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‘0日と山公田雑録工事予算の晴上も脚捧〃

12・14（土）かつばX‘マスバーディーで違いましょう

場開きがニュースになりましたが、皆さんいかがお過ごしですか。

今年も結構多忙な一年を過ごしたかっぱ達ですが、となりの川ウ
オークで見た落合川の清流がとくに強く印象に残りました。水量の

豊かさは勿論ですが、市民と行政のパートナーシップで清流復活が
実現したと聞いて北川清流復活を願うかっばは大きな勇気をもらい
ました。

さて、かっぱ通信で適時お知らせしている「多摩湖堰堤工事」問
題で大きな情勢の変化がありました。来年度予算で北山公園親水整
備が期待されている北川にとって工事による水の減少が予想され、
大変心配です。詳しくは本譜をお読みください。

かっばの活動の本年最後を飾るⅩ‘マスパーティーへの参加をお

待ちしています。



となりの川ウオーク意且川の上溝は車馬！

11月3日、快晴の空の下、第

4回となりの川ウオークが開催

されました。11名の参加で黒

目川上流を歩きました。最上流
部のさいからくぼや天神社周辺
では保存樹林や湧水も多く、水

第5回空堀川を歩きます。

源流部の野山北公園から久米
川駅周辺までの約10キロを歩き

質・水量ともにすぼらしいもの　室
がありました。

しかし、都大橋より下流は、
コンクリート護岸沿いに近代的

な遊歩道が整備され、また、）ii

沿いの柵も今一つで、しかも汚

水の流入や鯉の姿も目立ちはじ　☆

認諾議詔謹告
開発圧力から水環境を守ってい
くためには、相当の覚悟と努力
が必要だと感じさせてくれたウ

オークでした（と　MARUで反

省会を開きました）。　（清水）
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′2／／′4位リ動物っl敦r’マスソ章一ティー

ことしもやります。かっぱ恒例

のクリスマスパーティー。

久しぶりの羊の丸焼き、「ニュ
ーサハラ」によるアフリカ音楽、

刺身あり、薯煮あり、焚き火を囲
んで飲んで踊って、一年のウサを

晴らしませんか。

初対面の人と話せる楽しみ、か
つぱパーティだけで会える楽し

み、飲むだけの楽しみ・・・楽し
み方いろいろあります。

初めての人・子ども・老若男女
是非お待ちしています。

目顔困

◎日時　12月14日（土）

13：00－16：00（予定？）

◎場所　東村山かっぱ亭

東村山市野口町3－11－8

◎漬し物　アフリカ音楽他

◎メニュー　羊の丸焼き・刺身・
かっは風芋煮他色々

◎問合せ・申し込み
042－395－4430（MARU）

◎お手伝いのお願い

当日のお手伝いが出来る方はか
つぱ事に9時にお集まりくださ

い。

国司　醐欄榊榊醐柄＝o臓7瞭篇

夏も終わり、秋の装いのなかク；ディションでした。普段岸から見
リーンアップが行なわれました。；る景色とはまた違う角度で木々、
今年も北山公園管理事務所、精心：鳥の観察も含めて北川を楽しんで
幼稚園2個所に多数の方に参加し；頂けたのではないでしょうか。皆
ていただきました。晴天に恵まれ言さんの参加で年々ゴミの量も少な

