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地酒天の川で

かっばも離艇号

7・30－31わんぱく要まつりを築しもう
∈家や9〃18－19カヌーキャンプも待っている議書∋

梅雨も後半を迎えました。北川ではこのところの雨で川底の土砂
が流され、自然の蛇行も生まれました。ちょっぴり自然の川らしさ

が取り戻されつつあります。北川護岸には草が茂り、川掃除の日に

皆でさした柳も根付き始めているようです。
さて、北山わんぱく夏まつりはことしで10回目となり、カヌーや

虫捕りハイクを楽しみにしている子どもたちの間で、すっかり定着

したようです。今年は5年ぶりに野外映画を実施します。5年前、突

然の雨で上映途中で中止になった「絵の中のぼくの村」に再び挑戦
します。偶然とはいえ、夕立のシーンで突然大雨となり、やむなく

中止となったことが心残りでした。今度こそは、ぜひ星空の下で観

賞したいものだと思います。

当日に向けて、実行委員会で着々と準備を進めています。ご家族・
親戚・知人などを誘ってぜひ遊びに来てください。



平成17年度第1回川端会議報告
垂金将遮噴出】葺握雄馳掛動諒義輝粕輯輝憤賦駆粗食銅

5月11日（目）

まず市側から親水公園善行橋下

流の護岸及び川底のコンクリートを

撤去、また落差工をなだらかにして

魚が遡上できるよう改良したとの報告

があった。

だが工事後は、川底に瓦礫が残って

おり、流れも蛇行した状態にはなっ

ていない。市側からはこれから時間

をかけていくことで川底も安定し自然

に近い状態になっていくとだろうとの

ことなので今しばらく見守っていくこと

が寛容ではないか。の意見が出た。

5月28日

多摩湖堰堤工事を見学しました

写真のため池は、堰堤下の雨水・

地下水を集め、随時水不足の北川

に流すために、堰堤工事に伴いつく

られたものです。

ふるさと歴史館

今後の協議内容として下記二

項目①しょうちゃん池付近と湿地

帯の整備②菖蒲田の水路、園路

の整備

①②共、現状予算が計上され

ていない中で、如何にお金をかけ

ないで整備していくかを考えてい

ってはどうかという意見があった。

①のしょうちやん池の湿地帯に面

した部分の護岸を剥がして湿地帯

に水を流し湿地面を拡大し北川と

の落下する合流部分を－箇所に

統合する。湿地帯箇所について

は、今後も立ち入り禁止とするが

容易に立ち入ることが可能。行政

としては、安全面を考慮していきた

いこともあり、今後、湿地帯部分を

検証して業者とも相談していく方

向。②園路が雨でぬかるむ、車椅

子でも利用できる道路の形態を考

えることについては、木のチップを

利用する、浸透性のアスファルト

等の採用を検討していく。また、水

路のゴムシート撤去については、

以前にも話し合い、撤去する方向

で決定している筈。

（吉田）
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圏　全国のIli・一斉綱をはき加！

←く44＿一前日の大雨で水質改善か？」一一4－で一一

6月6日、恒例の水質調査を実

施しました（北川＋前川）。8名で
10カ所の水質を調査しました。

北川の結果（COD濃度）はグ
ラフのとおりです。

多摩湖堰堤工事や北山公園内
の菖蒲田への引水の影響を心配

していましたが、前日の大雨の影

響か、全般的に水質が改善されて
いる結果となりました。また、生

活排水が川に、そのまま流入して

いる箇所もあり、下水道の10

0％普及を望みたい状況でした。

全国調査なので、結果は「水環

境マップ」として公表される予定
です。

北川かっばの会では、北川の水

質を年に数回調査してデータの
蓄積を図り、流域環境のチェック
と改善に役立てていこうと考え
ています。　　　　　（清水）
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第10回北川かっばの会総会報告時

