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11・23（祭）第8回　流域探検
略愉掴Lmあ救え⊥」ト，，上品主題占う、ノ訓∴籍『流域のみどりを巡る＋北川水辺ランチ』

10〃21（日）北川クリーンアップ作職型埋草
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かっばの会は今年度、セブンイレブンみどりの基金の助成を受けて
います。基金の広報誌「みどりの風」には、各地の多彩で活発な活動

が紹介されています。各地の活動を読んで元気をもらいました。

秋号の「小さな力持ちミニ発電」が印象に残りました。大町市／NPO
の養魚場の発電機、京都嵐山の橋の照明，都留市庁舎の水車発電、渓流

利用の山小屋の電気などのミニダムが紹介されています。かつて急峻
で多水量の日本の河川に全国各地で見られたミニ発電が、大型ダムの

陰で忘れられていたといいます。水利権や技術等まだ解決すべき問題
はあるようですが、送電ロスが少ないなどの利点を生かした環境に優
しい電気がもっと普及すればいいと思いました。

さて、秋、恒例のクリーンアップ、流域探検です。一緒に汗をかい

てみませんか。
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圏第12回北山わんぱく夏まつり（8月5日）

大人も子とも楽しんだ

我が家では家族での参加が楽し
みな行事の一つで、地域でもすっ
かり定着したイベントになってい

る。

幸い、お天気にも恵まれ、カヌ
ー体験，虫採りハイク、ザリガニ釣

り、昔遊び等どのイベントも子ど

もたちで賑わった。
一年で最も暑い時期なので、子

どもは川遊び、大人はビール片手
にそれを見守る、とても穏やかな

光景だ。肩の力がすーっとぬけて
いく。

僕は例年、虫採りハイクのサポ
ーター兼バンドの演奏で参加させ

てもらっている。

昔の昆虫少年は子どもにかこつ
けて、ちゃっかり自分が一番楽し

んでいるって寸法だ。僕らが暮ら。

す町を流れる川に触れ、大人も子
どもも同じ目線で遊べば、きっと

彼らが大人になった時にも、自分
の住む町や自然を大事にしてくれ

るんじゃないかと思う。

（ひげかっぱ）

八国山虫捕りハイク

恒例の八国山虫捕りハイクが緑
の楽校との共催で行われました。

今年は例年になくセミたちが多

く、さながらセミ捕り大会のよう

でした。「私のためにヒグラシを

捕って」というお母さんもいたり、

楽しく自然と触れ合うことができ
ました。　　　　（ピー永島）

捌ll流域の程境線全活動の底辺の拡大

：胸ilかっばの会は、狭山丘陵の某誌、トトロの故郷工八田

山、弛LI公園」÷輔の鯨の保全と、その前を流れる弛Iiの潜

流復活という苗を掲げ、95割こ発足しました。年2回の川

掃除調かiIクリーンアップ」に鰐敵と異曲で取り組み、「北

I冊プんぱく堅まつり」を多くの市民とともに婁鮮し、どちら

も12年目を迎えています。また、未来の川のあるべき婆を

市行政に提案したことが契機となり、市と市民とが共同して

検討や運動をした籠乗、04年にコンクリート遼蔭をはがし
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函第8回北中流域探検 

