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はじまります北川溝鶴機構111・21（日）

llo・17くさ）直19日劇11クリーンアップ

“暑さ寒さも彼岸まで”彼岸を過ぎて朝晩めっきり涼しくなり、

異常に署かったこの夏が嘘のような心地よい季節です。

今年も北山わんぱく夏まつりは、1000人を越す参加で盛況のうち

に終わりました。年々子供たちの参加が増え嬉しい限りです。特に

自然護岸に変わった用でのカヌー遊びが人気でした。これまでカヌ
ー遊びを続けてこられたのは、毎年、北川の堰止め作業をしてくだ

さる市の職員の方々の尽力があっだからこそと、感謝しています。

さて、この秋も行事がいっぱいです。第19回クリーンアップ作戦、

北川流域の自然を楽しみながらの「北川流域探検」などなど。詳し

くは本誌をご覧ください。

北川親水化工事の2期日も始まります。善行橋から下流を自然護

岸に、桶下の堰を魚にやさしい堰に変えるものです。来春竣工の予定。楽

しみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／



めをきれたカヌー遊び

心配された水豊も台風のおかげで、コースも確保できましだ：当日宮

を請かして順番を待つ親子連れの行列で大股わいとなりました。午前

午後の予定のはずが、切れまもなく昼休み返上の1日でうれしい悲鳴を

あげました。　　　8ehVoyage！

夏祭りのメインイベント、川ウオークに今年もたくさんの子供たちが集

まってくれました。前日新たに仕入れた網を貸し出し公園から北山小の

先まで、小魚を楽しく追いかけました。水が細くなった北川ですが、小

魚はいっぱいです。北川で子供達が川遊びに夢中になる姿がこの機会

からもっと広がってくれればと思いました。　（岡田博行）

ザリガニ釣り
おずおずと小学生が声をかけ

る「ザリガニ釣りの道具くだ

さい」「ハイどうぞ」細い竹に

たこ糸、えさのスルメがぶら

下がる。「返さなくていいよ」
「ありがとう」時々スルメは

私のつまみに化ける。

富商太郎

小国山虫採りハイク1
線の楽校との共催で過去最高50人

以上の参加者がありました。八回山
を一回りした後、オプションとして

下宅部遺跡で大昔の昆虫も楽しんで

もらいました。最後に市民の方から
200匹ものカブトムシのプレゼントが

あり、子供達は大書びでした。

ピー永島
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鰯北川の水宣問題の現況と今後顧

異常とも思える真夏日の連続だ

った今夏、北川に生息する動植物

はきっと悲鳴をあげていたに違い

ない。

6月の北山公園の菖蒲まつりや

田植えの頃から、北川の水量減少

は事前に予想はされていたが、空

梅雨と多摩湖堰堤強化工事のあお

りをくらい、北川の水は著しく減

少。北川の親水化工事が終了し、

念願の自然護岸が完成したにもか

かわらず、川床はゴロタ石が露出

し見るも無惨な状況であった。

今夏の空梅雨は予想外ではあっ

たが、堰堤工事による水量減少は

都水道局も指摘していたことで、

私たちは昨年より水量確保のため

の取り組みをしてきた。

かっばの会の代表が「東村山みど

りの市民会議」の代表も兼任して

いたこともあり、東村山市行政（都

市整備部）と協働して、都水道局

との独自交渉、話し合いを継続し

てきた。そして、本年5月には正

式に北川水量確保に関する申し入

れを市と「東村山みどりの市民

会議」と共同で提出。

7月に都水道局より堰堤工事

が終了する2008年3月までの臨

時措置として、水量確保につとめ

る旨の回答があった。具体的には

工事排水・地下浸透水を集め、濁

水プラントで浄化した水を北川

に流すというもので、日量10－

12トンを想定。来年の菖蒲、田

植えの時期までには達成したい

とのこと。

また川端会議のメンバーによ

る堰堤工事見学会の設定と現地

での説明会も行うことを約束。

わが会としてもこの水量問題

については引き続きしっかりと

注視していきたい。
三島



かっl劇奴詰襟・．生勃発鋤随露靖

北山わんぱく夏まつり北川水族館まとめ

今回は、8月の夏まつりの時に確

認された水の中の生き物について

報告します。

採集には、かっぱ衆以外に、今
年も君塚先生とお仲間に活躍して
いただきました。

タモ綿でも結構獲れるので、さわ

やかな秋の休日子供と一緒に遊ん

でみては？

穂∴∴∴類 劍8�����8"�

魚 ��ﾂ��ﾂ��ﾂ�コイ　（大） ��

ヨイ　（小） 處��h-ﾈ.ｨ,ﾉ�9+sH,ﾈ撃�岑,ﾉv8ｹｲ�

キンブナ 傅ﾘ,�*"�

オイカワ 凭�D饅�-ﾒ�

キンギョ 俑�D�,ﾙ�ﾘ-��仞�ｹｸ+x*ﾒ�*(,ﾉkﾈ�8.����｢�

モツゴ 凭�D饅�-ﾘ,Y�ﾘ*"�

例年並みで多い 

ドジョウ 凭�D�.h.淫ﾘ,�-��

ナマズ 凭�D�:�僣9�Xﾅ��ｨﾜI�h蜥�+X,H,�*(�X�X�R�

メダカ 傅ﾘ,�-��

クモロコ 傅ﾘ,�*(��-ﾈ.ｨ�｢�

ヤリタナゴ． ��

そ の 他 刄Xジェピ 傅ﾘ,�*"�少ない 

l矧雑で多い 

ウシカエルの幼生 傅ﾘ,�*"�

アカミミガメ ��?(���ﾉ�ﾈ�"�

く今年の状況について思うこと〉
・コイの幼魚が過去になく多く、他の

生き物への影響が心配。
・‘フナ’が少なく、特にキンブナが

採れなかったことは残念。
・ナマズは、毎年採れる大きい主

のようなやつがいるので、来年は

かわいいけど天険らいの稚魚を

期待したい。
・昨年に続いて、1尾だけでもヤリタ

ナゴがとれてうれしい。マツカサガ

イ等に卵を産むが、繁殖できてる
のか？？北川では少ないウキゴ

リも、後日水辺クラブが確認してひ

と安心。
・アメリカザリガニ以外の小エビ類が

少なくて残念。アユは、今年は採

れなかったけど、下流の柳瀬川で

はたくさんみられるそうなので、水

が増え、きれいになって川に大き

な段差が無くなれば、毎年見られ

るようになるかも…？　　　康
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＝ミミミミミニ二か必館よ〃一にミミミミ。ニー＿

＜空き缶・六両がト肋ミ減った！＞

私達が北川の掃除を始めて、こ

の9月で6年になりました。

データを見ますとこの6年間、北

川のゴミは年々増え続けてきま

した。毎月毎月掃除してもー向に

減らないゴミを見て、一体どんな

ゴミが多いのだろうか、という探

究心に駆られ4年前からゴミの

分析調査を始めました。その結

果、3年間一貫して増え続けてき

た空き缶・六川がト調登、今年度や

つと減少に転じたことが分かり

ました。地道な活動がやっと実を

結んだ思いです。本当にうれしい

です。

しかし、今年度のゴミの総量は

昨年度を上回りました。空き缶・
ペットボトル以外のゴミが多かっだ

のです。本当に残念です。

それでも、私達はきっといつか

ゴミゼロの日が訪れることを願

って、来月から7年目の北川掃除

に邁進します。

松村

ボランティアグループ「北川水辺倶楽部」

＊毎月第2土曜日9時から

＊北山小正円集合

（松村042・893・1852）

零みどりの楽校　夏の探検キャンプ塞

4回目になる東村山みどり楽絞

主催、夏の探検キャンプが、さる8

月21日－22日の両日、回田・せせ

らぎの遭周辺の雑木林と空き地で

開かれた。

雑木林・昆虫・魚捕り探検から

森の中でのキャンプ、竹を利用し

たご飯作り、焚き火などに、参加

した市内の小中学生15人ほどは

大満足。かっばの会も全面応接で

夏を満喫！

三島



三＿三菅三
助悲惨廟輔弼

東村山駅西口徒歩約3分

CIose　日報日，祝

TeiO42（394）4548

えaみ乞え嘉二妙

10／22（金）

AZUMi

…ChoreeYら500－

10／23（土）

TAD三浦BluesShow

，〟．choroe YL500－

11／6（土）

五十一（Isojchi）

．。．choroe Yl．500－

11／12（金〉

小川ケンタロー

．〟，Choroe Y1，000－

11／19（金）

近旗和彦Quintet

，．．Chorpe Y1，500－

I申＼一一5－亀

囲ガIgi回

ゾーン乃†ズ

今年は、例年になく残暑の厳し

い年でした。夏パテ大丈夫でした

か？

さて、恒例の北川クリーンアッ

プを行います。残念ながら春は雨

天の為中止でしたが秋は振るっ

てのご参加お待ちしております。

最近、生ごみが指えている気が

しますが、年々捨てられるごみは

微減傾向にあります。ごみを減ら

すことは根気の要ることですが、

身近にある川です。綺麗に維持し

ていきたいものです。

吉田

＊恒例のトン汁サービスあり

ます。

日時：10月17日（日）

午前10時一正午

集合：北山小学校西H

強心幼稚田嶋の構

持ち物；軍手またはビニール手製・

長縄・タオル雪

間合せ：みどりと公団標

Td（042）393－5111
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「予告北川勅撰榛をスタート

怨繁烏龍＝名妓鴇志念

11月下旬、北川流域の雑木林は

紅葉の最盛期を迎えます。

この季節、流域の自然を楽しみ

ながら再認識していく「北川流域

探検」がスタートします。初回は

紅葉の雑木林や湧水地を見て回

るとともに、北山公園内で授網に

よる魚調査、パックテストによる

水質調査、また昼食時にはいも煮

会も開催します。武蔵大和駅より

狭山公園、多摩湖緑地、北山公園、

八国山を巡る約8血のウオーク

です。

☆　日時／11月21日（日）

10－15時頃雨天中止

☆　集合／東村山駅西口バス停
9：50（武蔵大和駅10：10も可）

☆　参加費／500円（いも煮会

費・保険料など）他に交通費

☆　持ち物／弁当・雨具

☆　申し込み／

甑RU（TEL；042－395－4430）

ん伽旧u緋の重富

棚家小三治の高揚にして古典落語

の実力派真打。MARU初登場！

●日時：10月16日（土）

18時開場、19時関連～

●木戸鶴；2500田（ドリンク糊）

●完全予約綱

t

MARU3農事配合パーティー

石の上にナントカで、お膳さまで
3周年。楽しいパーティーを企画

中。ぜひお友たちをお誘いのうえ、

お気経に遊びに来てください。

●日時：2004年10月30日（土）

18；00oPEN～？

●参加費：2000円

MARU　真樹山原西口捷歩1分

Tel〃FaJt　042－395－4430
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インフォメーション

●　北川クリーンアップ作戦

日時　10月17日（日）

詳細本瞳

●　東村山市リサイクルフェア

日時10月24日（日）

場所　市役所庁舎脇

問合せ　ごみ減量推進課

電話　　393－5111

●　第一回北川流域操桟

日時11月17日（目）

詳細本誌

◎　「北川流域マップ」　200円

流域散歩にご利用ください。

かっばの会会意募集

狭山丘陵の東麓、トトロの故郷北山
公園一群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3－1ト8三島方　北川か
つばの会Tel／FaxO42－39十2365

●会費振込先
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〕

加入著名北川かっばの会

【北川かっばの会定例会】

北川流域練験の準備です。

11月14日（日）かっぱ享

年後日鴫から午後3：30

●編集後記
会員の宇井眞紀子さん（東村山市

在住）が出したアイヌ写真集「アシ
リ・レラ」、大人も子供もアイヌの

人たちの顔が実にいい。

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。

カンパ頂きました（謀議）

谷　浩志（敬称略）

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」「サシェ」「MARUJ「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


