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うっとうしい梅雨の季節、皆さんいかがお過ごしですか。この号が届

く頃には夏空が望めるといいのですが。
さて、夏まつりです。昨年から始めたjiiの中を歩く企画では、子供

たちがうれしそうに水の中を歩いたり魚をとったり、付き添いのお

母さんのほうが夢中になって魚を採っていたなど、ほほえましい光

景も見られました。バーチャルでない本物の自然に肌で触れ活き活
きした子どもをみて、少しでも多くの自然を残してあげたいと思い

ました。柳瀬川流域の各河川の川まつりではスタンプラリーが行わ

れます。真夏の一日、北山わんぱく夏まつりとあわせて、ぜひ親子
でご参加ください。

また、今号では多摩湖堰堤問題も掲載しました。工事が始まり狭

山公園に柵が出来、多摩湖の水位が下げられました。北川のみずも
減ってきているようです。多摩湖堰堤工事にご注目を。
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に恵まれた5月　24，25　目玉淀川原キャンプ21名の参加 

れました。ワンバク兄弟もすぐにカヌーを操り、初心者の大人も緊張し 

ながらも上手に乗りこなせて感激。 
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盛上りました。 

次回は岩手の北上川を予定！お楽しみに。 

推　9日棚田（火）野IiI中流を抜きます 
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で順延となりました。野li回流部の小金井市武蔵野公園から深大寺 

を経由し、京王線の柴崎駅までの約10キロを歩きます。 

☆　日時／9月23日（祝）小雨決行 

∴∴∴：一 ☆集合／東村山駅改札9：30 



諺二も蓬寒害　鼻近剛の一書調書　紡D

6月8日の夏を思わせる暑い　　調査の結果は、第一前川橋で

日、恒例の身近な川の一斉調査に　CODがダントツ。生活雑排水の

参加。民家園に集合。前川、北川　せい？多摩湖の水位低下で水量

で採水し、カッパ事で分析。検査　が心配されたが、この時点では

薬と格闘し、久々に研究者風のカ　水量の減少は確認できなかっ
ッパたちだった。初めての大腸菌　た。連日の雨のせいだろう。来

は時間がとれず失敗。　　　　　　年以降は？　　　　　（桜井）

；層の盛り上がりでした恒例の春のクリーンアップが行な

われました。天気が良く絶好の掃除日

和に恵まれました。

今回もファミリーの参加も多くワ

イワイガヤガヤにぎやかに楽しいゴ

ミ拾いがおこなわれました。

ステキな？蛇のゲスト出演もあり一

ゴミの傾向としてレジ袋にまとめて

捨てられているものが多かったよう

に思われます。

終了後、恒例の豚汁で親睦を高めま

した。

お疲れ様でした。　　（吉田）



第8回　北川かつ＿ばの会総会報告．5章1番

決定された活動方針では　1北

山公園、北Iiト帯の自然復元をよ

り一層推進していこう12「みど

りの市民会議・みどりの楽校」と

連携を深め、市内全域の豊かなみ

どりと水辺空間を創出しよう

3「となりの川ウオーク」を継続

など計7項目の方針のなかに、
「北川マップ」の作成を入れたの

が特徴となっています。また、か

つぱ通信50号に向けて実行委員会

を立ち上げることを決定しました。

最後に右記の役員を選出して総

会は終了し、総会のもう一つの目

的である懇親あるこ－る会も開催

しました0．会

役員紹介
代表世話人　三島悟

副代表　永島高行・松村一博

渡辺光敏
総務　　清水淳・渡辺美枝子

渉外　　三島悟・宮本善和

渡辺光敏・永島高行
外交　　官本書和・宮本貞子

環境学習　櫻井康雄・永島高行

宮本書和・清水淳
財政　渡辺光敏・渡辺美枝子

編集　渡辺美枝子・鈴木十四子

電子化　大野豊彦・伊丹泰長

イへ’ント　清水淳・鈴木洋三

水辺保全　松村一博・吉田実

櫻井康雄
遊軍　　山下文恵・梅田義憲

永留純一

会計監査　山下道夫

コシ例I霞崖綿雲工事に向け

北山公園の休憩施設前広場がぐ
っと自然に近づきます。いよいよ

北川のコンクリ護岸は、今秋に始
まる親水設備工事により、公園内
の一部が自然の土手に戻るので

す。工事着工前及び工事期間中
も、市とのI、〇一トナーシップによ

り、より良い工事内容にしていく

ために、5月から来年2月まで

計5回の川端会議（北山公園親
水施設整備工事意見交換会）を

設定しました。7月12日には

現地でフィールドワークを実

施しており、工法に反映してい

くことになっています。

（マッド渡辺）



多摩湖の堤防工事が開始され
た。6年に渡る‘湖の水位低下’’とい

う問題を抱えたままにである。こ
の水位低下の問題は、工事着工直

前になって発覚した。水道局は今
まで、「工事中の水道水の供給確

保と、水鳥の生息等への影響を考
慮し、水位はわずかに低下させる
だけである」と説明してきた。そ

れが、盛土材料のヤードを湖底部
に確保するため、湖水位を15mも

低下させるというのである。湖水

位低下により、カンムリカイツブ

リをはじめとした生物の生息に大

きな影響が生じる。
また、周辺の湧水が減少・枯渇

し、その湧水に依存する生物への

影響が懸念される。さらには、こ

れらの湧水を水源とする北川や
前川などの水量も減少する可能
性がある。実際に、水道局自身の
環境影響予測でも、水鳥への影

響、複数の湧水の枯渇・減少、Iii
の水量減少（北川源流部及び前川

で約7割の水量）を認めている。

また、長期的に雨が降らない場合
には流量が無くなる可能性も示
されている。

工法再考の申し入れは聞き入

れられなかった。実影響の監視と

対策を求めていかなければなら
ない。　　　　　　　　（宮本）

今年も様々な企画を立てて準備中で

すが、お手伝いしてくれる男女を募集

します。年齢・経験不問。

＊7RZ〇日（土）準購えタリ7

①立て看板作り　②プログラム作製

＊eRZB（土）準騰ス夕子7

①テント・机・椅子の緻入　②竹取り

③立て看板設置

＊sRtB当日スタサブ

①カヌー遊び（川の中に入り子供
を見守る）　②北川ウオーク（子

供と一緒に川の中を歩き、魚採り

に勃騨鋤　③遊び道具作りの見本製

作・アドバイス）　④北山ミニハイ

ク・昆虫探し隊長のサポート）⑤屋

台での食べ物づくり・販売　⑥スタン

プラリーのスタンパー）⑦プログラ

ムの配付　⑧ミニプールの監視人

⑨ザリガニ釣り道具の貸し出し　⑩

テント設営及び撤去・搬出　　など。

ご逓播いた磨ければ助がIIまも

地．042－395－7705　渡辺

Eメール　mmtt＠jeans．ocn．nejp



縁‾8⑥

関田

翳欝龍at蝉公画

A湘0晦～

んぱく
つ0

。e葉荘1　　　　両舞町が 

謹藍詰濡霊前 　　　　．q 

、‘「 ”「－＼－　　　二二二二＝オー，I 

一一一一一 　〇　〝／∴∴‾ 撥　綴　／メ寄－諾好み 

鰯柔誓∵∴一一∴詳註高イヴ鰻et 

主催・第8回北山わんぱく夏まつり実行委員会

連絡先：渡辺　maLO42－395－7705（夜）　三島　TELO42－391－2365（昼〉

後援団体凍村山市東村山市教育委貝会〃東村山市社会福祉憤激会“国土交通省荒川下流工事事務所（予定）“東京部環境局多摩環境事務

所“東京都北多軸ヒ部建設事務所（予定）1東村山商工会“東村山青年会議所・自治労東村山市職員労働組合“東村山みどりの楽校一

東村山地球市民クラブ・柳瀬川流域川ネットワーケ野口町aT目自治会（交渉中）“野口町4丁目自治会（交渉中）“川北自治会・北山

自治会“正徳自治会・考古学体験広楊しもやけへ遺跡を育てる会（仮称）

「北山わんぱく夏まつり」は（財）河川環境管理財団の助成を受けています。



かっはの楽槌生物学講座⑱エナガ

先日、かっぱ享で北山夏まつり
の打ち合わせをしていた時のこと

です。外からジュルル、ジュルル

と鳥の声が聞こえてきました。ま

さかと思い庭の方を見ると、まさ

しくェナガの小群がいました。
エナガは長い尾に丸っこくて小

さい体がかわいらしい人気者の小

鳥で、白地に黒とぶどう色の質素
ないでたちをしています。長い尾

をひしゃくの柄に見立てて、「柄

長（エナガ）」という名が付いたそ
うです。エナガは留鳥（一年中ほ
ぼ同じ所にいる）として、主に平

地から山地の落葉広葉樹林で生活
し、群れで移動しながらクモや昆

虫をとっています。東村山では八

国山や狭山公園で見られますが、
林を離れることは滅多にないので

こんな住宅街まで出て来るとは

ちょっと驚きです。これという

のも東村山が比較的緑に恵まれ

ているからと言えるでしょう。

緑のネットワークがあれば、

そこを使って生き物たちは生活
の場を広げることができるので

す。今ある緑を守り、さらに増

やし、ぜひ緑豊かな東村山であ
ってほしいものです。

（ピー永島）
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水辺轄よIi　　＜細めて間網齢に毒血しこ＞i盛

妻と息子の二人は、毎月第二土
曜日に参加していましたが、私は
いつも仕事で参加できませんでし

た。やっと休みになって一緒に北

川に入ることができました。

小さい頃は川に入ってよく魚とり

や水遊びをしました。でも、今度は

的がごみ拾い。悲しい気持ちです。
なぜ、川に空き缶を捨てなくてはい

けないのですか？読み終わった

本、食べ終わったお弁当、誰も
見ていなければ自分ひとりだけ
なら、みんなが捨てているから。

そんな風に思っている人たちが

たくさんいます。でも、し自分

の家に他人がごみを捨てて行っ

たらどんな気持ちですか？腹を
立てそのごみを拾うでしょ　う



北Iiiの親水化工事が実現できる

ことになってきたこの時期、堤防

強化ということで貯水池の水がほ

とんどなくなってきてしまいまし

た。付随工事も進んでいるので梅

雨明け降雨が少なくなってくる

と、あちこちで、その影響がでて

くると思われます。

5月には、十二段の滝やその周

辺で湧水がなくなってきていま

す。6月に入り前jii「多摩湖町2丁

目地内」の全体量がへつてきたや

に見えます。ことしもゲンジボタ

ル（6月中旬）、ヘイケボタルが7月

上旬に見ることができましたが、

来年以降のことは「この工事が6

年にわたりおこなわれるため」わ

からない。他の動植物・井戸水・河

li旧用水・大小ため池（弁天池）・

・湿地」への影響、少しでも保

全策が出来ればと考え、2002

年より「北山小の丸池の一部」
を利用してミニビオトープにて植

物・巻貝・ヤゴの観察を続けて
います。水道水・高温水であり

ますが菖蒲が咲いたり、幼貝が

増えている事が確認でき狭山
公園からの避難対策が出来る

思います。この保全対策・活動
にご協力いただける方はよろ

しくお願いいたします。
ホタル情報ですが、多摩動物

公園昆虫園、関東周辺の山岳

部、北陸・東北地方ならまだ大
丈夫と思います。チャンスがあ
ったらごらんください。

水辺磨よIi　＜初めて目指陰膳参加して＞　2整避整

う。　　　　　　　　　　　　　　　　＜4月～6月＞

かっばの会のたちは腹も立てず：　北川は春から一気に初夏へ。

進んでごみ拾いをしています。；新緑、小魚、ザリガニ、川で遊

Iiiにはかわいい魚がいます。山：ぶ子供かっば、隣接する北山公
には鳥がいます。自然を愛してみ

ませんか。裏切ったりはしません。

大きな愛で包み、返して1、くれます。

そんな当たり前の事を分ってく

ださい。　　　　　　（増岡清）

園の菖蒲開花。
一年で最も良い季節です。

（松村　血393－1852）



メーリングリストに●加を！

囲棚のIa＆彰‘∽LI的EB冷罵

宙醜酷㊧遭㊨縄鵡

東村山駅西口徒歩約3分
qeSe　日曜日

TeIO42（394）4548

ゑ妬霧産婆募妙

9／6（土）へ

ブルーエンジェルス

．。，ChoroeYら000－

9／13（土）

小野アキラBIuesBand

．．．Chorqe￥1，500－

9／26（金）

プロミスワンダーズ

mch餌場YlpO0－

10／4－（土）

BackBeats、

〟，。c頓一拙，000－

かっばの会のメーリングリス

トを立ち上げました。これまで、

会員への情報提供は「かっぱ通

信」と電話連絡が中心、でしたが、
これからはメールが加わりま

す。メーリングリストに参加し

ていただくことにより、各種の

イベント、打合せ、飲み会、そ
の他のご案内をメールで直接連

絡させていただきます。もちろ
ん、会員間のメールによる情報

交換も思いのままです。参加方
法は、インターネットの検索画

面よ　りkappanokai＠freeml．com

でアクセスしていただくか、渡

辺（mtt＠jeans．00n．ne．jp）か

清水（CZT12221＠nifty．ne．jp）

にメールで連絡をお願いしま

す。

おすすめの一冊
「有機農業が国をかえた」

ノ」、さなキュ十ヾの大きな実験－

コモンズ　￥2200

「200万都市が有機野菜で自給でき

るわけ」　　　築地書館　￥2800

著者　吉田太郎

有機農業を通して環境・教育・医

療・壇げ－がみえた。キュ互の人々の

選択に敬月比地球環境を語るのに欠

かせない一冊だ。　　　　　（美）
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全局勧臼Lfー
＊会報を送っていただき、読んでい

るだけで何も出来ずにおりますが、

会報が届くたびに、八国山付近の森

を思い出します。このご時世、西武の

開発の手も休まざるを得なくなるとい

い…と思いつつ、いこいの場だった

狭山湖、多摩湖堤の改修工事は進

んでいるだろうと思うと、心が痛いよう

です。いつかは何かで参加してお話

できるといいとおもいながら

（花田みゆき　高遠市）

＊毎号、表紙の絵など楽しみにして

います。ヨロシクです。

宇lii育（武蔵野市）

＊元気ですか。活動報告活き活き、

椎名さんの文庫じゃないが“バカおと

っつあんの底力に乾杯です。

阿部剛（横浜市）
＊あいかわらず行事不参加状態が

続いています。生き地獄とはまさにこ

の事かと思うほどですが、何年か先

に開放されることをねがいつつ…．．

会の発展を祈ります。

昼夜労働党党首

岩本晶（東村山市）

今回の会員だよりコーナーは、
会費振込用紙の通信欄にいただ
いた会員からのメッセージを掲

載しました。

広告＿

，和捧“カレー＆ピール

MAR囲ルチャ「講座
●辛井蟹鍋子写真ワークショップ
日本軍実家協会会員でかっばの会

員でもある幸井さんの本格的写真酪

農。といっても初めての人にも楽しめ

る内容で、第1回目の参加者は面白

さとその充実度に鴬摺。野外撮影会

もありので、新規参加者を募集中！

第2回　7月27日（日）PM1時－4時

第3回　8月31日（日〉PM1時－4時

第4回　9月14日（日）PM1時－4時

以降11月まで月1回のペースで開

きます。

●場所MARU2F集合
●費用1回3000円

●準備するもの　カメラ、フイルム

●問合せ“」申し込み先MARU迄

MARU営業日変更のお知らせ

8月よりしばらくの闘以下のように

営業時間が変りますのでヨ田シク！

●火一会　PM5時－11時

●土一目　AM11時－PMll時

平日の昼間の営業がなくなるので

少々残念なのですが、MARUの新

展開をご期緯ください。

MARU東村山駅西口徒歩1分

TeI“Fax O42・395・4430
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葦裁フォ隷一沙ヨジ
●「水辺探検」前川とその流域
日時7月27目（目）9：30－13：00

集合　化成中正門

連絡先　042－394－1141

●　新河岸川流域

リレーフェスティバル
“落合川　Iiはつり（東久留米市）

日　時　7月20日　21日

・北川　わんぱく夏まつり（東村山市）

日　時　8月3日
“柳瀬Jii Jiiまつり（志木）

日　時　8月10日

“柳瀬Iii　川まつり（志木市）

日　時　8月10日

・黒目川　川まつり（朝霞市）

目　時　8月24日
・不老川　大森の池まつり（入間市）

日　時　8月31日

●　新河岸川フォーラム
「キラリはっけん！私たちのlii」

日時　9月7日（日）9：00～

場所　東久留米市役所集合

連絡先　042－959－3831丸橋

翰劉愛の詮套寛募集

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219名
です。

●会費　年間3000円。「かっぱ通信」

（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3－11－8三島方　北川か
っばの会Tel／FaxO42－391－2365

●会費振込先
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】

次回定例会は夏休みです

●編集後記
「おすすめの一冊」で紹介した2冊

はMARUにおいてあります。ご覧くだ

さい。

北Iii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
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。

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」「トロ

ル」「ジュークジョイント」「とき」「一期一

会」「サシ工」「MARU」「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


