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能の花見で
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北川で自然の土手を復活！！
3月6日　となりの川ウオークは砂川堀へ
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立春を過ぎたとはいえまだまだ寒い季節ですが、北山公国の梅はほころび

始めています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

北山公園規水化工事は2月末で工期を終え、復元された緩斜面に植栽され

たヨシや芝の板付きを待つばかりとなりました。今年度最後の川端会議のメ

ンバーが、このエリアを「北山公園親水広場」と命名しました。第2期は下

流部の堰と公団側の護岸工事です。2004年度予算がついてくれることを期待

しています。

国交省は全国の河川の生態系破壊を防止するため、2005年度から魚道の

整備に着手することを決めました。この一連の事業も流域住民参加型で実施

されるようですが、北部iでは上記の予算がつくことにより国に先駆け、市と

市民の働働により魚道ができます。先進事例となれば、北川のかっはたちも

喜ぶことでしょう。
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さる2月7日（土）、北山公園管理事務所で、15年度最後の川端会
議が開かれました。皆さんご承知のとおり、北山公園親水化工事がほぼ
完成をみるにいたっているわけですが、残る課題の親水部の安全対策
と、今後の利用方法、スケジュールについて熱心な議論が交わされまし
た。出席者はおよそ20名でした。

まず、安全策については、現地視察をふまえ、傾斜のきついところは
一部授木の利用をするも、なるべく植栽などの自然を生かしたつくりに

することが決まりました。階段が設置された緩い傾斜のところは開放し

て景観が保たれることになり、子ども達が歓声を上げて斜面を転げまわ

るのが、今から想像できます。

利用方法に関しては、釣りや外来種の生物を放流することの禁止など

を盛り込み、北川の生態系を守ることが確認されました。今後、環寛学

習の実践の場所として、市民の安らぎの場所として、街理運営について

はさらに論議を深める必要はあるかと思います。

また、北川の親水部の斜面については現在、野芝を植栽していますが、

根が付く5月に、親水部の利用開始をすることになりました。開始日は、

北川のクリーンアップに合わせ、5月16日〔日〕とし、12時よりオ
ープニングセレモニーも大々的に？やろうということになり、話はおお

いに盛り上がりました。詳細はいずれお知らせいたします。

なお、16年度はやはり10月から下流部の工事着手がほぼ決まると
のこと、さらに北山公園の自然度がアップすることはまちがいありませ

ん。乞うご期待です。　　　　　　　　　　　　　　（三島）
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違んでいます。

＜北川流域マップ作り＞

北川マップは、北川や周辺の

豊山の保全すべき姿や、そこで

遊ぶ楽しさを市民に伝えていこ

うとするものです。

12月のクリスマスパーティ

ーでの投票で北）li十黒も決ま

り、また4回の現地調査を経て、

現凍、編集作業を進めています。

なお、マップのお披露目は5月

16日を予定しています。

年末のお楽しみ行事Ⅹ‘マスパ
ーティーがかっぱ事にて開かれ

ました。北川親水化工事の進行状

況をパネル展示し、北川流域のス

ナップ写真30点展示の中から

十京を参加者に投票してもらい

ました。恒例の羊丸焼きは炭火の

上でドント焼かれていて、各人が

ナイフ等で焼き立ての肉を削ぎ

落として吟味します。適当にアル
コールを楽しみながら、2組のギ

ター演奏に聞入り、遅くまで宴が

盛上りました。

なお途中、参加者の中に身体不

調の方が出ましたが、その後順調

に回復されていると聞いていま

す。一日も早く元気な姿になる事

を会員一同で願っています。

北川十寮に選ばれた八国山の二つ
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＜12月～1月＞

北川の水が一段と冷たくなり、

小魚たちをほとんど見かけない。

どこで冬眠しているのだろう

か？

親水化工事に伴う土砂の流出

で周辺部の川底が埋まっていた。

あの変化に富んだ川底が再び延

るよう自然の復元力に期待しよ

う。

毎月川掃除をしていると、実に

様々なゴミに出会う。今月は百科

事典が9冊捨てられていた。水を

含んだ辞典の重さにはマイッ

タ！

＜1月＞

この冬一番の寒さで、公園の池

ばかりか川の水際まで凍ってい

た。ゴム長を通じて水の冷たさ

がジワジワと伝わって来る。

ひと月前に掃除したばかりと

いうのに、川には袋に詰められ

たゴミや、パ症ボトル、空き缶な

どがたくさん捨てられていた。

「毎月掃除しないとゴミだら

け」が実態だ。

この時期の川掃除はゴミ拾い

だけではない。流れをせき止め

た大量の落ち葉を取り除くのも

ひと仕事。悪臭と水の撮みの原

因を取り除きやっと清流が復活

する。

＊ボランティアゲlトゲ「北川水辺倶楽

部」
＊毎月第2土曜日

9時から

＊北山小正門集合

（松村042－393－1852）

参加してみませんか＊＊せせらぎ周辺作業日紹介＊＊

作業年間計画
3月13・14日　貝採取放流

4月10日　レンゲ“黄ショウデ観賞

5月1・2日　　　　II

6月12・13日　グッゾボ勅観賞

8月7・8日　　へイケボル観賞

9月11・12日

10月9・10日

11月13・14日

12月11・12日

作業等
巡回観察・清掃除草・草花管理

池水路管理・落ち葉利用
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「水のこころ誰に語らん

（多摩川の河川生態）」

大島康行監修

小倉紀雄＋河川生態学術研究会

多摩川研究グループ箸

紀伊国屋書店

1900円＋消費税

多摩川と市民のかかわりの

歴史、多摩川の魚類、羽村付近

のカワラノギクやニセアカシ

ャをはじめとする植物の変遷、

河川環境の保全や復元に関す

るこれからの行政と市民との

パートナーシップのありよう

など、かっばの会にとっても興

味深い内容。北川でも、ここま

で掘り下げた内容の本を目指

したい？

（清水）

軌跡・カレー＆ビール

薄蝶輩蕪
範擬とと駁観鍋蔀鳩鋭！
篭」期MARUカルチャー灘謹蛭

「東村山縄文判一浩）年前の東村山

矧主民？の生活と暮らし勧架る。

●日時・第1回！月鯖日日陣時開

場、19時開始l・第l回4月4日日i

e講師：東村山ふるさと歴史館学芸員i

石川正行氏

●参加費　用円廿リンク別

e場所　MARUlF

‡

奉鼠をめぐるコンせこ上

風の旅団、内田ボブとナーガが
今年も春一番と共に来訪決定I
e日時：3月27日（土）

18時開場、19時開演

●場所：MARiJlF

e参加費11500円（ドリンク別）

東村山西口から何かが始まる！
e日時・3月28日（日）

11時～16時（予定）

●場所．西口・野澤本社前庭
●内容：ライブ、出店、フリー

マーケット、その他もろもろ

MARU　東村山駅西口1分

Tel＆Fax O42－395－4430



●　下毛部遺跡はっけんの

もりを育てる会
日時2月21日（土）22日（日）

9：00～16：（鳩

集合・連絡東村山ふるさと歴史館
042－396－3800

●　第8回となりの川ウオーク

日時3月6日（土）継続本誌

●　水辺探檎「復元した川を見る」

北川源流から北山公田まで
日時3月21日（日）

集合西鶴曲駅9：30縛敵12：00
案内　北川かっばの会　松村氏

費用禦料弁当”水筒持参
主催“問合せ美住リサイケんシ動7°

042－394－1141

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220名
です。

●食費　年間3000円。「かっぱ通信」

（隔月間）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
つばの会Tel／FaxO42－391－2365

●食費挺込舞
上寵へ現金書留または

〔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

【北川かっばの会定個食】

3月13日（Dかっは亭

午後2時

●編集後記

印刷作業日、春一番の吹く中、北
川護岸のヨシや芝が早く芽を出し
てほしいと思いながら、かっは事に

向かってペダルを踏みました。

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
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。

締入会員綱介（敬稿略〉
長谷川　佐京子（小平高）

かっぱ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」「サシェ」「MARU」「ふらっと」に撞いて

います。

『未来の川へ〃北川復元プラン容

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1同日郵送料390円


