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8・4　軍事つりにがっばはLYYゴー
9・14　量目川ウオークも一組にね
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今年もまた北山わんぱく夏まつりの季節がやってきました。昨年は

水不足でカヌー遊びを中止にしましたが、今年はなんとかカヌーを

浮かべることができそうです。新メニューとして子どもたちと川の

中を歩く企画も用意しました。大人かっばも遊びに来てください。

もうひとつのお楽しみ企画はみどりの楽校主催の探検楽校です。野
外遊びのプロである三島校長がキャンプの楽しさを子どもたちに伝

授します。大人も歓迎します。インフォメーションをご覧ください。

さて、5月から始まった「川端会議」（北山公園親水施設実施設計
にのためのワークショップ）は9月中旬のまとめに向けて工法案の

検討が続けられています。自然豊かな北川復活の第一歩にしたいも
のです。



籍3回とまりの川ウオーク

圃
第3回ウオークは憧れの黒目

川＋落合川で黒目Iii源流～上流

部（落合川を含む）の約8キロを
ウオークします。

☆日時／9月14日（土）（雨天順延）

☆　集合／東久留米駅改札口

10時30分（東村山駅改札口10

時）
☆　参加費／100円

☆　持ち物／弁当・雨具・水遊び用

具？

☆解散／東久留米駅16時頃

漂蒜薫
く　車中の狭山湖堰堤から、北川合

；流点まで歩きました。柳瀬川最
；上流部は天然河岸が続いていて

凝議護
を川に背を向けた生活をしている
；ように感じました。

闇病弱病主謀嘉誓霧蕊籠鷲
た一方、カワセミやナマズの姿

を見ることもできました。少し

暑い中のウオークだったので、

終了後のMARUで水分？の補給

をしました。なお、余談ですが、
上山口堀口の民家にある樹齢三
百年のキャラポクは一見の価値

があります。

8月4日（日〉北山わんはく夏まつりの賛助金一口1000円にご 

協力ください。サポーターを募集しています。（カヌー・水鉄砲・ 
ビニールプール補助・プログラム配布など） 

連絡先　渡辺　042－395－7705（夜）　三島　042－395－4430 



水質電化は生活真水
北川の水農細長を真篤

「

＿－＿一　一一＿＿二一

二

去る6月9日、新河岸jiI

水系水環境連絡会主催の「身

近な川の一斉調査」参加団体

として、当会は北川と前川の

水質調査を実施しました。調
査の結果、北川に関しては、
狭山公園内源流部から前川
合流点まで、全体的にCOD
（水の汚れを知る指標で数

値の少ない方が良い。）が昨
年の半分の数値に改善され
ていました。

しかし、部分的に生活廃水

が流れ込む場所のCOD数値

は昨年を上回り水質悪化が

判明しました。北川の水をき
れいにするために、一日も早
い下水道接続100％達成が

望まれます。

2002年度

かっばの会の役員を紹介します

代　表　三島悟

副代表　永島高行・松村一博

渡辺光敏
総務　　三島元子・渡辺美枝子

渉外　　三島悟・宮本善和

渡辺光敏
外交　　宮本貞子・義和

環境学習　桜井康雄・永島高行
●　宮本善和

財政　　森内京子・渡辺光敏
編集　　鈴木十四子・渡辺美枝子

電子化　大野豊彦・伊丹泰長

イベント　清水淳・鈴木洋三

水辺保全　松村一博・吉田実

遊軍　　山下文恵

会計監査　山下道夫



事績棚的軸器への鋤嘘 
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「北川の水は大丈夫か？」「公園【（宮本善） 

慰霊畿悲愁誌継手＿露 
とこ　＿洋も 　　　二二二一一一＿ 

＜4月＞　　　　　　　　　　　＜6月＞ 

雨天が続き水量が堂富。水は澄　雨上がりの北川は程よい水量が 
んでいるが、柳の枝が流れをせき　あり、まさに清流の趣。しかし、 
止め、その除去に結構手間取った。相変わらず空き缶は多い。 
ゴミばかりでなく、こうした木の　先月私達の活動を見ていた親 

枝を取り除くことも清流復活には　子が今月掃除に参加してくれた。 
欠かせない。　　　　　　　　北川に興味を持ち、きれいにした 

先月まで全く目につかなかった　いと思う人が増えるのはとても 

小魚を少し見かけるようになった。うれしい。ゴミを拾いながら川底 

夏になると再びあの沢山の小魚を　の変化や水辺の景色の素晴らし 

見られるようになるのだろうか。　さを感じてもらえただろうか。 



蒸し暑い季節となり、水辺の涼
しさが恋しくなります。さて、水

辺の鳥と言えば留さんは何を思
い浮かべるでしょうか？

北川沿いを歩いていると、時

折シラサギを見かけます。実はシ
ラサギと言うのは、数種の白いサ
ギの通称です。東京近辺で見られ

るシラサギには、一年中見られる

小さなコサギ、大きなダイサギ、

夏に見られるチュウサギ・アマサ
ギがいます。このうち北川で見ら

れるのはコサギで、指が黄色いの
が特徴です。コサギを観察してい

ると、じっと水面を見つめている

ことがあります。何をしているの

かと思うと、電光石火の早わざで

みごとjiiの中の魚をしとめ、うま

そうに飲み込むのを見ることがで

きます。コサギは魚等を食べに北川

にやって来ますが、これも北川が以

前よりきれいになったことで、水辺
の生態系が豊かになり、魚達が増え

てきたからだと言えるでしょう。

そして、北川の生態系の頂点にい
るのがコサギなのです。北川の生き

物達の王者は、コサギと言えるでし
ょう。

連載　や．連だ1的　や去月

＜6月＞

毎年6月に発生する緑色の長
い藻（シオグサ）が今年も部分

的に大量発生したが、雨による
増水できれいに流されてしまっ
た。自然の力と自然界の織り成

す変化はなんと不思議で面白い
のだろう。

「ゴミの無い北川」を願って毎

月私達は活動に励んでいる。

㍉ミミ夢一ぺミ㌻／＜ミ多／ぺミ≦シ

ボランティアrlト70「北川水辺倶楽部」

毎月第2土曜日9時

北山中正門集合

（松村042－393－1852）
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和食イ叶強気雅

どもプールうイブ輯受e彊

主催：第7回北山わんぱく夏まつり実行委員会

連絡先：渡辺　血042－395－nO5（夜）三島　血042－39十2365（昼）

後援団体：東村山市“東村山市教育委員会・東村山市社会福祉協議会・国土交通省荒川下流工事事

務所・東京都環境局多摩環境事務所・東村山市商工会・東村山青年会議所・自治労東村

山市職員労働組合・川北自治会・東村山みどりの楽校・東村山地球市民クラブ・柳瀬川

流域ネットワーク



熊本では、昨年12月に、県知　塞やら、森林保水力について専周
章が国の説明責任を闘うかたちで　的対話を聞き、知事にも直接質問
始まった討総会が続いている。3　をしてしまうのだからすごい。国
月には、国の主催で第2回が八代　交省と市民のあいだでやたら独
市で、そして6月には第3回が両　断的司会をする司会者が、「肥後
び相良村で開かれた。体育館でl　もっこす」そのものの立役者。
800人もの人たちがうちわをば　全然中立じゃなく、みんな不満

