
1中宮∝轟奄
禽行暮川かっはの食〒100－備後東繍山高野口鴫3日ト8

三裏方惟LrN日的2－391セ365

誌州請糀

2004年4月18日

Vol．53

日に青葉
北川かっは

初がつ£号

いよいよ、北山公国続水広場5．16にオープン！
さらに、北山公績魅水化2照工事に2000万円の予篇確定！

そして、北川かつ鱗の食が本年鷹r東館山高高氏璃労費」を糞後
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満開の桜も散り、葉桜からさらにまばゆい程の新緑にころもがえ

の季節。皆さんいかがお過ごしでしょうか？　標題にもありますよ

うに、今号は春棚演のすぼらしい報告でいっはいです。

まずはかっばの会結成以来、念頭であった北川のコンクリート護岸

を自然護岸に復元する工事が2月で終了。5月16日（日）にはクリ
ーンアップ作戦のあと、オープンセレモニーが瞬かれることになり

ました。ひとえに会員、多くの市民、そして現場で奮闘してきた市

職員、行政の長年の努力の成果に敬服するものです。

さらに、16年度予算においては、下流部の親水化費用として2000

万円が計上され、いよいよ自然回復に向けての道筋が明確になって

きました。そして、わが会に、「市民功労賞」受賞の知らせも！

子どもたちが北川で泳げる日を夢想しつつ、ともに祝杯を！
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工事完了後の沈砂池 

本年2月末で工期を終え、緩斜面に植栽された芝の 
ばかりの親水広場が、馳＿＿⊥王立＿＿正午オープンします。 

当日はテープカット、バンド演奏など楽しい記念行事を予定してい 
ます。もちろん模擬店もあります。皆さんぜひ見に来てください！ 

ところで、当日はセレモニーの前に恒例の川掃除「北 ��ﾈ4�8ｨ�ｸ92�

アップ」を行います。こちらの方は今年で10年目、第18回目にな 

ります。みんなで北川をきれいにしましょう！ 

柳川旧忙＞雪善くコ格，咄クリーンアップのご案内　和鵬暮春曲調晦 

病婦時間　午調10時～正午 

集合場所北山公田義理事務所 � 

強心幼稚薗嚢の稿 � 

持ち物　　軍手・長鱗“タオル専 � 

聞合せ　　北川かっばの食 � 

暗く042）391－2365 



第8回　総会は5月23日（日）です

日時　5月23日（日）

13時～16時

会場　東村山ふるさと

歴史館
電話042－395－3800

東村山駅西口下車　徒歩5分

問合せ　北川かっばの会

電話042－391－2365

内容

①　2003年度経過報告

②　2004年度活動方針

提案・決定
③　会計決算報告

④　新年度予算提案・決定
⑤　新役員選出

⑥　懇親会（別会場にて）

昨年5月11日に第8回総会を

開催し、今年度の活動を進めてき

ました。この間、北山公園内の北

川のコンクリ護岸が撤去され、自

然の土手が実現し、北川マップも

方針どおり完成まであと一歩まで

にこぎつけました。また、北山公

園親水化工事の第二期工事予算が

確定し、公園内下流部分のコンク
リ護岸も撤去されます。このよう

な成果をふまえ、楽しみながら着
実に今後の活動が進められるよう
知恵を出し合っていきたいと思い

ます。お気軽に参加していただけ
れば幸いです。

総会の雰囲気が苦手という方

は、懇親会で本領を発揮するのも

よろしいのでは。会貝の皆様の参

加をお待ちしております。

縫取J　＜北川流域マップ＞が完成します！戯uO

「北川流域マップ」がいよいよ

完成します。
マップは三島知美さん、北川

の魚や鳥、植物は桜井なおみさ

んにイラストを作成してもら

い、全体のデザインは装丁家の

松澤政昭さんにお願いしまし

た。

実は、なかなかの出来映えで、

早く会員の皆様や地域の子供た

ちに見せたい気持ちでいっぱい

です。

北山公園内の自然護岸の完成

記念セレモニーが行なわれる5

月16日にお披露目となります。

（清水）



縦かっばの楽楼・生揚詳講座23縄陣恥
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この春は例年になく暖かく、北

山公園では多くの木々が早目に新

芽を出し始めたように思えます。
その中で、私はあるヤナギが気に
なっていました。

昨年の秋、このヤナギにまとわ
りついているチョウを見つけまし

た。タテハチョウの一種コムラサ

キの雌でした。そう珍しい種では

ありませんが、東村山では見たこ

とはなかったのでちょっと驚きで

した。コムラサキは、雑は見る角

度によっては紫色に美しく輝きま
す。幼虫はヤナ羊の楽を餌にしま
すので、雌はこのヤナギに産卵に
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来たのかもしれません。そうで

あれば、北山公園一帯にコムサ

キが定着する可能性もありま

す。ところが、久々に公園を訪

れがっかりしました。ヤナギが

すっかり労定されているので

す。そもそもなぜあのヤナギを

労定しなければならないのか疑

問ですが、勢定の時期によって

は幼虫もろとも刈られてしまっ

た恐れがあります。はたして北

山公園産のコムラサキの姿は見

られるのでしょうか。

（ピー永島）

令／‾‾ミミ一食／‾ミゝ一食／‾ミニ一重／一ミゝ一雨／ミミンむ一ここゝ一報

3期日を迎える緑の市民会議
寓／てこ一食／ミミ一命・一ミミ一・・斡／一ミミーや・てこン救／一てことノや

緑の基本計画を実現する市民

会議（三島会長）が発足して4
年、この会議で創ったみどりの

楽校（三島校長）が開校して3年
たちました。

かっばの会からは三島代表の

他数人の会員も入り、みどりの

楽枝の運営を中心に活動してき
ました。この5月末で任期（2年

任期）が切れ、3期日に入ります。

今後も活動への協力をお願いし
ます。なお3期にはかっばの会の

清水氏が新たに加わります。
（緑の市民会議事務局M・渡辺）
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＜2月＞

長さ約30センチのナマズを発

見。水量の少ない北川を必死に
泳いでいた。黒光りの肌をそっ

と撫でたらツルツルしていた。
＜3月＞

土手はオオイヌノフグリの小

さな花が満開。とてもきれいだ。

反面、北川は水量が少なく落
ち葉やドロが川底に堆積し清潔
感が感じられない。
ゴミも大量でビニール袋、シー

ト、発泡スチロールなどの不燃ゴ

ミが40㍑袋で4袋もあった。

＜4月＞

川ではたくさんの小魚が泳
ぎ、ゴミに混じってザリガニや
ヨシノポリも姿を見せてくれ

た。

親水広場周辺の川底は、工事

終了後三ケ月たっても依然とし

て薄い流れやドロのぬかるみ状

態だ。水量の少ない北川では、

工事前にあったような淵や瀬を

復元するのに少し人間の手助け

が必要かも知れない。

（松村）

〃　＜2月～4月＞

ボランティアグループ0月Uil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）

砂川堀を歩きました
（ゝQbも〔ゝぬくゝ色

となりの川ウオーク一区切り

3月6日、砂川堀上流をウオー

クしました。所沢西南校付近から

上流は、川がクネクネ、自然護岸

の連続で見た目はすぼらしいもの

でしたが、悪臭に閉口しました。

早大キャンパス建設地では2年前

に見た湿地がなくなっているのが

残念でしたが、その上流の源流域

では雑木林の中の沼や流れがすぼ

らしく、感動しました。

2000年スタートのウオークはこ

れでひとまず一区切りとします。

ありがとうございました。

（清水）
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東村山駅西口徒歩約3分

CIose R細目撤

Tei O42（394）4548

乏幼名黒鳥こ炒

5／15（土）

SecondHands

，〟．chorqeYl，000－

5／22（土）

WATTSUP

，‘．choroeY1，000－

5／28（金）

TAD三浦BluesShow

，．，choreeYl．500－

6／26（土）

BackBeats＆JUN

．．，ch劇．qe Y1，500ー

7／2（金）

フロミズワンダース

．．，chorge Yl．000－

上58　　　　A7

Shufne

醇轟琵琶

東村山駅西口シャッター通りに

春風を吹かせ、元気あふれる街にす

るため、桜咲く3月28日（日）に野

澤本社前庭でサンダーロードカー

ニノシレを開催しました。

朝10時からフォーク・ロック・

ジャズ・ブルース・ポップス・コン

ピューター音楽など多彩なライブ

が続き、沖縄エイサー・フラメンコ

の踊りや紙芝居もあり楽しい一日

でした。最後にはサンダーロードブ

ルースバンドの演奏にあわせ、中高

年・青年入り乱れてのダンスで盛り

上がり、春ラン漫状態でした

我が会はちぢみの販売とフリー
マーケットで協力し、会代表の三島

悟氏は実行委員会事務局長として

強力的な役割をはたしました。

実行委員会会計・マッド渡辺

6



～川づくり提案活動～

圏
柳瀬川流域の11の市民団体の

ネットワークである「柳瀬川流

域ネットワーク」では、柳瀬川・

空堀川の合流点付近の川づくり

提案活動に力を入れています。

主な提案としては、河道のシ

ョートカット化で取り残される

柳瀬川の現河道の保全、新河道

における多様な環境の創出（流

れの蛇行化、魚類の往来確保等）

です。

既に、「柳瀬Iil・空堀川合流地

区改修計画に対する提案書」を

作成し、8つの市民団体ととも

に、河川管理者の東京都北多摩

北部建設事務所と、国土交通省

荒川下流河川事務所に提出し、

両者から基本的な賛同を得てい

ます。

また、現河道の管理者の埼玉

県川越県土整備事務所にも今後

の検討に考慮してもらうことに

なっています。

今後は、より多くの市民の参加

で議輪する場を設けたいと考え

ています。　　　　　　宮本善和

・概，「東村山高市臣功・労鶴i

北川かっばの全盛

北山公園親水化工事も完成、永年の

ご努力、ご奮闘にMARU一同敬意

を表したいと思います。

＃MARUライブ予定

ソプラノサックス＆ギター

ふくびきライブ

和みのサウンドでほっとナイト

●日時：5月織目（土）

18時開場、19時開演

●場所．MARU

●参加費：1500円（ドリンク別）

王ンゴルの馬頭琴＆ホーミー

同株立哉ライブ

世界23カ国で演奏、「スーホー

の白い馬」が遜る！

●日時：6月5日（±）

18時開場、19時開演

●揚所：MARU

●参加賞：1500円（ドリンク別）

MARU　東村山駅西口1分

Tcl＆Fax O42－395■430
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●　春のみどりの祭典

目時　4月29日（祝）
10；00－15：00

地所　部立東村山中央公田
富士見町5－4－69

●　親水工事完成セレモニー＆

北川クリーンアップ

目時　5月16日（日）

詳細本線

●　縁の基本計画を実現する

市民会続委員の募集
申込　4月30日まで

定員　若干名

闇会せ　みどりと公園課

電話　393－5111

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223名で

す。

●会費　年間3000円。「かっは通信」

（隔月間）をお送りします。
●囲い合せ“申込み先　〒189－0022東

村山市野口町3－1ト8三島方　北川か
つばの会Tel／FaxO42－391「2365

●会費接込先

上記へ現金書留または
〔郵便振替　00120－6－104476）

〔りそな銀行東村山支店（普）3605694〕

加入者名　北川かっばの会

【北川かつばの会定例会】

絶食に向けての話し合いをします。

4月24日（Dかっは亭

午前11：00から午後3：30

●編集後記
北川流域マップ原稿も印刷業者

の手に渡り、後は出来上がりを待つ
ばかり。すご－く楽しみです。

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。

新入会員館介（敬譜略）

吉東大館（取説町）
野田　嚢子（美住巾）

カンパ噴きました（隷議）

石川　正行

かっは通信は市内の公民館と図書

館。東村山駅周辺の「ジェンダー中トロ

ルjrジュークジョイント」「ときjr一期一

会jrサシェ」rMARUj「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