5月22日（日）に「第10回

北川かっばの会総会」をふるさと

歴史館で開催しました。
決定した2005年度の方針の骨子

は、①北山公園、北側一帯の自然復

元をより一層推進していこう

②「みどりの市民会議・みどりの楽
校」と連携を深め、北川をはじめ市内
全域の豊かなみどりと水辺空間を創

出しよう

③「北川流域探検」と定点観察調査
を継続していこう

④「かっはサロン」の復活を通じて、
あらためて地球の生態系の仕組みを

学んでいこう

⑤川端会議の充実で行政とのパー
トナーシップをさらに発展させよう

⑥柳瀬川流域、新河岸川流域など他
流域との交流・連携を活発化しよう

⑦会員間の交流の拡大を図ろう
以上です。
具体的なものとしては、9月の初

心者カヌー＆キャンプ、11月の「紅

代表世話人　三島倍

副代表　永島高行・松村一博

渡辺光敏

総務　　清水港・渡辺美枝子
三島元子・堀口久美子

環境　　永島高行・櫻井康雄

研究　　清水淳・岡田博行

渡辺光敏
財政　　渡辺光敏・渡辺美枝子

編集　　渡辺美枝子・鈴木十四子

堀口久美子・渡辺光敏
電子化　大野豊彦・伊丹寮長

清水淳・堀口秀樹

イ六川　鈴木洋三・梅田護憲

吉高太郎

水辺　　松村一博・吉田実

保全　　櫻井康雄・岡田博行

梅田知里子

遊軍　　山下文恵・梅田義憲

山下道夫
会計監査山下文恵

葉ウオークと手打ちうどんをつくって食
べる会」などのお楽しみ企画や、墨田区

にある雨水資料館見学などがあります。

お好きなメニューを選んでいただければ

幸いです。今年度もよろしくお願いしま
す。
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痘

北山わんぱく要事つりは第10回を迎えます

前夜祭では野外映画「絵の中のぼくの村」

ことしの夏まつりもカヌー遊び・魚とり・ザリガニつり・八回山ハイ

ク＆昆虫とりなど色々な遊びを企画しました。ぜひ遊人などと一緒に

遊びにきてください。7月30日（土）には野外映画を夜7時から

北山小学校で上映します。こちらもよろしく。

●　日　　時　7月31日（日）10時から16時まで

●　場　　所　北山公園内親水広場

●お遊びメニュー　北川カヌー体験・北川ウオーク＆魚とり・ザリ

●　ライブ

●　出　店

ガニつり・八国山ハイク＆昆虫とり・縄文あそ

び・幼児プール・ペイントアート・北川水族

館・投網打ち講習などなど
沖縄エイサー・バンド演奏ほか
ちぢみ・ピタパン・焼きそば・たこ焼き・き

ゅうり・かき氷・ジュース・ビール・牛乳・焼

き海苔など

お手伝い募集中です㊥＞∞キミ主語

今年も様々な企画を立てて準備中

で九お手伝いしてくれるかたを多数

募集します。性別・年齢・経験不問、

履歴書不要、面接なし即採用で九

＊7舵3日〈土）準教具勺γ7

立て看板作りなど

＊7日軍0日（土）舶議スタで7

①テント・机・椅子の搬入　②竹取

り③立て看板設固④映画準傭・片付

＊7日書l日（日）堂！歌夕子7

①カヌー遊び（川の中に入り子
供の安全サポート）　②北川ウ

オーク（子供と一緒に川の中を歩き、

魚とりサポート）③ザリガニつり6首

具つくり・貸出し）④北山ハイク（昆虫

探しのサポート）　⑥縄文遊びG首具

つくり・アドノYス）　⑥幼児プール

（水遊び監視）　⑦出店（食べ物つく

り・販売）プログラム配布　⑧テント設

営・撤去・搬出など…。

ご連峰い糎削れ腰部幽ます。
也042－395－7705　　渡辺

魅LO42－3931852　　松村
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挑鑑く
7日31日（8、10時一1雛田

竜凄中止
㊦も′壇主∵

諺〇〇〇高　一
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紬如嘩びザリガニ勧
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ハ回心駆虫練りハ

7阜30日（土）19時～
ri絵の中のぼくの樹」

£イ寸一 駈裏空っぞ

群もプールうイブ演奏ett

島外膜面察

小学生以下は傭義春田儀亀

無料at北山小学校　詩誌’‾’”間調馴”
主催：第10回北山わんぱく夏まつり実行委員会

連絡先：渡辺　血042－395－nO5（夜）



かっばの実機　生物学雑事　29
奪うミミ！ゼー〕ミミ古筆ミ事芝っミミ築上ミキ芝〕ミミ逝き事芝〕ミ幸を，ミニセ！，ミミ琶

時節柄　ミズムシ‥・の話題

「何が捕れるんですか？」

先日北川で手綱でがさがさして
いたら、ほんの20分程の間に上を

歩く3組の人達から声をかけられ
ました。

上から見える大きなコイ以外に

も、ドジョウやメダカなど数種類
の小魚をはじめ、小さいけれどい

ろんな生きものがいることを伝え

ると、皆さん一様に「へえー」と

感心していました。川に対してな
んらかの形で興味を持っている人

は案外多いのかもしれません。ち
ょっとうれしいですね。

かわいい日のミズムシ

ミズムシがけっこういまし

た。この季節にミズムシと聞く

と足の先の痺さを思い出す方

も多いかもしれませんが、同じ

名前なだけ。
ミズムシといっても、庭の植

木鉢の下などにいて触ると丸

くなるダンゴムシなどの仲間
で、大きさは6－8mで灰色、

頭に2対の触角、胸に7対の
足、尾部に2対の尾股があり、

ちょっとつぶれた感じ。川や池
の中に棲む生きものには似て

いるものがいないので判りや

すいです。淀みの落ち葉や有機

質が溜まるような場所に棲み、
泳ぐより水底をはい回るのが

得意で、落ち葉やミズゴケ、石
などに付着した菌糸や藻類を
食べて、1年以上生きます。日

本中にいます。家庭排水で汚れ
た水でも生きられ、北川でも1

年中落ち葉の中や石の陰など
で見られます。

康
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辺便り－（4月－6月）

録．溶着．繍そしで伽

＜4月＞

満開の桜と芽吹き始めた水
辺の樹木。北川にはメダカ、クチ
ボソ、オイカワ、ドジョウ等など

沢山の小魚が泳いでいました。早
くコイと待ち望んだ春の訪れで

す。
それに引き換え、望みもしない

たくさんのゴミ。40㍑袋で4袋

と今年に入って一番の量でした。

＜5月＞

春本番。水辺の樹木の新緑が本

当にきれいです。

反面、北川は水量が少なく川底
にドロや腐敗した落ち葉がヘド
ロ状に堆積し異臭さえ放ってい

ます。

突然、小魚が口を開けて水面に
飛び出しました。酸欠でしょう
か。

先月よりも小魚はかなり少な

く、生息環境は最悪の状態でし
た。

圏

＜6月＞

隣接する北山公園は花菖蒲が

満開。今日は菖蒲祭りの初日で
す。

最近の雨天続きで川底のドロ
が洗い流され、川はとてもきれ
いな流れになっていました。

そして、水中では、先月とは

打って変わり沢山の小魚たちが
泳いでいました。

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

＊　北山小正門集合

＊　（松村042－393－1852）



国彷往々造語㌣uUEBAR

廟弛燈せ㊦駈
東村山駅西口徒歩約3分

Cbse　日曜日

Te1042（394）4548

ゑ無！ゑ乞黒鳥こ炒

7日22日（金）TAo三浦劇的SShの

nWWMUMM刑mMnumルhm〝MnUhim

会員紹介的d／め継子．きん

インターネットでこの会員さんと出

会えます。出会い方は次のとおりです。

楽天広場から上記のハンドルネームを

入力すればOKです。あとはこのような

世界が広がっています。ちょっと気分転

換しようと思ったときは、ぜひどうぞ。

圏　かっはサロン

「雨水利発と罵水嚢重」

諮師　君塚芳輝氏
6／4（土）ふるさと歴史館

今回のお話は、雨水浸透によっ
て湧水を取り戻し、河川の水量を

回復しようという内容でした。

雨水浸透をすすめる方策を以
下にまとめてみます。

①もっとも優れた浸透源とし
て森林・畑・水田を残す。

②透水性舗装を広げる。近年透

水性舗装のコストは低下して
いる。

③個人家屋を含む建物および
道路、校庭・公園等に雨水浸透排
を設置する。雨水を下水に流すの
ではなく地下浸透させること。

雨水浸透柵の先進地、小金井市

では、湧水復活運動の結果ほぼ
100％の設置状況である。

④湧水がl旧こ染み出てくるよ

うな構造をつくる。

雨水浸透→河川の復活→地域

の水循環の再生が合言葉です。

雨と仲良くなれそうでした。
おかげで、帰りは土砂降りで

した。　（浅川勤）
と遥コ〔亥コ［2コロか⊂亥コ［二を］〔：をゴ

次回のかっぱサロンでは雨水資

料館（墨田区）を見学する予定で九
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「つなごう世界、

救おうアジアの水危機」

雨水東京国際会議

会期　2005年8月1日（月）
～7日（日）

（メインフォーラム　5・6日）

会場　すみだりヾサイドホール・墨田
区役所・すみだ環境ふれあい館
主催　雨水東京国際会議実行委

員会
連絡　雨水東京国際会議英行委

員会事務局
電話　03－3580－8284

e－mail Office＠tap－Skywater．jp

基調講演、分科会、雨水サミット、
交流会、展示等多彩な催しが企画
されています。

雨水は、地球上の大地
と空の間を循環しなが
ら、生命と文化を育む
“スカイウオーターわ

です。　　　Iヾノブより

ふれあい館の展示では雨水ハ
ウス、雨の絵本ひろばなど楽しい
展示がありそうです。（無料）

かっばの仲間たち、一緒に行っ
て見ませんか。

連絡　042－3957705渡辺

広告

都議・カレー＆ビール

撥
暑中お見舞い申し上げます。

さて、本年も早、下半期に突入、日

々足婚βとはいえ、月日の過ぎるこ

とあまりに早く、アレレの夏到来！

皆さまにはお変わりなくお過ごしの

ことと存じ上げます。MARUもこ

の10月でまる4年、お陰さまでナ

ントカ5年目に入ります。

今後とも東村山西口の「晦の飲茶－

カレー屋」、として「旅人、仕草人、

閑人、遊芸人、奇人・変人、有名“

無名人、老若男女等J多くの人が行

き交い、ちょいとひと休みできるよ

うなお店をめざして楽しくやってい

く所存です。よりご愛顧の経、よろ

しくお願い申し上げます。

下半期のMARUすけじめ－る

9月初句、弦楽四重奏の夕べ

10月　カルチャー講座

＿r東村山の有機農綾」

11月　MARU落語会

成鳥　サンダーロードXマス

その他未定のライブ有り。

MARU　寂静山駅西口1分
Td＆RⅨ　042－39脚
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インフォメーション

●　雨水東京国際会議
日時　8月1日（月）～7日（目）

本誌に案内を掲載しました。
●かっばの初心者カヌーキャンプ

日時9月18日（日）－19日（祭）

場所　秋Iii渓谷キャンプ場

日帰り参加も大歓迎

間合先　渡辺395－7705

◎「北liI流域マップ」販売所

MARU（東村山駅西口）

あゆみブックス（東村山駅東口）
1部　200円

★　バンドメンバー募集

このたびかっばの会員4人でマッド

渡辺ブルースオーケストラを結成し
ました。リードギター／マッド、サイ

ドギター／ダンディプラム、ベース／グ

ラスベイビー、ボーカル／セイントマ
コです。「ドラムとキーボードその他

何でも」を募集中。応募資格は楽器演

奏に自信のない方とします。
連絡先　マッド渡辺音楽事務所

也，　042－395－7705

かっばの会会員募集

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230名で
す。

●会費　年間3000円。「かっぱ通信」

（隔月間）
●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
っばの会Tel／FaxO42－391－2365

●食費振込先
上記へ現金書留または

〔郵便振替　00120－6－104476〕

〔あさひ銀行東村山支店（普）3605694〕

加入著名　北川かっばの会

【北川かっばの会定例会】

9月10日（土）かっぱ亭午後2時～

●編集後記
10・11ページに雨水の記事を載せま

した。編集部内の雨水学習グループ
は雨水思想に傾倒し、雨の日が大好き
になりました。コンクリをはがした北

山公園の土手から湧水が流れている
のを見るのも楽しみの一つです。梅雨

明けまでにたっぷりと雨水が地下浸
透すれば、夏の北川も少しは潤うでし
ょう。

＊新入会員紹介（敬稀略）

小糠　未来子（寛久留米市）

中谷　浩之（久米川町）

長浦　澄江（小平市）

＊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」rMARUJr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せ紀の未来の川

の姿を探る一冊。

頒価1000円郵送料390円


