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桜の樹の下には死体が埋まっているとは、菓作家の一フレーズだ

ったように思いますが、わがニッポンでは春爛漫の季節を迎えてい

るというのに、中東イラクでは米英童酎こよる許しがたい戦争がしか

けられ、おびただしい数の人々の血が流されています。なかなか花

見の気分にはならず、つい冒頭の一節を想超してしまいます。繰り

返される戦争行為に人間の業の深さを感じ、ときに絶望感にとらわ

れますが、あきらめずに反対の声をあげるしかないなと黙恩の昨今。

さて、あきらめずに頑張った結果として、かっばの会念願の北山

公園、北）Iゆ親水化計画に2000万円の工事費が計上されること

が、この3月議会で正式に決定されました。かっばの会発足から足

かけ8年目のことになります。いよいよコンクリート護岸がはがさ



れ自然の土手が復元されることに　してきた市行政の歴代の担当者、 

なります。清流再生への道がこれ　職員の皆さんに敬意を表したいと 

でまた一歩前進することになり、　思います。自然再生に向けた取り 

たくさんのいきものたちの喜びの　組みはこれからが本番。ぜひこの 

声が聞こえそうです。市行政との　東村山から全国に向けてすばらし 

粘り強いパートナーシップによっ　い発信ができますよう、これから 

て可能になった今計画ですが、か　も楽しく活動を続けていきたいと 

つばの会のみならず多くの市民そ　思います。　　　　（三島記） 

して、ともに現場で汗をカ 凵Tき ��9|ﾒ�
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◎　5月11日（日）13時～16時 

◎　東村山ふるさと歴史館⑫－ノ／．辛＼㊧いつ’‾、i⑫rつへ⑭〆、’ 

屯　042－395－3800　東村山駅西口下車徒歩5分 
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③　薪役員選出 

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、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。 



閣　　綴紹紹麗 
3月15日、野川の上流部を西　ている区間もあった）。　全般的 

国分寺駅から武蔵小金井駅まで　に、魚博士の君塚先生による河川 

の約10キロにわたって歩きま　計画や湧水の解説を聞きながら 

した。時折、小雨の降る中、10　の、大変勉強となるウオークとな 

名で国分寺崖線沿いの野川源流　りました（怪しい雰囲気の打ち上 

部、湧水を巡る楽しいウオーク でした。全般に湧水が豊富（た 剽¥ ��(���I�X�｢� 

だし昔に比べたらかなり減少） なことから、水質がよいことは 剿� ����(���:(���8棈.��
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市内に入ると大規模な河川改修 が進んでおり、唖然としました （水を一滴も流さないで工事し � �� 
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今年の冬は最近になく寒く感じましたが、
ようやく暖かい春がやって来ました。北山

公園や八国山では、いろんな虫達が活動を
始めます。そんな虫達の中には、春にしか

姿を見ることのできない虫がいます。
私の好きなツマキチョウもそんなチョウ

で、スプリング“ェフェメラル二乗の妖精

と言われています。豊山環境には割に普通
に生息し、雑木林のまわりの草地などにい

るのですが、見られる期間が短いために一

般にあまりなじみがありません。普通は飛
んでいる姿を目にしますが、白く見えるの

でモンシロチョウと思われてしまうことが

多いようです。ツマキチョウは、雄の前勉

（ばね）の先端が黄色いのが名前の由来で

第16回藩繊維鵬クーリンアップ

爽やかな初夏、恒例のクリーンアップの

時期がまいりました。　まわりを見れば新

緑、川を覗けば小魚が気持ち良さそうで
す。カワセミ、小鷺達は餌を活発に漁って
ます。さあ、あなたも北川劇場にどうぞ
＊とん汁サービスあるよi∫

す。全体としては、モン

シロチョウより一回り

小さい白いチョウで、麹

の裏は綱目模様の保護

色になっています。形も

変わっていて、前麺の先

端がとがっているなか

なか可憐なチョウです。

鐙

また、同じくこの時期

にしか見られないチョ

ウにミヤマセセリがい

ます。こちらは茶褐色の

濃淡まだら模様の地味
なチョウで、雑木林のま

わりの地面に止まって

いたりするのが見られ

ます。

天気の良い日には是非
北山公園や八国山に出か

けて彼らを探してみて下

さい。春が一層楽しいも

のになるでしょう。

（ピー永島）
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前号でも触れました「多摩湖堰
堤強化工事」問題ですが、東京都水

