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暑かっだ今年の夏も終わり、秋が深くなりつつある今日この頃です。
北山わんぱく夏まつりや廻田の丘一泊探検楽校では、子どもたちに楽し
い思い出を提供できたのではないでしょうか。

さて秋といえば恒例の］めりクリーンアップが待っています。さらに黒

目川ウオークの企画もあります。川好きのカッパ衆の参加をお待ちして
います。

北山公園の親水化実施設計のための「川端会議」も実りの多い内容で

終了しました。北川のコンクリートをはがし、自然の撰岸を再現する日
が着実に近づいています。川本来のたたずまいを復活していくことを目

指すかっばの会としては、来年度東村山市予算で工事巽が計上されるこ
とを期待します。

今後は水ガキが泳げる川に戻すため、水量の確保と水質の向上という
課題に取り組んでいきたいと思います。
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9月15日、第3回となりの　＿＿＿園 � 

川ウオークが開催されました。　　第4回ウオークは 

気温22度と涼しい中、12名　から落合） 剴�ﾘyzﾉ5�-ﾈ,X,ﾉo��4ﾂ�

で落合川沿いを歩きました。落／／ロをウオークします。 

合川は、地下水脈の出口に位置　☆日時／11月3日（祝）－ 

することから、湧水があちこち　　　　　雨天順延 

で見られ、水量も多く、水質も　☆集合／小平駅改札口m梅郷分 
かなりよい状態でした。水革も　　　　（東村山駅改札口10時） 

豊富で魚類も多く、子供達が川　☆参加費／100円 
でのびのび遊んでいるのが印象　☆持物／弁当・雨具 

的でした。ただ、美しい清流を　☆解散／東久留米駅15時頃 

守っていくために、気の抜くこ　☆　申込み先　臆042・395－41400 

とができない多大な努力を行っ ていることがよくわかりまし た。 菅谷さんをはじめ「ほとけど じょうを守る会」の皆様、ご案 内ありがとうございました。北 川も落会川のような清流を取り �+9-I+"� ��ｸｶ9dB�滅 
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「夏まつり」企画北川ウオーク �?ｨ鱚���佇�#y?ｨ��?｢�AM10時 

では川の中を歩き魚を獲りまし 偖xﾘx�ｨ���fｸ�(ﾏh��ｬyyﾘ駟k���

た。子どもたちの高々とした表情 迄����鞁�9v9'I:����
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川掃除をしながら、川から空を �+xﾄ8�X5�4�8ｹ9��
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・画h・W・・間・i。，北山わんぱく真まつり報告　間・l・iIh

8月5日（日）北山公国で北山わんぱく夏まつりを開催し、

カヌー遊び・エイサーなど多彩なメニェーで楽しみました。

新企画のく北川ウオーク＞とく虫捕りハイク＞の報告します。
＜北川ウオーク＞

川に入って小魚やザリガニを捕

まえながら約200メートルウオー

クしようという今年の隅W企画。

果たして何人集まるだろうかとい

う不安もよそに（午前・午後と2
回で）30名余りも集まる大盛況。
ほとんどの子供たちが初めての体

験らしく網の構え方、小魚のいそ
うなところさえよく分からない。
「網は・・・」「ザリガニは・‥」と深

みや足場の悪い所を気遣いながら

教えてやって見ぜiる。と網にはそ
の成果がしっかりと・・・。子供たち

の喜ぶ姿に本当にやって良かっだ

と思えるうりIlウオークだった。

（松村）
＜八国山虫とりハイク＞

ここ数年、夏まつりでは八回山ハ

イクを行ってきましたが、今年は

緑の楽校の行事を兼ねることとな
りました。虫と触れ合うことをテ
ーマに市報でもPRしたせいか、

40人もの参加者があり大盛況で

した。前日から虫が集まる仕掛け
をしたおかげで、アオオサムシ等

普段目にする事がないきれいな虫
をたくさん観察することができ、
りっぱなカブトムシをゲットした

子どもも2人いました。子供達に

虫の世界のすぼらしさを味わって

もらうことができたのではないか

と思います。　　　（ピー永島）

コンクリから土手になる北川
墓磐i′1法号〇一一軍＝〇〇一・1寓なし一〇〇さし一口裏帥一〇号

川端会議終了

今年の5月から始まった川端会

議は9月14日終了しました。一一昨

年度の川端会議で検討した基本設

計に塞き主に次の3点についてエ

法案を提言しました。①北山公園

休憩施設前の北川沿いを緩斜面に

するため既設護岸を撤去　②馨行

橋上流の落差工に魚道を設罷　③

善行矯下流の護岸改修のため公園

側と川底のコンクリートを撤去一

以上です。今後は実施設計に入り
12月には報告書が作成されます。

予算が認められれば来年度に工事

着工です。

3
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；ルマガェルは平地や低い丘陸地 

稲刈りです。田んぼの水は既に抜かiL、昆虫類やクモなどの小動物を 

れ、水路に流れる水も少なくなって；食べます。繁殖期は地域により異 iきました。何か生き物はいないかと；なりますが、水田に水が入ると繋・ 
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このところ東京では、球磨焼酎

をよく見かけるようになった。小

さな蔵の手作りものもちゃんとあ
る。これが、めちゃうまい一。

思えば、川辺川に通い始めた96

年頃こんなに東京で球磨焼酎を見
かけることはなく、川辺川を知る

人もいなかった。球磨焼酎の人気
上昇と川辺川の知名度は比例して
いる。

鮎漁の木の小船がつながれた
川辺川の美しさ。田んぼのみずみ

ずしき。何度通っても車をとめて
ほれぼれと眺めることがしばし

ば。失いたくないスローライフの

豊かさが息づいているのが球躇

地方だ。

熊本では、いまだ大変に専門的

な住民討論集会が続けられ、汗水

流してたくさんの人が用辺川を

守ろうと必死である。県知事も
「やっと県民が知りたい議論が

始まったばかり」として、反対と

言わずに、事実をもって検証しよ

やっぱり球磨焼酎あっての川辺用

連載4　用辺川ダム通信　　　高橋エリカ

うという姿勢を変えない。ただ
し、熊本県も人ごとのような態度

でいることはできないはずなの

だが・・・　ある時期、闘いの現
場は、球磨川漁協での祷償金賛否

をめぐる攻防戦であり、農家の利
水裁判（現在も継続中）のための
聞き取り調査だった。怒涛のよう
に大変な局面を繰り返しクリア
してきた。

東京で出会うことのない農家
や鮎漁師の方たちはじめ、親交を

結んだ人たちはどれほどいるだ
ろうか。定宿の旅館では「おかえ
りなさい」と社長。ほんとうに第
二のふるさとである。インターネ

ットで地元の人たちと親交を結
び情報交換をする。それでも、や
っぱり球磨焼酎あっての川辺用

である。まだまだ闘いは続きま

す。どうぞよろしく。

＊連載川辺川ダム通信は今号が最

終回です。今後も川辺川ダム間題

については適宜情報の発信をして
いきたいと思っています。
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かっ旗磐も館撃のあま

く7月＞　…

小学生の子供達4人が川掃除
に参加した。でも、子供達の興味

はゴミだけではない。小魚を縞で

すくいザリガニを手掴みにし自
然観察もした。水際に産み付けら
れたカエルの卵の塊。羽が太く黒

くシッポが緑色で細長いトンボ。

子供達に畠を配りゴミに目を配
り、いつもとは打って変わって大

忙しの川掃除であった。

＜8月＞）・・

「わんぱく夏まつり」も終わり

ひっそりとたたずむ北II胡i掃除

の私達を迎えてくれたのはカワ
セミ、アヒル、ゴイサキ、目を見

張るほど沢山の小魚。用掃除の仲

間（長井さん）が増えた。

＜9月＞　…・

沢山いた小魚が少ない。大雨に

よる増水で流されたのだろうか。

北l屈ま一部の土手を除きコンク

リート護岸で垂直的な水際にな
っているので、小魚の隠れ場所や

避難場所がほとんどない。水際を

小魚のために工夫してやりたい。

（松村）



金節動的－ 價��顥-��X4ｨ8ﾈ�ｸ�X7(�ｸ8ｲ�

＊仙台特派員通信＊ ��

雨の日以外は、通勤時（自転車） に、青葉城恋歌で有名な広瀬川を 佗�Xh,Xx��%X.�xﾘy|ﾘｧﾈ.亳x+X+ﾒ�

渡ります。広瀬川は、川幅は100 m近くあり、鮎が住む清流として 市民に広く親しまれています。市 番�%X4��ｸ7X����D雍ﾉD�487���6r�．ノ　　ノl ●MARUl周年記念パ－ティ－ 

街地部分は概ね2両張りとなっ ていて、落差工も所々あります が、とりあえず魚道もあるし、裔 �?ｨ鳧�c��ﾈ�#i?ｨ��7��#�磯飫ﾈ��#(鰾��ｨ��dﾔ�%T派�3(�X�(4�7H8ｨ4ｨ6�986��X6｢�8X�ｸ5H6�8ｨ�h,ﾈ8�487X*�.��)�ｸ-�?ﾈ.悪ﾘﾇﾒ�����N��hｾ�3���苓���-ﾙ_ｨ���-y_､��｢�

り洲や中洲に柳など植物が豊富 ��ﾈ派鯖+ﾈｴ偃溢ｨ�95x�X4�486ｸ,h*ｸ,x*ｹ?ｩgｲ�

でなかなか良い雰囲気です・‥ ��ﾈ�hｯｩ+(�c��ﾈ��Y?ｨ����ｨ�ﾃ��ﾈ�#y?｢�

なお、仙台市では、‘水辺’に関 ��冦ｨ�ｨ�ｨ��dﾔ�%S$h4ﾘ888粕ｨ�ﾂ�

する環境団体が26以上も登録さ ��ﾈ*�.x-ﾈ,(ｧ�&88�487X�ｸｶx�鮑ｼH*H.ﾘ+2�

れていて、みんなの河川への関心 �,ﾈ7X8ｸ�ｸ5逢�&8��6x8ｨ4�,�,H���8���

も高そうです。　上流にあるウイ �?ｨ鳧�c��ﾈ���?ｨ��7��#�磯飫ﾈ��#�鰾�
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霊室 
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、 ��ﾂ�

会費払込み票の通信欄などをこ 利用ください。 番�ﾘI8ﾉ�ｨ�(遥�ﾈﾏｳ�Z｢�ﾈﾃ�C(�ﾃ3店�ﾃCC3��
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●宇発掘紀子写真擾 ��XﾔH*ｸ,X�韶�ﾈ,伜�:���ｨ�:�,伜���,R�
「アイヌときどき日本人」 �*ｸ.兩ｸ�伜�����?ﾉ�陞�冰(�ｨ/�ﾔﾈ*ﾙ^X��

日時10月15日（火）－ �+X,H*�.�-ﾈ+x�(ﾋｸﾝﾘ檍什�H,ﾓ#�ykﾈ,R�

10月27日（厨〉 �+x�"�

AM11時一PM11時 ��ﾉ�丑���D隴C3���苓�(�X*�,�,�,ｩ�ﾘ�b�

・（月曜定休・日曜P㍍6時まで） ��凩Xﾈ騫h�ｨ,h�(芥.x+X*(*�,�,ﾘ檍醜���

場所　　MARU2Fギャラリー �/�*��x.�+X-ﾈ+x�"�

問合せ　MARU ��ﾉn(*(ﾘx+�*ｹ�ﾈﾙ�-ﾙ�h���s���ﾃ��#)8ﾂ�
村山市野口町3－11－8三島方北川か つばの会Tel／FaxO42－391－2365 

●東村山「秋の緑の祭典」 ��ﾈ檠N��Hﾙ��b�

日時11月3日（祝） ��8ｴﾈ-hﾋｸｾ���z�-ﾈ+ﾘ,ﾒ�

場所　多磨全生国 ��ｹu云i�Y�h�����#�,8�ﾃ��CCsh�ﾂ�

ウオークラリー・苗木配布など ��ｸ*�+8-�ｾ(ﾗ98ﾉ�ｨ�(迚5��儿��｣3��S�滴�ﾂ�

問合せみどりと公園課 ！ ��?ﾈ�)kﾈ��fｹ�ﾈ*�,�,�,ﾈ橙�

●噺入会真鯛介（敬称略〉 長井遵五・晶子 

【北川かつばの食走例会】 
次回定例会は11月愛吟日（B） ��ﾈ4ｨ987�ﾊX*ｸ-ﾈ+X+ﾘ�)�ｸ�(�H�價Xｧ�8��｢�
かっぱ亭14時～16時 做ﾙm闇ﾈ���

） 畠繋驚果した会員アンケ－ト ��ﾈ*�,�,ﾙ,ｩ�ﾘ,ﾘ�9>�,ﾈﾏij��,i�ﾘ��ｭ��)8ﾂ��ｨ�(踊�]8,ﾈ�X5x4h985��ｸｷﾈ�X6x8ﾘ8ｶｧ(5x8R�

…の掲載は集まり方が少か、ため今号 ��ｸ4�5x8x48986x�h�X,h*ｸ�h�X耳ｯｨ耳檍�h�X5H5h4h�b�
！では掲載を見送りました。送っていた むたいた方には次号掲載でお前しくだ さい。 ��ﾉ[x�h�X-8.x,�,h�h,�'X*(,H*(-ﾈ+x�"��ﾄij)x�,ﾉ�ﾈ-h�yfｹ�ﾉYﾈﾋ87h8�98ｨ��fｹ�ﾉYﾈﾋ87h8�98,ﾈ7�488ﾘ6(6x5��ｸ5�,b�

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 


