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12・11（土）羊が繕ってるかっは“Xマスパーティー！

鵜川農水他工場篇2網目が強まります

40代半ばにガンでなくなった関正和さんの「大地の川」「天空の

川」を読み返しています。関さんは昭和の終わりからリIヾ一男ント整備

センターに出向になり、日本の川を、多自然型川づくりに始まり97年の

河川法改正まで牽引してきた、旧建設省の河川技術者でした。2冊の

本で、海外・日本の川つくり例、日本の河川改修の歴史や著者の川へ
の思いと、闘病中も明るく冷静に病気と向かい合う、たおやかで強

靭な技術者の姿を知りました。この本の中のような多くの人々の努

力もあって、市民の川に対する認識が、単なる水路から流域の自然
へと変化してきているのではないでしょうか。

さて、今年最後のかっばの会の行事はクリスマスパーティで締め

くくります。沢山の方の参加をお待ちしています。

北川親水化工事の2期日も1月から始まります。善行橋から下流
を自然護岸に、橋下の堰を魚にやさしい魚道に変えるものです。来
春竣工の予定。楽しみです。



第1回　北Ii上流域探
美味しいいも集で体が温まりました

11月21日、米国人2名を含む

35名（いも煮会時）の参加を得て

北川流域探検（東村山市・みどり
の楽校後援）を開催しました。

快晴の空の下、狭山公園、多摩
湖緑地、北山公園、八国山を巡る

約8血を気持ちよくウオークし
ました。

途中、鴻上氏による植物解説の

聴講、北川の水質の分析体験、落

合川の小林氏の応援による北山
公園内で採った魚の観察、いも煮

会での談笑など大いに盛り上が
りました。

水質調査の結果は、今年の6月
のものと比較し水量が多かっだ

せいか、北ji回流（北山公園内）
の水質（C00やアンモニウム濃度）

が改善されました。北山公園内の

他の指標や狭山公園内の指標は
6月実施のものと、ほぼ同様の結

果でした。

上先生の樋物講義に聞き入る参加

また、魚調査の結果は、オイカ

ワ、メダカ、スジェビが多く見ら

れ、水温が下がってきたせいかモ
ツゴやトウヨシノポリは少なく

なっていました。この他、コイ（い

てほしくない）、キンブナ、ミナ

ミヌマエビも見られました。

かっばの会では今後も年に数回

北川流域探検を開催し、北川を見
つめていこうと考えています。

清水
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12・11（土）かつばX‘マスバーディー
今年は待望の北川自然護岸の一期工事が完成しました。年のしめ

はやはり恒例のクリスマスパーティです。

大きな炭火の上に子羊の丸焼き、みなで少しずつアツアツのラム

肉を楽しみながら、最近は少なくなった焚き火を囲みながら語ら
い、食べ、飲み、歌い、踊り、今年一年の成果を分かち合いたいと

思います。お仲間もどうぞお誘いしてください。大歓迎です。
日韓　　12月11日（土）13持一？？鴨

場噺　　かっ請書　東村山市郵日動3－11－8
メニュー　細身“かっは細いも簾・羊の丸鱗き筆“持ち込み観迎
会費　　　2500円　や喜生500円　子供意義

潰し物　　飛入りバンドあり

申込（面会せ）　042－395－4430（MARU）・

刷上盛上鰹「よ′　〃＜土の川底で自然の造形が！＞

＜10月＞

第2土曜日が台風の襲来で雨

天になりました。

過去3年間で第2土曜が雨天

になったのはこれで3回目です。

あとの2回は昨年8月と平成13

年11月でした。今まで5％だっ

た降水確率は8％に上昇しました

が、それでも第2土曜日は雨の降

る確率がとても低いのです。
〆ろ年嵩＝＝＝＝＝＝重言＝三三こ重言＝ままと年

嵩　ボランティアゲルプ

II r北川水辺倶楽部J i

詫＊毎月第2土曜日9時からi

；！＊北山小珊集合　　i、畠禦讐窯業土子

＜11月＞

北川にも晩秋が訪れ、いち早く

紅葉した桜の木の落ち葉が土手

や水面を秋色に染め始めました。

今年の秋は雨降りが続いて水

量が多く、ドロも流されて透明度

が高いので川底までよく見えま

す。また、増水してできた淵や瀬

が川に変化を与えています。コン

クリートの川底では絶対にでき

ない自然の造形です。

今月はまだ小魚が沢山いました
が心無い人間が捨てたゴミも沢山

ありました。空き缶、空きビン、
ペットボトル、ビニール袋、衣類

ケース、マット、カサ、携帯笹話

など色々です。とても残念です。



∞0．℃かっ勅撥・生物鞘朔醇6日。。。。

やつと食えたバグ田トンボ

しばらく前から、私はいつか北

川でハグロトンボに会えるはず

と、その日を心待ちにしていま
した。ハグロトンボこそ身近な

用に似つかわしいトンボと思っ

ているからです。

そして、今年の秋、ようやく

前川との合流点で会うことがで

きたのです。
ハグロトンボは麹（はね）が

黒く、その色が昔、既婚女性が
歯を黒く染めたお歯黒に似てい
ることが名前の由来です。オス

は細長い体が金緑色の美しいト
ンボです。川の代表的なトンボ

で、平地から丘陵地の川の比較

的明るい岸辺や流れの中の石、

板物などに止まったり、ひらひ
らと優雅に飛んだりしていま

す。

∴∴函

ハ串し〕ポ

少し汚れた水でも幼虫（ヤゴ）
は平気ですが、流れが緩やかで、

水際の種物が豊富でないと繁殖
できません。ですから植物が生育

できないコンクリート3両張り

の川では生きていけません。

さらに、羽化した成虫はしばら

くの間、川の近くの林の中で過ご

します。しかし、これらの条件を

全てクリアーする川はどんどん

なくなっており、ハグロトンボも

すっかり見なくなってしまいま

した。

北川は今コンクリート護岸を

はがし、自然の水辺を再生してい
ます。北川のあちこちでハグロト
ンボが見られることが期待され

ます。

（ピー永島）
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現代のH・D・ソロー、G・スナイターがかっぱ事に来訪！
北川、狭山丘陵から今後のガイアを語る！

ピュリッツァー賞に輝き、現

代のヘンリー・D・ソローと称

される、アメリカを代表する詩

人・環境保護活動・思想のリー

ダー的存在である、ゲーリー・

スナイダー（74歳）が、わがかっぱ

事を表敬訪問してくれた。過去

に、小生が彼の著作の何冊かを

日本で編集、刊行（山と渓谷社）し

たいきさつもあり、かっばの会

の活動も説明していた経緯もあっ

たが、まさかのこと。で、感激

をおすそわけしたくレポートさ

せていただきました。

11月初旬、「正岡子規賞」の受

賞で訪日していたゲーリーが多

忙の中、東村山の「MARU」（かっ

ばの会案内所）と「かっぱ亭」に来

訪。お忍びということもあり、

ごく少数の、日本の古い仲間た

ちとの懇親会だったので、皆さ

んにご紹介できず、ゴメン。

しかし、私たちの日ごろの活

動報告と、北山公園、八国山の

散策も交えながら、日米、世界

をこえて、地球生命体（ガイア）の

将来と課題に関して、すぼらし

い話を聴くことができた。グー

リーは彼の著書の中で21世紀に

向けた、人間と自然のあり方を、

たとえば、「生態的地域主義」「流

域の思想」「場所に生きる」「再定

第位」という概念、言葉をつうじて

解説し、新たな文明原理を提案

している。ひとことでいえば、

「人間中心主義」の思想から「生命

中心主義」への移行を果たさない

限り、地球の将来はないという

ことであり、具体的には他の生

命体との深い尊敬をもった共生

をはかるべきということになろ

うか。そして、それを実践する

場は現在、我々が生活するそれ

ぞれ場であるということ、etC。

日米をこえた深い話は尽きず、

紹介できないのが残念ですが、

氏の著作に関しては、三島まで

連絡を！　　　　　文責・三島
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東村山駅西口徒歩的3分
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12／25（土）

JukeJoint＆MARU
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麹鰯醒≡麹真夏

11月20日に北山公園内で

今年度3回目の川端会議が開か

れました。

会議では市のみどりと公園課
から、第二期北山公園親水化工

事業者が12月8日に決まり、

本格的工事は来年1月になると

報告がありました。

工事の内容はこれまでも触れ

てきましたが、改めて紹介しま

す。

まず北川の北山公園入り口の

善行橋下の堰を改修し、魚道を

新設する工事です。もう一つは

同橋下流左岸の北山公園沿いの

護岸と川底のコンクリートの撤

去です。

今年の春には北山公園内に自

然の土手に戻した親水広場が完

成しましたが、また来年春にも、

自然の土手に戻った北川部分が

増えることになります。

市民と市とのパートナーシッ

プによる北川の自然度アップの

進行に、かっばも拍手をしてく

れるでしょう。

M・渡辺



諸点‾素二、、！ふ、

議慾傷ユニよこ

ときどき、我が家のポストに投

函されていいた“かっぱ通信”。

北川かっばの会って何？と、い

つも思っていた矢先、近所の人か

らかっばの会の集まりに誘われ、

思わず入会しました。

まだ、会の内容はよく分からな

いのですが、身近な川をキレイに

しようということでしょうか。

日本の川は工場廃水・除草剤、

農薬・産業廃棄物等々で急激に汚

れてしまった。

かっばの会のような団体が全

国に広がれば日本の川もきれい

になり、“清流’’と呼ばれるかつ

ての）用こ戻れるだろうに。

地道であるが、次世代に光を与え

るとても大切な活動だと思いま

す。

多々良智恵美

もL餌昨＋ェ咄

広告

軸誹■カレー＆ビール

鰯蟻鱗離
Mer町Ⅹ′mas2004

2004サンダーロードⅩ′m瑳

MLARU＆JukeJoint

魚影の朋胤I＆〟e．hlntちゃん
ぶる－rmaSdlら卓1年、今冬
を再びサンダーロードで悠裂I

e日時：12月25日（土）

18：00－23：00

●場所：MARU＆JukeJoint

eライブ：ブルース、アフリカ

ン音楽、JAzz他盛りだくさん

●参加費：共通券3000円（ライブ、

料理、2ドリンク含む）

●申し込み先・上記2店

2005新春J AZZコンサート

梅津和時とその仲間

日本が諮るアルトサックス“プ

レイヤー・ドクトル梅津、再度

MARUに登場！必見！必聴！

●日時：2005年1月22日（土）

18時開場、1，時開演

●楊所．MARU／完全予約制

●参加費：2500円（ドリンク別）

MARU　東村山駅西口1分

Tel＆Fax O42－3951430
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Iインフォメーションi �*�,�,�,ﾈ檍檍什^X���

●　かっはX‘マスパーティー 仆x�(ｷY|ｸ,ﾉ8ﾉ���6x6x8ﾘ,ﾈﾌﾈｻﾙfｸ�"�
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●　野意鍋蓋会 ��XﾔH*ｸ,X��ⅹ酳,伜�:���ｨ�:�,伜���,R�

日時1月23日（日） �*ｸ.兩ｸ�伜�����?ﾉ�陞�冰(�ｨ/�ﾔﾈ*ﾙ^X��

境所　北山公田“八日山 �+X,H*�.�-ﾈ+x�(ﾋｸﾝﾘ檍什�H,ﾓ##ikﾈ,R�+x�"�

集合場所　民家面前 

主催みどりの楽枝 問合せみどりと公田練 ��ﾈ檠N�隴C3���苓�(�X*�,�,ﾙ,ｩ�ﾘ�b��乂Xﾈ飫H�ｨ/�*��x.�+X-ﾈ+x�"��ﾈｿ�*(ﾘx+��y�ﾈﾙ�-ﾙ�h�s���ﾃ��#)8ﾆ��

電話　　393－5111 ��ｨ�(�9nﾈﾏｹ*ﾃ8�ﾃ���ﾃ井�8y_ｸ��fｹ�ﾈ*��

◎　「北川流域マップ」　200円 �,�,�,ﾈ樸FVﾈ�臟��C(�ﾃ3偖ﾃ#3cR��ﾈ檠N�ﾈﾙ��b�

流域散歩にご利用ください。 MARU（東村山駅西口） あゆみブックス（東村山駅東口） で販売しています。 ��8ｴﾈ-hﾋｸｾ���z�-ﾈ+ﾘ,ﾒ��ｹu云i�Y�c���#��ﾃh�ﾃ��CCsh�ﾂ��ｸ.�+ｸ,粟(ﾗ98ﾉ�ｨ�(迚5��儿��｣3c�Sc滴�ﾂ���?ﾈ�)kﾉfｹ�ﾈ*�,�,�,ﾈ橙�

露人会員館介（敬稀鴫） 多々良智重美（膿鮪町） 
【北Iilかっばの会定例会】 

個食織かつぱ噺年会やります。 几I68ﾔﾈ鵁��8ﾈｷi?ｩ¥H�8�｢�

1月15日（土）かっば亭 几I69�ﾘ���佝亶i?ｩ¥H�8�｢�

午後l：00から午後3：30 �4ｨ987�*(+ﾘ+�*ｸ-ﾈ+X+ﾘ�冉Hｶ8�xﾆ�9ﾉzｨ�｢�5��ｸ8ｨ�ｸ�X5�6�485��ｲ�wH�9�9Eh��*�,(,�,ｩ�ﾘ,ﾘ�9>�,ﾈﾏij��,i�ﾘ���

●編集後記 

巻頭言で紹介した「大地の川」「天 亊��)8ﾉ�ｨ�(踊�]8,ﾈ�X5x4h985��ｸ�h�X6x8ﾒ�

空の川」の出版社は草思社です。 �8ｸ�h�X5x8X�ｸ4�5x8x48986x�h�X,h*ｸ�h�X耳ｯｨ�ﾂ�

それぞれ＠1600、＠1500 ���h�X5H5h4h�g$ﾔ�%X�h�X-8.x,�,h�h,�'X*(,B�*(-ﾈ+x�"��yj)x�,ﾉ�ﾈ-h�yfｹ�ﾉYﾈﾋ87h8�98���fｹ�ﾉYﾈﾋ87h8�98,ﾈ7�488ﾘ6(6x5��ｸ5��

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。 �,h+X,H��fｸ�(ﾏi68�]8,ﾉfｹ�ﾈ*ｩ¥�.ﾘ.�,"�,(*�.�-ﾈ+x�##��(ｴ�,ﾉj)x�,ﾉ�ﾈ,ﾈ��/��%H.�ｩ�ﾈ�)M�并����鈴u��y{�3��冷�


