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かっばの楽校のライターピー永島が「東村山の自然　鳥と蝶たち」

とういホームページを立ち上げました。鳥42種、蝶47種を自分の目

で確認し、撮影できたものを掲載しています。（アドレス：
httpJ／lst．geocitleS．jp／tnO829jp／lndex．html）八回山、北川、北山

公園を丹念に歩き、確認、撮影されたピー永島に頭が下がります。写

真もよく撮れていて、東村山の自然の豊かさを知る大きな助けになる

と思います。ぜひご覧になってみてください。

さて、かっばの会の2006年度の活動はX‘マスパーティーでシ

メになります。今年は、富士見小・南台小の土曜子供講座やヤゴ救出

作戦など新しい企画に子どもたちの参加がたくさんありました。嬉し
いことです。来年も、大人も子どもも一緒になって、北川の清流復活

の活動を楽しみたいものです。皆さんのご参加をお待ちしています。



囲　第5－回北川

今年も手打ちうどんを楽しみま
した

11月23日、八回山＋北山公園の

ウオークと手打ちうどんを楽しみ

ました（13名の参加）。
「うどん文化圏」である東村山

では、昔は冠婚葬祭の場などで手

打ちうどんが振る舞われました。
その食べ方は、季節の野菜を茹で

たものなどを入れた温かい汁に、

うどんをつけて食べるものでし

た。今年もその東村山風の食べ方

を体験しました。今回も湯村さん
の適切な実技指導、汁の味付けも

あり、おいしいうどんをいただく

ことができました。

うどんを寝かせている間、八回
山と北山公国周辺を散策しまし
た。今年は八国山周辺の紅葉も遅
れ気味でしたが、一部の樹木はき

れいに色づいていました。ピー永

島らの案内により、鳥の観察を重
点的に行ないました。

カワセミ、コサギ、ハクセキレ

イ、ヒヨドリ、シジュウカラ“・・・・

と多くの鳥たちを見ることができ
ました。

今後も年に数回、北川流域探検
を開催し、流域の自然や文化を見
つめ直していく契機にしていきた

いと考えています。
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かっぱグノスマスパーティーでお待ちしています

12月9日（土）かっぱ亭

恒例のクリスマスパーティーで九今年からかっばの会i瀞で活動の区切りす

ることになり、2006年度最後のイベントで九

トン汁鍋、炭火で羊の丸焼き、豪華な刺身を囲み、手にはお好みのビ
ール＆ワイン＆ジュース＆お茶？等々食べて、飲んで、歌い、踊り、か

2006年を語り合いましょう！1

会員外の参加大歓迎です。

●日時　12・9（土）　15時一？？時

●場所　かっは亭　野口町3－11－18

●参加費　大人－2500円　　中高生－500円　　子供一無料

メニュー　子羊の丸焼き／鮭のちゃんちゃん焼き

特別製豪華刺身／かっぱ風トン汁
手作り体験コーナー（東村山製うどん作り）ほか

持ち込み大歓迎

●間合先　MARU　⑧395－4430

●鳴り物　ピアノ　ギター

昨年のⅩ‘マスパーティ
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国Musicaを押寄ruUE faR

J塵都南
蕉前山韻語口　練歩的3分
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東村山西口再開発の計画の是非を

問う住民投票条例の署名に
17291名（有効投票）が集まる！

前号で呼びかけました住民投票へ

の取り組みの結果、全市的な広がり

の中で上記のような予想を越えた署

名数が集まりました。「みんなで決めよ

う！西口再開発市民連絡会」は29
日、市長あてに条例制定の本請求を

行いました。

市長は12月議会で条例案を提案
しなければならす、20日前後に採決

の運びとなります。可否の行方はわか

りませんが、この条例制定に向けた東

村山市民の頑張りは特筆するものが

あり、敬服に値いするのではあいでしょ

うか。なぜ直接民主制に訴えなけれ
ばならなかったのか？再三指摘して

きましたが、市民参加型自治と言い

ながら、都合の悪いときは情報を小出

しにして、いつのまにか事業を進めるよ

うな、市民不在、無視のやり方にはっ

きりNOをつきつけ本来の意味でのパ
ートナーシップを回復するための表現

だったと思います。

いまだ前近代性を色濃く残してい

る、わが東村山ですが、今回の事例
をみてもわかるように、確実な地殻変

動がおきています。よりよい街づくりを

実現するためにも、今後ともかっばの

会としてこの問題に関して充分な関

心を寄せ協力をしていきたいと思いま

す。



圃北川秋のクリーンアップ
10月22日（目）

雨の多かった10月の休日をぬ
ってのクリーンアップでした。天

気は上々、北川は水量も多く、水
は澄んでいました。

水辺クラブの毎月の清掃のおか

げでゴミの量は少なく、流れを妨
げている大きな枯れ枝を除くと水
がいっきに流れて胸がスーとしま

した。

ボランティアゲ炉▲7e

「北川水辺倶楽郎」

＊毎月第2土曜日9時～10時半

＊集合：北山小学校正門9時

＊連絡：松村の盛－393－1852）
一緒にやりませんか。

オスズメの一　筋
「千　曲　川」

小宮山良平／署　長新大／絵

題名に川が付く小説を読んで

みようと思って出会った一冊。

理論者の創業者の著者が大正

から昭和にかけての自らの青春

時代を描いた本である。80歳過

ぎてから書き始めたというこの

4部作は80歳になってもこんな

にも瑞々しく青春を描けるもの

なのか、齢を経てもなお若々し

い筆力に感動した。　　（美）

勘誹・カレー＆・ビール

∧nQぬけ
お陰さまでMARU5周年イベント

も終わり、バタパタしているうちに

6年目に突入いたしました。早い

な遅いようなではございますが、今

後とものんびりやっていくつもりで

す。2007年もよろしく

お願いいたします。

MARU年末年始企画予定

●MARU2006Xマスパーティー

日時：12月23（土）
18時～？

ゲスト：フクムラサトシ（ソプラ
ノサックス）＆ギター

診加賀：3000円

＜Focd．1ドリンク付き＞

●2007新雪JAZZライブ

梅津和暗＆ギター
日時：1月13日（土）

6時開場　7時駒演

参加費：3∞0円
＜Food，ドリンク剤＞

●年末年始のお休み

12月30日（土）～1月3日（水〉

＊　　＊

MARU　東村山駅西口1分

Td＆Fax O42－395－4430



インフォメーション

●　かっはクリスマスパーティー

日時　12月9日（土）

詳細本誌

●　かっは新年会

日時1月7日（日）

増所　MARU

定例会の終了後

◎　「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）

【北川かっばの会定例会】
1月7日（日）MARU2階

午後3：00から5：00

終了後新年会です。

（新年会だけでもOK）

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251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lIiか
っばの会Tel／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〕

加入署名北川かっばの会

●　編集後記

今年もあと一ケ月をきりました。たった

年5回の編集作業なのに、直前になる
とパソコンの前でちょっと緊張します。
一年間ご愛読ありがとうございまし

た。

『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

新入会員紹介（敬称略）

鹿川　妙子（多摩湖町）

かっぱ通信は市内の公民館と園舎

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Jr一期一

会」「サシ工」「MAR】」「ふらっと」に置いて

います。

駿総41