たはたさせながら難しい基本高水　はあるものの、あの独断がなけ

れば国交省を相手にもできまい
と納得。いやはやな味わいの「直

接民主主義」です。
謝蘭では、八代におけるダムの

不賽というほころびを国交省は

繕えていない。「平行線」と報道

されるが、つまり市民は負けてい
ないのだ。
一方、漁業権の強制収用につい

ても「収用委員会」で議論が続け
られている。漁をして収入を得る
のも、ダムで旗をするのも漁民だ
から補償金は漁民に払いなさい、

漁協じゃないよ、というのが、反

対派の言い分。漁協で合意があ
ったら、それでもいいけれど、

合意がなくで「強制収用Jなの
だから、組合員一人ひとりに「収
用」のお手紙書いてくれなくち

やね、というのが主張です。

最高裁がそうでなくてもいい
と判決出したそうですが、でも、
それは収用義貞会の判断には関

係ないと委員長も発言。三権分
立なのですから、わかりやすい
ですね。川辺川ダムの行方、今

後もご注目のほどを～！

注　土地収用法第69条には損失の補償の個別払いが定められている。補償

金を受け取る権利者を漁協にありとする国交省は原則違反と考えられる。
朝日新聞「私の視点」吉田奥の見解転載



アンケートお待ちして抑ほす

かっは総会の議案書に同封した北

川かっばの会アンケートはがきが

18通届いています。今号では「会員

紹介アンケート」をはがき到着順に
紹介します。

①　は興味関心があること

②　は今一番の楽しみ

③　は自己PRです。

氏名を書いてない方の分は割愛

させていただきました。
題囲謹琵圏圏園顎琵閣閣謹因函密語蔭函密語謹醒関

内海曹世子さん（会員比30）

①短歌・エッセイ・旅行・写経・コンサート　②親友との交際・園芸

③89歳

浜田勲・徳子さん（M48・49）

①バードウオチング　②6月末、北海道天売島バードウオテング参加

③市の成人学級等の手品講師をやったりしています。

浅川勤さん（M54）

①山のぼり・サイクリング畑作り　②山のぼり・サイクリング畑作

り・ビール　③自分では神経が細かいとおもっているが、他の人か

らみると「超いいかげん」らしい

関口健一さん（lh75）

①環境・教育・健康　②子育て・ビジネス・趣味（カヌー・スキー）

③ベジタリアン・酒も煙草もやめました

清水港さん（甑124）

①みどりの保全・エコロジカル・エコマネー　②自然の中で汗をかく
こと・汗をかいた後ビールを飲むこと　③北川上流域の原住民です

飯塚伸夫さん（‰206）

①楽しいことなんでも　②しばらく参加できないので早く皆様と遊

びたい　③最近顔を出せませんが、またお騒がせします

IlO・11ページに続くI

公ブ次クこ《《《余分スズメ仝／こ余分《公ヌ公公会スジミグ、《余べこベベ公ジン：こペンミスシ》》：：糊《分べ公公メゾ》セミ／＼；：＼範：＼余

回収率がまだ10％台にとどまっています。未投函の方ぜひご協力

お願いします。その際はできるだけ氏名をご記入ください。



標捧・カレー＆ピール

綴麟言
亀や、田丸かさ求、うをざ、填ま、

生ビール、～して章はMARUのカリ－I

7－9月のMARU鰹より

●舟木皇子ドールハウスミニチュア

僻蘭
「ちいささものいとをかしい1

°期間；7月21日（目）－8月3日（土）

・場所：MARU針ギャラリー

●遺物山意三賞一輝患配合軍事轟
r豪農万象の中へ1（仮題）

青野建三・写真
・競闘；9月1日（日）一14日（且）

“場所：MARU2fギャラリー

書トウショーr前人“山越三省が

21世紀に残したもの」日時未定

●営業日：火膿日一目曜日
●定休日：毎週、月曜日

●営集時間：AMll勝一PMl1時

（日はPM6時迄）

醒醒国語醒
1定一

し、

MARU東村山駅西口徒歩1分

Tei“Fax O42－395－4430

会員紹介のつづきです

小川美穂子さん（‰171）

①ふつうの市民の地域でのネット
ワークづくり（子ども達へつなげて

いくための）②40の手習いの車

の教習所通い　③まっすぐに不器

用に走るしかない

富永英一きん（M173）

①八国山きた山公園のサンポ　イ
サハヤ署名活動　②アチコチのス

ナップ写真撮り・イサハヤ開門

③公園管理会社で多少働く（玉川上

水の川の中清掃・国道246の除草清

掃経験）・現在小平で福祉会館非常
勤勤務・自然保護協会・生態系協会

会員

秋山数馬さん（‰32）

①雑木林の散策　②短歌作り　③

東大和布環境を考える会（副会長）
トトロのふるさと財団（理事・広報

担当）

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

票の通信櫛などをご利用ください。
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成田登太さん（‰39）

①市内河）凧特に北川の水質浄化
②サッカーの観戦・ウオーキン
グ・市民農園　③美住リサイクル
ショップ（「鷹の道」テブコ隣）

を覗いて下さい。宝物があります
よ。

溝田信介さん（‰69）

①住居環境、特に河の自然復帰
②米国バーモント州の年一回の
紅葉見学旅行　⑨自然大好き

大蔵喜福さん（‰90）

①　山岳気象・氷河山岳自然保

護問題　②山歩き　③第13回
マッキンリーより6／29戻り

ました

岡山泰史さん（‰157〉

①「みどりの楽校」が発展すれ
ばよいなと　②サッカー＆ビ
ール！‥‥もしくは読書　③子

どもや先生たちと関わってみ
たいです

国沸し高段華しuu〔BAR

超閏鞋㊥拭㊦色艶

東村山駅西口後歩約3分

Close　日曜日

TeIO42（394）4548

乏イ霧と芝嘉＝ル

W21（土）

M．8－M

フロミズワンダーズ

．。，CmrqeY1，200－

9／27（金）

AZUM

…cm叩吟YL500－

9／28（土）

トミーセイジ

。，，choreeY500－

10／26（土）

ライトニン大内

．．．ChoreeYl，000－

ll



●みどりの楽校

①八田山虫捕りハイク

日時　8月4日（日）12：45

集合場所　北山公園
北山わんぱく夏まつりと連携した
企画です。

②探検楽絞

日程　8月24日（土）～25日（日）

集合暗闘　午後1時
集合場所　廻田公民館
1泊キャンプ　テント張り・野外料

理つくりなど

連絡先　市役所みどりと公園課
042－393－51il　内2222

●アンケート「今一番関心のあること」に

くみどりの保全とごみ問題＞＜バンド活

動〉く恩多町の‘‘青い卵”＞と答えてくだ

さった3名の方、お名前をお知らせくだ

さい。

狭山丘陵の東麓、トトロの故郷北
山公園一帯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215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。
●問い合せ“申込み先　〒189－0022

東村山市野口町3－1L8三島方　北lii

かっばの会lel／FaxO42－39ト2365

●会費撮込先
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）3605694〕

加入者名北川かっばの会

【北川かっばの会定例会】
次回定例会は9月22日（日）
「かっは亭」14時～16時

●編集後誼
合併号でスペースは十分あるのに

狭いところに沢山押し込めたいとい

う貧乏性との戦いの編集作業でした。

（美）

北川かっばの会の活動は（財）河川諒
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．（敬称略）

笛磨彰子　関口健一　岩城通

小川美穂子

●かっは通信は市内の公民館と図書館。東

村山駅周辺の「ジェンダー」「函／レ」「ジュ
ークジョイント」「ときJr一期一会廿サシェ」

「払剛」「ふらっと」に置いています。

『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