水もさほど冷たくなく絶好のコン；くなっています。　　（吉田）



中三草 葉を楽しませてくれた八回山 や北山公園の木々も菜を落と 

し始めています。北川では前　ハナミズキにまけないすぼ 

川との合流点付近から上流に　らしい樹木がいっぱいあり 

向かって、川沿いにハナミズ　ます。そのようなすばらし 

キの並木が続き、真っ赤な紅　い樹木が、なぜかあまり利 

葉を見せてくれました。　　　　用されていないような気が 

ところで、このハナミズキ　します。身近な所にもっと 

は北アメリカ原産の樹木であ　日本の樹木を利用すること 

ることをご存じでしょうか。　は、私達が日本の自然のす‾ 

かつて、日本がアメリカのワ　ばらしさを再認識すること 

シントンにサクラの木を贈っ　になり、同時に日本の生き 

たことは有名ですが、その時　物達にとっても暮らしやす 

お返しにもらったのがハナミ　く喜ばしいことなんです。 ズキだったのです。春先の白 鷺謙譲違 （紅）い花、秋の紅葉と赤い 実が美しく目立ち、最近では 

しかし待って下さい。日本　　　　　ル引けかアリ 

は世界でも有数の森林であり、（多摩湖は有数な飛来地） 

みどりの楽校「野鳥観察会」1月19日（日） 

堰堤工事前の狭山公園で、冬越し；ツプリが見られるでしょう。工事 
している野鳥を観察します。林には；前にどんな自然があったのか、み 

ツグミ・シメといった北国からやっ；んなの目でしっかり確認しまし 

てきた冬鳥が、多摩湖では多くのカ；よう。集合時間等の詳細は1月の 
モ達とともに、優雅なカンムリカイ；市報をご覧ください。（ピー永島） 



多摩湖堤体強化工事の環墳影響は甚大！

以前の通信で、多摩湖堤体強化
工事は、多摩湖の水面側にも狭山

公園側にも及ばなくなったことを

報告しました。しかし、工事着工

直前になって行われた東京都水道
局の説明会において、今までの説

明とは大きく異なる2つの問題が

明らかにされました。
というのは、①湖水位を15mも

下げて工事が行われる、②堤防直
下の公園の樹木のほとんどが伐採

又は移植される（桜の木は約200

本が伐採される）というのです。
これは、今までの説明とは食い違

う大きな問題です。湖水位を15m

も低下させると、周辺の湧水が減
少、枯渇する恐れが多分にありま
す。北川の水源も大変心配です。

狭山湖の工事では、湖水位低下の
影響でゲンジボタルが生息してい
た沢が枯れてしまいました。北川
の流量減少による生物への影響も

ありえます。また、北川の水で維

持されている北山公園の湿地や、
田んぼにも影響が及ぶ可能性もあ
ります。さらに、多摩湖の水面の

面積は約4割と極端に少なくな
り、水鳥や周辺の湿生植物に大き
な影響が懸念されます。堤防直下
の狭山公園の広場は、その大半が
6年間も閉めきられ、樹木がほと

んどない空間に一変してしまうの

です。もちろん、公園に生息・生

育する生き物への影響も必至で
す。さらに驚くことは、このよう

な大きな環境影響が懸念されるに
もかかわらず、その環境影響の予
測・評価がまだ行われていないと
いう事実です。このような新たな

問題に対し、11の自然保護団体か

ら構成する「多摩湖ネットワーク」

（かっばの会も参加）では、都水
道局長宛に公開質問状を提出し、
工事内容の見直しと今後の対応に
ついて回答を求めています。

（宮本記）
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国耽々＆華妙uUEBA履

聯誠燈せ㊦地合

東村山駅西口徐歩約3分

Close　日曜日

Te1042（394）4548

ゑ㌶窃女湯募扱

1／18（土）

小出斎＆石川二三夫

．．．Chorpe Y2，000－

1月農（土）

TAD三浦BiuesShow

…cho調eY2，000－

u8（土）

小野アキラ馴uesBand

．．．chくりqe YL500－

2／15（土）

し°u＆meBa巾γ8and

＆　TAD三浦

．．．choroeY2．000－

u22（土）

フロミズワンダーズ

…chorqeYl．000－

棚帥10月一冊

毎月1回の川掃除が今月で5
年目に入った。もうそんなに経っ

たのかというのが実感だ。二人か

らスタートしたメンバーも五人

にえた。しかし、残念なことにゴ

ミも年々増えている。この4年間

で収集した不燃ゴミは40㍑袋で

46袋。特にピール、チェー／、ィ、コート等

の空き缶は、この2年間の分析調

査で初年239本、次年306本と激

増している。今後の1年間で果た
してこの数字は減少するのだろ

うか。

＜11月＞

土手の草が水際まできれいに
刈り取られてしまった。そればか

りでなく、水面に伸びた小枝も切

られた。この小枝が水中の小魚を

狙うカワセミにとってどんなに

大事か、また水際の革が小魚の生

息環境としてどんなに重要か、市
の担当者は考えてみただろうか。

見た目の景観だけに囚われ、生き
ものたちへの配慮を欠いたこん

な作業のやり方は今回限りにし
てほしい。　　　　　　（松村）



＊宝石に魅せられて＊

今年4月に東村山に引越して来

て以来、季節毎にその表情を変え

る八国山周辺の自然に夫婦共々魅

了されています。私は、8月から

北川水辺倶楽部に参加させて頂い

ており、月一回のIii掃除がライフ

スタイルになりました。私にとっ

て、この川掃除の最大の喜びは、

liiの宝石と言われるあのカワセミ

を見ることです。現在、北川がこ

れほど自然豊な川であるのは、多

くの方々の努力の賜物です。これ

からは私も微弱ながらお手伝いを

させていただき、来年我家に生ま

れてくる子供にも、宝石が飛び交う

清流を見せたいと切に願いますo

（長井適正）

編集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欄などを

ご利用ください。

底鍔

紬韓”カレー＆ビール

．鰯臓
12二1五重塑坐患迎墾型

●MARU Xマスパーティ一

議箕敵からクラシック、ボサノバ、ビ
ートルズを生ギターで鴫きながら早

めの行く年菓る年I机＼かが？

日時：12月24日（火）
18時単一22時

長谷川郁夫ギターライブ、バイキン
グ方式で飲み放趨食べ放櫨。

参加費：3500円

●2003年春一番コンサート

高田漣とその傭蘭たち
ブルース＆フォーク

日時：2003年1月24日（土）

18時半開柵、19時開演

あの伝説のフォークシンガー高田
渡の息子、濃が実でるアコーステ

ィックギターの妙は必見！

チャージ：1800円（ドノンク別）

年末年船のMARUのお休み
12月30日（月）－1月3日（金）

∴∴一㌦‘守

MARU照射山駅西口徒歩1分
Tei・Fax O42°395－4430
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日時1月19日（日） �+x�"�

詳細は市報をご覧ください。 ��ﾉ�丑���D隴C3���苓�(�X*�,�,�,ｩ�ﾘ�b�
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「雑魚入り掛軸地の下草刈り」 ��ﾉ�丑��Hﾙ��b�

日時12月14日（土） ��8ｴﾈ-i8ﾈｾ���z�-ﾈ+ﾘ,ﾒ�

9時30分～ 場所トトロの森1号地周辺の林 業台場新堀田夫活天神神社 問合せトトロのふるさと財団 事務局 血042－947－6047 ��ｹu云i�Y�c���#��ﾃh�ﾃ��CCsh�ﾂ��ｸ*�+8-�ｾ(ﾗ98ﾉ�ｨ�(迚5��儿��｣3c�Sc滴�ﾂ���?ﾈ�)kﾉfｹ�ﾈ*�,�,�,ﾈ橙�

●新入会員紹介（敬稀略〉 並川裳子（立川市〉 ●カンパ頂きました。謀議（微積略） 舟木圭子“石原握手 

【北jIIかっばの食定個食】 
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●編集後記 前夜の忘年会の二日酔いで頭が麒 

髄とした状態での作業となりました。 ��yj)x�,ﾉ�ﾈ-h�Yfｹ�ﾉYﾈﾋ87h8�98�映ｹ�ﾂ�
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北）崎ゝつばの会の活動は（財）河川環 境管理財団の河川整備基金助成事業 

として平成12年6月～平成16年5月 倡�/�%H.�ｨﾟｸ�)M�并����鈴u��y{��
までの継続助成金をうけています。 �3��冷�


