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先週、西多摩フォーラムの炭焼き窯に行ってきました。西多摩の
豊山は紅葉の真っ盛り。谷戸は水が豊富でした。このところ雨続き
のせいもあり木々の根から水が湧き出て、斜面の穴からごうと吹き

出ている水にも驚きました。木々の保水力に改めて感心しました。

ただ残念だったのは、用水路が3両コンクリート張りで、すごいス
ピードで水が流れていたことでした。

さて、いよいよ、北山公園では待望の親水化工事が始まりました。
植栽が一部取り払われて、善行橘から見る風景が一変しました。詳
しくは掲載記事をお読みください。
2003年も終わりに近づきました。恒例の“かっはクリスマスパー

ティー牛ま12月13日（土）です。西多摩フォーラムの炭で焼いた羊

の丸焼きで一年を締めくくります。かっぱ事でお待ちしています。
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前号でもお知らせiLましたよう　声をあげながら遊ぶさまを想像し 
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より始まりました。会の念願であ　し詰める必要があります。 

った北川の清流復元ペの第一歩が　　なお、今岡の工一組ま単年度にと 

具体帥こ薄手したことを憲味しま　どまらず、2カ年にわたる実槌萌 
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ト護榊ま剥がされ、土が鐙 劔出し賄　います。来年は蕃行橋から下流の 

めてきました。またIiiをさえぎっ　コンクリート護岸の撤去と新たな 

ていたかん木は移植され、善行橘　魚道が設罷されることになってい 

から見る公園の寮観はすこぶる開　ます。これまでかl頂の地道な活 

放酬iニなり、工事終了後の公園の　動の成果と言えますが、行政との 

変化が今から楽しみです。　　　　二人＝三脚、パートナーシップが築 

先日11月22日の川端会議で、　かれことが大きいと思います。多 
li卓日程等について苗との話し合　麿地域では先進事例といってもい 

いがありましたが、1月未の完成　いでしょう。 

予定が早まり、年回こほほほ終了　　来定常蔓も北川流域の自然中津に 

するとのこと。それを受けて親水　向けて両拭、行政ともども渠しく 

部で利用の仕方などが議題となり　取り組んでいきたいと思います。 

漬した。子とも達がこの北liIで鍬　　　　　　　　　　　　　（∴鴎） 
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Z金融会三
、か3は）かつl軟マスパーティーの軸

羊の丸焼き付恒例のクリスマスパーティーです。焚き火を囲んで食
べ放題・飲み放題の一日を過ごしましょう。会員同士の数少ない顔合わ

せの場です。ぜひ遊びに来てください。会員でない方も大歓迎します。

日時12月13日（土〉13時から

楊所　かっぱ事

東村山市野口調3－1ト8

由．042－391－2365

金賞　2500円　高枝生500円

中学生以下無料 緯
メニュー羊の丸焼き・鮭のチャン

チャン焼き・刺身・いも
東低・持ち込み大歓迎

漬し物　ギター＆アコーディオン

青柳たかひろ他
MARU／042－395－4部0

北川十農を週びます清拭ラップに向け○／
漬転記輩ゆふ　静電軌口連字按度○

北川や周辺の星山の保全すべ　べき情報についても収集します
き自然の姿や、そこで遊ぶ楽しさ　ので、ご協力をお願いいたしま
を市民に伝えていこう、という目　す。

的で始まった「北山流域マップ」
の作成が本格化しています。

11月には3回にわたる現地調

査、編集作業を行ない、12月13

日のクリスマスパーティーの時に

はマップの原案を掲示できるとこ

ろまでこぎつけました。
パーティー当日には、ご来場の皆

様方に投票で北川十黒を選んでい
ただき、その結果をマップに反映
させていくことにしました。また、
マップに追加すべき情報、修正す

なお、マップは来春の完成、配

布を予定しています。

北川流域マップを
一膳につくりませんか

◎場所；かっは亭

◎12月20日（土）13：30－

投票結果等をふまえた編集
◎1月12日（土）13：30一

印刷発注に向けた作業等



勝かっばの楽壌・生駒学課座21繚

切られたトチノキ

秋のみどりの楽校の行事の時で
す。

北川の前川合流点のすぐ上流の

橋のたもとに、トチノキが1本あ

るのを見つけました。時々通って
いたのに、今までちっとも気が付

きませんでした。
トチノキは日本各地の渓流沿い

の森に見られ、狭山丘陵にも白生
しますが、北川沿いでは見たこと

がありません。樹形が美しく、よ

く目立つ白い花や大きな実を付

け、直径4m、高さ35mもの大木

になります。しばしば公園や街路
樹に用いられ、パリの有名なマロ
ニエは兄弟分です。

昔は実がトチ餅、トチ団子とし
て食用にされてきました。下宅部
の遺跡でもトチノキが発見されて

おり、縄文の時代から北川流域の

人々の身近にあったことが知られ

聞彊ノ嵩
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ています。
このように、まさしく北川本

来の樹木としてふさわしいト
チノキなので、北川のほとりで

大木になり、水面に日陰をつく
り、花や実をたくさん付けるよ

うになるのを期待していまし

た。ところが、つい先日その場

所を通りがかるとトチノキが

ありません。隣接して行われた
宅地開発に際して切られてし
まったのです。敷地外だったの
ではないかと思うのですが、安

易に切られてしまい残念でな
りません。

河川敷が狭い北川には、今で

は川沿いの樹木はわずかしか
ありません。逃げる（動く）こ
とができない彼らをなんとか

守ってやりたいものです。

（ピー永島）
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誓撃三三ミニ＞＜10月・11月＞

北川の素晴らしい自然景観の一

部が失われてしまいました。宅地

開発業者が水辺を覆う樹木を切っ
てしまったのです。なぜ水辺から
一定の範囲を緑地として残してく

れなかったのか。行政はどのよう
に対応したのか。

川を挟み一方で自然を復元し、

その対岸では自然の破壊を許して
いる？　　　　　　　　（松村）

一年な頼り透って

灘 題園関翻圃

北川水辺倶楽部の川掃除に参加
し始めて、自分は11月でちょうど

1年になります。

1年を通し北川の掃除をして、
ゴミはなかなか減りません。あな

たの「自分さえ良ければいい」と
いう言葉は、結果的にあらゆる連

鎖であなだめ身に返ってきます。
悪い連鎖でなく、自分のために良
い連鎖を作ってはどうですか？

（中学2年　柏木塑貴）

友達に誘われてクリーンアップ
に行ってから、北川の四季の移り

変わりを見てきました。冬の寒い
時期、生き物の見当たらない中で

見つけた鮮やかな色のカワセミが

印象的でした。春から夏にかけて
冬の間はどこにいたんだろうと思

うくらいの、多くの小魚を見てす
ごかったです。

川がきれいになることもうれし
いので毎月の川掃除を始めて良か
ったでず。

（中学2年　小竹俊平）



酢露藍
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東村山駅西口従歩約3分

Cbse　日南目．観

Te1042（394）4548

効験霧真二妙
12／19（金）

ミカズBluesShow

・“・choreeY1，500－

2003初冬のどかイヘ‘ンLL一越聾鞋
縛っていても何も婚家らない！

東村山シャッター通りを
サンダーロードへ

●日時：12月20日（土）19時～23時

●会場：mRU＆JukeJoint

●チャージ：両会場共通券3500円

ドリンク、フード飲み放題、食べ放題！

●ライブ：ハワイアン、ロック、ブル
ース等乞うご期待！

1／31（土）

TAD三浦BIuesShow

・・・Ch調eeYL500－

2／14（土）

小野アキラ馴uesRand

“・・choreeYl，500－

囲㊨抑瞬髭㍉敵掛亀凸

砂川堀を歩きます

築8回となりの川ウオーク
′／十十十十十十十十十十十

小手指駅から駅近くの自然

護岸、早大近くの水源地、完成
した狭山湖堰堤を巡り、西武球

場繭駅までの約7キロをウオ

云ク誌葬月』。（土）
雨天順延

☆　集合／小手指駅南口ll：00

（東村山駅改札口10：40）

☆　参加費／100円

☆　持ち物／弁当・雨具
☆　申込み／MARU

TEL O42－395－4430

題麹虚
ホワッツ・ロング・ウイズ・ジス・

ピクチャー？／ヴァン・モリソシ
ーTOCP67241－

アイルランド出身シンガーヴァ

ンがジャズ名門レーベルのブルー

ノートに移籍し第一作を発表した。

R＆B・プIレース・アイリッシュフ

ォークなどを渋みあふれる歌いっ

ぶりで聴かせる。なお60年代から

前作までのオムニバスはMARU

で聴くことができる。

かっばの会音楽担当・マッド渡辺
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園10・26

遡盟ノーンア芝2

10月26日、北川クリーンア

ップに初めて参加しました。ゴ
ムズボンにゴム手袋で、晴れた

日の小川をジャブジャブ歩くの

は、参加する前に考えていたよ
り随分気持ちのいいものでし
た。

ゴミはあまり多くはなく、お

菓子の包み（セロファン）など
が中心でした。自転車のタイヤ

チューブが一番大物？だったで

しょうか。

掃除の途中、川岸でジュズダ
マを見つけて、小学2年か3年

の頃これをたくさん集めて、母

に古布でお手玉を作ってもらっ

たことを思い出しました。

ジュズダマを見るまで、長い

間ずっと忘れていた記憶だった
ので、得したような気分でした。

毎回やっていれば暖かい日ば
かりでも、晴れの日ばかりでも

ないと思いますが、継続して参
加していこうと思います。

2003初冬のどがイベント！

鵬RU＆Juke Joint共晶主催

Xマスチャンプルーat東村山
待っていても何も姑暮らない！

東村山シャッター通りを
サンダーロードへ

●日時：12月20日（土）19時‾23時

●会楊：MARU＆JukeJoint

●チャージ：両会場共通券3500円
ドIノンク、フード飲み蹟瞳、食べ放題！

●ライブ：ハワイアン、ロック、

ブルース等など乞うご期待！

2004年新春J肱ライブ決定！

鳩鴻和時（saか・鬼怒無月（色）DuO

Rcサクセションの中心的バックを
つとめ、あの幻の生活向上婁員会のリ
ーダー、そして日本を代表するSAX

プレイヤー梅津和時と、世界をマタに

かけるギターの鬼才、鬼懲触月の蝕ビ

ッグなJAZZコラボレーション！これ

を蹟き逃したら一生悔いが残るゾ

●日時：2004年1月11日（日）

18：00Op即，19：00STN汀

●場所：MARU

●チャージ：2500円（ドリ切創）

●予約受付中（完売の隙はコリン）

三言毒三二㌔
摘　録裏

MARU　東村山駅西口徒歩1分

TEi＆FMO42－395－4430
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●　縄文土鶴を作ろう
「複文土鵜野榛を」

日時12月20日（土〉
10：（調一16：00

集合下毛龍遭鱗積重囲軍縮新
連館東村山ふるさと歴史館

042－396－3側調

●　第8回となりの周ウオーク

日時1月17日（土）

群種木駐6へ？－ゾ“

●　川鱗合繊
日時2月7日（土）10：00一12：30

場噺北山公田管理事務所
（旧民家薗）

連絡東村山市みどりと公田疎
042－333－1111内2743

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。

●食費　年間3000円。「かっは通信」

（隔月間）と可愛らしいかっは会員証
をお送りします。
●問い合せ・申込み免　〒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

●食費義込先
上記へ現金寄留または
〔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

【北川かつはの食定個食】

1月12日（月・視）かっは亭

●縮集後記
「水辺だより」の原語は、水辺倶楽

部の川掃除に毎月参加している中学
生のお二人から寄せていただもので
す。ありがとうございました。

カンパいただきました。謀議。

谷　浩志（敬稀鴨）

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JTトロ

ル」「ジュークジョイントjrときjr一期一

会jrサシェ」rMA的」「ふらつと」に置いて

います。

北川かっばの会の活動は（財）河川環
境管理財団の河）II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。

r未来の川へ・北川復元プラン寄

北川復元プランのパイロットケースと

して、北山公田周辺の北川が変わり
つつあります。21世紀の未来の川

の姿を探る一掃。

頒価1000円郵送料390円