道局は、この間の多摩湖ネットワ
ークの再再度にわたる問題点の指

摘（水位低下による水量の減少、環

境影響評価等）、質問状に対して、

自説をまげようとせず、強引に工

事を強行しようとしています。市
内においてはすでに6月からの工

事開始の回覧がまわされ既成事実
が作られつつあります。

またこの工事硫安に関する話し

合いをするべく、都、市、市民の
三者懇談会設置が昨年より都より
提案されているにも関らず、いま

組織である「東村山市みどりの市
民会議」からこの懇談会へ代表派
遣が決定されているのですが、そ
れにもタンマリを決め込んでいま

す。公共事業については地域住民

との合意形成が必須とは、いまや

常識。都水道局のこのあまりに前
時代的姿勢には怒るよりもロアン
グリ。市民参加、パートナーシッ
プを積極的に進めてきた、東村山

市行政、市民ともどもずいぶんな
められたものです。平和主義のか
つばの会も理不尽な行いに関して

ははっきりNOと言わざるを得ま

せん。
だにナシのつぶて。行政との共同

03’年かっばのJOYてラン意I葉“一i・・ilii－i・帰一

抽豪enヌー事ヤシで“5・24
－‘iI，ii〝、“’’l順・－●博一‘”順一i順一…’′　日時：5月24日仕手25日（日）

水温む荒川で、久し振りにカヌ　　　1泊2ロ
ーをやってみませんか？夜は焚火　集合場所：5124AM9：00

を囲み飲み食べ歌い、河原でのキ　　　　　かっぱ亭

ヤンプをしよう！　　　　　　場所：覿綱露灘恐繕灘翻酪経

費用：大人3000円子供1000円

（食事、保険料込）
持物：テント、シュラフ（無い方

毛布でOK）キャンプ道具等

（装備等ご相談に応じます）
定員：20名（先着順）
申込み先：三島迄（0卯づ781－9086）

車の手配がありますので参加す
る方は必ず事前にご連絡下さい。
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＊金沢体験を鵜川で活かす＊

金沢での単身赴任生活に終止符

を打ち、この4月から北川流域に

戻ってきました。

金沢での生活で印象に残ってい
るのは…．∴．。．。

その①→ボランティアで街や自

然をガイドする人が多いこと（私

も金沢城公園で復元された森のガ
イドをやった）。

その②→市民団体が由心とな
り、小学生の調査協力による「蛍
マップ」や高校生の調査協力によ

る「安心して自転車で走ることが
できる道（裏道や歩道）マップ」
が作成されていたこと。

その③→FM局主催の「クリー
ンビーチ石川」で多くの市民（約

1万人）が参加して海浜や犀川の

清掃をやっていたこと、などなど。
さて、北川では…〟．

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。

山と渓谷社発行の眼掠さわやか

散歩2』というガイドブックの八
回山、北山公園のページでMAR
Uが紹介されました。よろしかっ

たらご覧になってください。
＊

んIARUカルチャ「重曹
「パキスタン少数民族カラーシャと

暮らして」－写真家わだ晶子のトー
クとビデオ上映

●日時：4月27日（日）18時半
～21時

●場所：MARUIF

●参加費：500円（ドリンク別）

●内容：自給自足生活を統ける中
東の少数民族の暮らしや、なじみ
の薄いイスラム世界や、現在、焦

点になっている中東の現況が聞
けるタイムリーなイチ押し企画。

JOJO沢濃ライブ

本格派ブルースシンガーMAR
U初登場！必見！必聴！必飲！

●日時：5月31日（D18時半～

●場所：MARUIF

●チャージ：1500

Tei＆Fa責012－395－4430
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●春のクリーンアップ ���7H7���ﾈ檠N�5ｨﾙ��b�
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●かっは連個は市内の公民館と図書館。東 村山駅周辺の「ジェンダー中トロル」「ジュ 

【北川かっばの食定例会】 行事目白押しのため5月は休みです 

●編集後記 

北川の掃除を毎月行っている水辺 ��ｸ4�5x8x48986vｧ(,h*ｸ�h�X耳ｯｨ耳檍�h�X5H5h4h�b�
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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事業 �,(*�.�-ﾈ+x�##��(ｴ�,ﾉj)x�,ﾉw�,ﾂ�
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。 倡�/�%H.�ｨﾟｸ�)M�并����鈴u��y{��3��冷�


