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3・27（日）第2回北川流域練機は野暮料理です

進んでいます。北川親水化第2期工事

2005年初のかっぱ通信をお送りします。

北川流域の農家などでは、冠婚葬祭など人が集まる時にはうどんを
打つ食文化が盛んだった、と東村山に生まれ育った人々から聞いてい

ます。美味しいうどんの店が何軒もあって、うどん文化が継承されて
います。

定例会後のかっぱ新年会は、このうどんの話で盛り上がりました。
「流域探検でうどん打ちをやろう」「できれば小麦から作ってみたい」

などなど、風呂敷がどんどん広がり、ほろ酔いカッパはすぐその気に

なります。というのも源流から東京湾まで歩いた“かっぱウオーグ’

も新年会での発案でした。それから毎年、新年会での思いつきを実現

してきました。呑んべいカッパが、打つうどんはどんな味になるのや

ら。

さて、今年もそろそろかっばの会も始動します。期待してください。



圏第　2　回　北　川　流域探　検

軍書ウオークと野草料理
3月下旬、八国山や北山公園は

早春の気分に満ちあふれていま
す。スミレやコプシ、ナズナ、ツ
クシ。そして北川の流れも温みは

じめ、魚や鳥たちの姿にも春を感

じるようになります。

北川流域探検、第2回は早春の
八国山と北山公園を中心に見て回

ります（約5－81mのウオークを

予定）。北山公園では、完成する自

然護岸化2期工事の状況を見学す

るとともに、この付近で採取した

野草で天ぷらなど野草料理を楽し
みたいと思います（その他、状況
を見て魚調査、水質調査も実施）。

もしかするとソメイヨシノも満

開でお花見になるかもしれませ
ん。

☆　日時／3月27日（目）

10－15時頃　雨天中止

☆　集合／東村山駅改札口10時

☆　参加費／300円く食材費・保険

料など）

☆　持ち物／弁当”雨具

☆　申込　MARU

什軋；042－395－4430）

12月11日快晴の下で、かっは事

にて小羊の炭火焼、鮭のチャンチャン焼、

大鍋の芋薫を皆で作り、焚火を囲み
ながらアルコールを飲み吟味した。

トピー岩崎／ピアノ＆マッド渡辺／

ギター演奏のジャズ音楽でシンプル

に楽しみました？！liI

夜半には東村山名物のトキ製ウド
ンの差入が有り大いに盛上り、皆で

聖夜を過ごす日　　　（洋）
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小魚が泳ぎ回っていました。本当 

．に感謝しました。自然に大感謝で 

す！ 
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我が家では川ですくってきた

魚を飼っている。ある日、魚の

水槽を眺めていると小さくて黒

くて細長い何かがうねうね動い
ているのを見つけた。

もしやこれは噂のプラナリア？

滅多切りにしてもそれぞれが別
の個体として生きていくという

究極的不思議クローン生物のア

イツ？実物にはお初にお目にか

かる不思議生物にわくわくしな
がら、観察するつもりでマーガ

リンの空き箱に

隔離した。

しかし、よくよく見るとなん

かおかしい。プラナリアにある
べき円らな瞳がない・・・てい

うかどっちが頭かもわからん。

激しく伸び縮みしてるし。

そいつはプラナリアではなか
った。プラナリアと同じくらい

（約1cm）のヒルだったのだ。

が－んショック。こいつは切断

実験ができない・・・

だが小さくて割と可愛いの

と、イトミミズを与えると瞬間

的に吸い込んで飲み込む食事風

景の物珍しさで、しばらくは家

族みんなの人気者だった。

しかしなかなかの大食漢で、
たっぷりイトミミズを食べて2

ケ月後にはなんと5cmまで成長

し、お世辞にも可愛いとは言え

なくなってきた。母にはきっは

り「不気味」と切り捨てられ、
「鴫呼無情」といった感じであ

る。
エサのイトミミズのストック

に手がかかることもあり、結局

）旧こ逃がしたが、元気で暮らし
ているだろうか。

ヒルといえば吸血のイメージ

があるかもしれないが、実はヒ

トの血を吸うのは日本にいる60

種のうち3種のみで北川にはい

宴芦、

ない。

川遊びをしているとヒルは結構

身近な生物。一度は良く見てほ
しい。北川には主にシマイシビ

ルが住み、狭山公園内やしょう

ちゃん池の合流点には不思議生

物プラナリアもいる。

黒いうねうね生物を見つけた

ら、そいつが何者か要確認。

くれぐれも、ヒルを切断して

みてはいけません。

櫻井なおみ

川端会議報告魚が棲める川へ

今年度最後の会議が2

月5日に開かれました。

内容は市による工事行程

及び現在の進捗状況の説

明と、工事方法に対する

要望のまとめでした。

参加者からは、コンク

リートをはがした川底に

深みや淵や蛇行を作り、

魚が棲めるようにして欲
しいなどの要望がだされ

ました。

なお、来年度も川端会

議は継続され、北山親水

化計画のエリア2（公

園東側）、エリア3（公

園中央）に関する部分
に関する話し合いに移

る予定です。

現在、コンクリート

護岸が全てはがされ、

魚道新設工事も着手し

ている段階まで進んで

います。工事完成後の

3月27日の北川流域

探検で自然の護岸を
確認してみてくださ
い。　　M暖辺

加っばの食のケ一事塵さん

かっばの会には様々な

お店の人がいます。カレ
ー畠さん、焼き亀塵さん、

居酒量さん数件、自然食
レストランさん、カラオ

ケスナックさん、ブティ

ックさん、手作りファン
シーショップさん、うど

ん塵さんなどなど。
そして今回紹介する

のはケーキ屋さん。

といっても実は本業では

なく、かっばの会の行事に
なると手作りケーキを持参
してくれるY高さんは、ま

さに当会が誇るボランティ

アケーキ職人です。アルコ
ール濃度が高い作品は、会

の呑んべいにも大好評で

す。もちろん甘党にも大歓

迎されたのは言うまでも

ありません。

どうです。これからのかつ

ぱ行事に、ケーキ目当てで

参加してみませんか。Y高

さんにプレッシャーにな

らなければ良いのですが。

カッパ辛党党首

（マッド渡辺）
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「いのろを守るドングリの森」

宮脇頓着
集英社新書＠00町税

ドングリはいのちの森づくりの

キーワードである。

森は防災、環境保全、水源滴裳

だけでなく私たちの生活の中で計

り知れない役割を持っている。

著者は広葉常緑樹のカシ・スダ

ジイ・タブノキや広葉落葉樹のコナ

ラ・ミズナラ・クヌギなどドング

リを果実とする樹木が主木の森作

りを提唱し、実践している。

なぜドングリか？どうやって森

づくりをするのか？は是非お読み

いただきたい。

著者あとがきに、かっばの会の会

員である大浦慶子さん（集英社新書

編集部）の強い薦めによりこの本が

できたとある。大浦さん、よい本を

ありがとう。
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余震鷹抹傷ユニよこ

私たち夫婦は昨秋、偶然に当会

の「紅葉ウオークといも煮会」を

新聞で知り「食いしん坊」でもあ

り早速電話しました。あとで知っ

たのですが、「あの－初めてです

が～」と話したときに「どうぞ！

お出で下さい」と素朴に快活に応

答して下さったのが、三島会長さ

んでした。

そんな緑の入会です。3人の娘

を嫁がせた今は、夫婦と老犬で暮

らしております。

当会の、日本の四季を大切に愛

で、山や川の汚染に関心を寄せ清

掃する姿勢に共感を覚えました。

スローライフをモットーにして

いますが、磨耗していく頭を少し

でも明日に伸ばすよう、私たちに

お手伝いさせてください。

これからもよろしくお願いしま

す。

前田廣次・信子

広告

抑捧・カレー＆ビール

nheeU
早くも立春！本年もよろしくご愛顧

の穂をお願い申し上げます。

MARU一同

ごう2005MARU企画予定

2月　未定

3月　カルチャー話座

4月10日Iサンダーロードカー

ニバル

23日l春風めぐるコンサー

ト（ボブ＆ナーガ）

5月　カルチャー講座

6月　短歌絶叫コンサート

7月　弦楽四重奏の夕べ

8月　わんぱく夏まつり

9月　沖紺屋揺

カルチャー講座

10月　ふくびきライブ

11月　落語会

12月　サンダーロード×マス

●他に強国音楽、バリ“ガムラン音

楽、MARUシネマ、山岳ツアーな

ども思案中。乞うご期待！

MARU　東村山駅西口1分

TeI＆Fax O42－395－．鋤議0
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●　第2回北川流域探檎

日時　3月27日（日）

詳細本誌

●　川に学ぶ体験活競協議会指導

者研修rRACフォーラムj
r用人的・私の生き方暮し方」

目時　3月4日（金〉－6日（日）

間合　RcA？JjA事務局

由．03－3297－2608

◎　「北川流域マップ」　200円

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。

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、趣旨に貸間、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226名で

す。
●食費　年間3000円。「かっは通信」

（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†el／FaxO42－391－2365

●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〕

加入者名北川かっばの会

【北川かっばの会定例会】

3月21日（月）かっは亭

午後2；00から午後3：30

●編集後記
通勤の朝、駅までの厳寒の道すが

ら、日は冬景色を追いながら、冷脳
は巻頭言を厳考していた通信発行
前。寒預言完成。は－るよ恋い。

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月一平成16年5月

までの継続助成金をうけています。

カンパいただきました（謀綱一敬称略）

室田ケイ子

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」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、北山公国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300円


