟��C(�ﾃ3偖ﾃ#3cR�

日時　5月19日（目）10時－12時 ��ﾈ檠N��Xﾙ��b�

集合場所北山中表民家園または将障 ��8ｴﾈ-hﾋｸｾ��iz�-ﾈ+ﾘ,ﾒ�

塙橋（瀧心幼稚国表）膳細は本誌 ��ｹu云i�Y�h�����#��ﾃh�ﾃ��CCsh�ﾂ�

●下毛龍遺跡現地説明会 ��ｸ*�+8-�ｾ(ﾗ98ﾉ�ｨ�(迚5��儿��｣3c�Sc滴�ﾂ�

日時4月20日（土） ①10時－②13時30分一 間合せふるさと歴史館 ��?ﾉ)洩ﾈ��fｹ�ﾈ*�,�,�,ﾈ橙�

●新入会員紹介（敬称館） 空尉政人（野口町）大嫁罰男（野口町） 大浦慶子（江戸川区）高橋美佳（所沢市） 

【北川かつばの会定例会】 
次回定例会は5月19日（日） 偬ｸﾏｸｷiOﾈ���x���冢ﾈﾏｸｽ��｢�
かっぱ事14時～16時 ��ﾈ4ｨ987�+�*ｸ-ﾈ+X+ﾘ�)�ｸ�8�H�佝���ｨ�｢��Ynﾉ�2�

●編集後記 

前号では右綴じという大きなミスを ��ﾈ*�,(,�,ｩ�ﾘ,ﾘ�9>�,ﾈﾏij��,i�ﾘ��ｭ��(ｹ��

しました。綴じて保存していただいて ��ｨ�(踊�]8,ﾈ�X5x4h985��ｸ�h�X6x8ﾘ��8ﾈ�h�X5x8R�

いる方には大変ご迷惑をおかけしまし ��ｸ4�5x8x48986x�h�X,h*ｸ�h�X耳ｯｨ耳檍�h�X5H5h�"�

た。今回は気を引き締めて作業しまし ��Xﾙ�(ｽ�-8.x,�,h�h,�'X*(,H*(-ﾈ+x�"�

た。…　疲れた。　　　　　（美） ��yj)x�,ﾉ�ﾈ-h�映ｹ�ﾉYﾈﾋ87h8�98���fｹ�ﾉYﾈﾋ87h8�98,ﾈ7�488ﾘ6(6x5��ｸ5�,b�+X,H��fｸ�(ﾏh���]8,ﾉfｹ�ﾈ*ｩ¥�.ﾘ.��*H,(*�.�-ﾈ+x�##��(ｴ�,ﾉj)x�,ﾉ�ﾂ�,ﾈ��/�%H.�ｨﾟｸ�)M�并����鈴u��r�{�3��冷�

北川かっばの会の活動は（財）河川環 境管理財団の河）i憧備基金助成事業と 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。 