流域のみどりを巡る＋北川水辺ランチ 

今回は流域のみどりを中心に巡　コースは、東村山駅→正福寺→ニ 

る、約8kmのウオークです。　　　多摩湖町内の畑、水田、雑木林→ 

北川の水質や水量を確保してい　多摩湖緑地→狭山公園→多摩湖 

くためには、流域のみどりの保全と　町内宅地内のみどり→北山公園 

雨水の浸透が重要です。　　　　　（昼食）→八回山→野口町内の 

今回は600gleの航空写真を見な　畑、雑木林→東村山駅の予定で 

がら、特徴のありそうな雑木林や　す。　　　　　　　　（清水） 

畑、宅地内の緑などを中心に巡りま 

す。　　　　　　　　　　　　　　　☆　日時／11月23日（祝） 

そして秋ですから、流域の木の実　　　10時～15時頃　雨天中止 

を採取しながら、また木の実に集ま　☆　集合／東村山駅改札口10時 

る鳥たちを愛でながら歩きます。昼　☆　参加費／300円（団子とお茶 

食時には、「北川水辺ランチ」を薬　　代・保険料など） 
しみたいと思います。各自持参のお　☆　持ち物／お弁当、飲み物、雨 

弁当の他、東村山で晋から食されて　　具など 

いる「醤油団子」と狭山茶を錦秋の　☆　申込／MARU 

八回山を眺めながら楽しみたいと　　　（TEL；042－395－4430） 

思います。 

て自然謹矧こ復元するエ宙の尭戒を見るl≒至りました。続く 

0革靴lま、さらに下流部の日嗣旋彊界を4億脂とな1　　　，濠 

る種軸洩i吏尭即ま一班。会で噴靭陳 
塙加醜全をさらi王滝的ていくために言諸姉蛎訪韓壇 

編や昆虫観察など）鍋軽電増やし、囁椋の定点観測＿（魚懸 類や水底鑑勘、i水質、湧水、ゴミなど）の曲とを図り、地雷／－ ��

への闇旗艦の動議軸諺を行っていく予定です。 

URL　山東P：／／WWeioc…eijprkapa／　　　　　　iカ1、 

i「みどりの風」2007年秋号より転載i 



かっばの楽校・生物学講座40 剞�ﾓ居よりく1日－9日 凵� 

未∴′÷′ポ 凾ｭ7員＞ ��75(�B� 

やっと今年の猛暑も去り、秋 �7ｸ,ﾉ�ﾉ(�,ﾘ4�4ﾈ4�4ｨ6ﾈ,X+x*ｨ�9M��今月の第2土曜日は7 ��Y|ｨ*ｨ晴,�*(,�.�ｭh.ﾒ�の計15名とこれまでで 

らしくなってきましたが、この �.x,ﾓhﾈ�,��ｸ+X+ﾘﾎ8��+X,�.x*ﾒ�ヶ月ぶりの雨になりまし �.x+���fｹ�ﾈ,�,ﾘ抦ｹｸ*ｩuﾉ�ｦ��最多の参加者となり、又 

時期北山公園などではアカトン �+x.�,h�(.(ﾘ(ﾋH,�,x,ﾉ|�+X*(,b�た。直近36ケ月の第2土 ���8,��(�(*(-ﾈ+X+ﾘ�(5H8｢�この一年間の延べ参加者 

ボが目立っようになります。 �+�.ｸ,�ｩ:�+X,H+X-ﾈ*(-ﾈ+x�(蝿峇�曜日の降水率が、以前は �*�+�.��(�(*(,H詹,ﾘ-ﾘ,R�も　97名とこちらもこれ 
後は黄褐色だった体色が、初秋に 冩�h�8+�,�+ﾘ,ﾈ*ｨ��ﾜXｽ�,ﾒ�捕ることもできました。し �-ﾈ,X,XﾜY�ﾘ,h,�.�-ﾈ+R�

アカトンボとはあるトンボの �8ﾉ�ｨ�(,冦�,�,Ix�.俑�,�,ﾙ�H*ﾒ�約14％とかなり高くなり �*�+X��自MH,ﾈｫI:�,ﾘｷh+X-B�た。 

種名ではなく、赤くなるトンボ �,�,�,H*(-ﾈ+x�(+ｸ+X,IM�.x,ﾙfｸ�"�ました。近年の異常気象と �.�,�,ｸ8H687ﾘ,i�袷h,X*ｸ+ﾘ+��一方、ここ数年ゴミは 

のグループの総称なのです。日 佰h��,ﾉ'(.)68/�-ｨ��ｧxﾕｨ,ﾈ7h�ｸ8ｲ�関係しているのかな？ �,h,X+x�(鍠+ﾘ+�,ﾉeH/�叨x��減り続けていたのです 

本ではアカトンボの仲間は約20 �,�,x,伜凉�+X��x)D阡�ｸ+X,H8H52�振替の第3土曜日も明 儖(ﾗ8+X,�*ｨ.x��ﾛx+X�+X+ﾒ�が、この一年は増加して 

種が知られていますが、私はこ �,�,�.�,ﾈ,X+x�"�け方まで雨模様でしたが、 �+(-ﾘｻ(-ﾘ,ﾉ�h.(��*�-H,�+ﾒ�しまいました。特にコート 

れまで北山公園やその周辺で、 侘8馼ｴﾈ,ﾈ鳬�8��?ｩgｸ�冏ｸ�(�ｨ,ﾒ�川掃除開始頃には雨は上 册育�,倡�-ﾈ,�+ﾘ.�+X,H��錚�や清涼飲料の空き缶が大 
秋津島と呼ばれていましたが　秋 �*ｨ.�-ﾈ+X+ﾘ����ﾗ8ｻH岔zﾂ�たちを十二分に興奮させ 兀ﾘ,��ﾘ*h��7�6(6x7ｸ6x8ｸ.��ﾒ�

アキアカネ、ナツアカネ、ミヤ �,8,h,ﾘ6x987ｸ,ﾈﾌ9x�,ﾈﾌH-�kﾈ,R�の緑のトンネルの中は、ヒ �,H*ﾘ.ｨ-ﾈ+X+ﾘ�"�くなりました。誰が捨 

マアカネ、ノシメトンボ、コノ �.�*�.�,ﾈ,X+x��ﾋｹ�8,X.�;iwx,�,r�ンヤリとして薄い霜がかか 凾ﾄるのか分かりません 

シメトンボの5種を確認しまし �,X4�4ｨ6x987ｸ,ﾙ�X+X-ﾈ.ｨ,H*(-ﾂ�り、近iくの八回山からはウ ��3佇��B�が、ゴミのない北川にす 

た。昨年、北山小学校で行なわ �+x*ｨ���靂8,ﾉ�ﾈ*�.x6x987ｸ,ﾙ�ﾈ���ダイスの鳴き声が聞こえて、 俑�ﾈ�,X鍠+ﾘ+�,ﾉ�ﾉ�ﾈ�,ﾒ�るため、ボランティアで 

れたヤゴ救出作戦で救出された �,��X+X-ﾈ.ｨ,H*(+ﾘ,ﾈ,X+X.X*H�(+��まるで深山幽谷に居る様 亊ｳ僖�,�,�.�-ﾈ+X+ﾘ�#)�ﾂ�定期的に掃除している 

2300頭以上のヤゴは、ほぼすべ �,�-ﾘ,倩H,ﾈ�-ﾈ*(,ﾘ�,9*ﾈ,�,ﾂ�������������6��でした。 �,X跖-�+ﾙ�ﾉ�ﾈ�,X+X+ﾘ*ｨ���人々が居る事をぜひ知っ 　書、　　ヽ 

てがアカトンボでした。東村山 で最も普通に見られるアカトン �,X��6x987ｸ,�.H*�.�,ﾈ*�.�&闕8,ﾂ�*�.�+X.ｨ-ﾈ+�/��(��78�ｸ侭8x�｢�俑�ﾈ�,ﾙ�Y�ﾃ冖ﾈ����ｹ�kﾂ�てください。　（松村） 

∴∴∴∴∴∴∴；十㌧∴∴∴∴宣 ∴二灘灘灘 　　り 　　の 　　楽 　　校 　　に 　　参 
囲川場会職9月1 報告事項：体験館建設、萩山 協議事項：①ブラックバス対 ②北山公園（菖蒲 しょうちやん池3両 ③北川関係（樹木 以上の議題が活発に議論され �?ｨ凅-8.�+8,h�讓ｺ2�ﾏh�����ﾙh�ﾌ�.y�ﾈﾔ磯i9店ﾈ��ﾟB�697��ｸ淤|xﾔ磯h��l(*ﾙ(�,ﾉ_ｩ(����*85(984�8ｨ�ｸ6y5�ｸ靫磯iuﾈ蟀9��｢�,ﾉK�ﾜﾈ��*ﾘ*)�X+���ﾊH耳5ﾈ4�6(7c�9�+X�B�-ﾈ+X+ﾘ�(��6ｨ���ｨ���b��������X���



匪二盈l北朝ヒ）iiわんぱく講座
「第4回～　北liiの魚と生き物をの

ぞいてみよう」

予定の7月の第3回「八国山虫取り
ハイク」は雨天中止になり、第4回

として行いました。

参加者　子供：北山小20人、他校

生6人＋保護者、北山小先生1名、
かっぱ会員7人他、計約40名の参

加でした。

今回は、9月にほぼ3週連続の子

供向けの北川での魚取り行事の第
1段でスタッフの確保のため、毎月

の川そうじ後に時間を設定し、川そ

うじメンバーの協力を仰ぎました。

まず、北山公園内の河原で水底生

物を櫻井さんの指導のもと観察。

その後北山小前の川で魚取りと
なりました。好天に恵まれ、台風後
で水質、水量ともよく、また北山小

前は久しぶりに小魚（主にオイカ
ワ）が多く、楽しく魚取りが体験で

きました。

困ったのは、体長約15cm強の大

きなブラックバスを捕まえた子が
おり、どうしても家に持って帰りた

いと言い張り説得に苦労したこと

でした　（ブラックバスは捕獲後移

動を法律で禁じられている）

ともあれ、3回の土曜講座を楽し
く無事終了することができました。

協力いただいたかっぱ会員の皆様
に感謝する次第です（岡田博行）



第25回 俑&仄8ﾖh�x4ｨ8ﾈ�ｸ�X78��8ｲ�

北川クリーンアップ作戦 ��

今年の夏は記録的な猛暑でし �*ｸ,H��,x+�.x-i��*�.y8yYHｪｸ*ﾖ��

た。温暖化のせいでしょうか秋が 少し遅れているようです ��伜)�95H�｢�

さて、恒例の秋のクリーンアッ 處x*(ｴy��,h,�.�-ﾈ+X+ﾘ�$ﾔ�%R�

プを行います。 僖�>�5�5�5x8X�ｸ8ｸ,X+x�"�

近年、参加者が減ってきており ��ﾈ鬨皐ｿ�ｴ倡����5r�

ますので、是非多数の参加お願い ��Xｴﾈ奢,ﾉ�Y&��h6�6�7ｩ]ｹz�&��

します。 亢h.�,ﾉ{x�ﾈ�ﾂ�

なお、クリーンアップ終了後北 倚�D���4�486ｸ��ｸ4�5h8ｨ8ﾈ8�+2�

川の水質調査・水生物調査を行い �/�,�:�8��4�8�8ｨ4ｨ��4�8ｨ5ﾘ6做"�
ます。 �,ﾈ6�6�7ｩ]ｹz�&�/�dｸ,ｸ���h�j����

皆さんも参加して北川の生き物 �,h,ﾈﾏ�zﾈ/�ｨ溢ｨ���

を観察してみたら如何ですか。 �?ｨ鳧�c��ﾈ纖?ｨ����ｨ��#�?ｨ��?ｨ�｢�
＊終了後恒例の美味しいトン汁サ ��ｨ��dﾔ�%S$h4ﾘ888�8ｨ�ｲ�
ービスがあります。 �?ﾉ�冖9{��

日時：10月21日（日曜） 兌xﾘx+��h�dﾔ�%R�

午前10時から12時 ��ﾃ#��tﾔ�{h.��

雨天中止 ����Vﾖ�87��ｸ6X4(�ｲ�

集合：北山小学校西門または摘心幼 �?ｨ鳧�c�(ﾈ馥�?｢�

稚園側の橋（2箇所） �>�vX�itﾉkﾈ��k9kﾈ6�986延�D���沽*��

持ち物：軍手またはビニール手裟・長 �+X,ﾈ4ｨ8�4�5�tﾈ.�.)Mｸ."�

靴‥タオル等 問い合わせ：みどりと公園課 ��ｨﾝx�hﾎ9?｢�

TeIO42－393－5111 陪��%R�

「∴ �:���(蹤譎Z｢�ﾟｸ�s�C(�ﾃ3店�ﾃCC3����-h��ｫ8�鈬��H����ｶ���｢�



iインフォメーションi �*�,�,�,ﾈ檍檍什^X��

●　舘23回北川クリーンアップ 仆x�(ｷY|ｸ,ﾉ8ﾉ���6x6x8ﾘ,ﾈﾌﾈｻﾙfｸ�"�ﾏh��自��,ﾉ|�,ﾉ]ｹ�8,h+ｸ,ﾉ��/�zﾈ.｢�

10月21日（日）詳細本誌 �.冉ｹ�ﾈ,ﾉ�IzﾉYﾈｨ�,h*(*Ik(/�.�,�,B�

●　第8回「流域探検」 俥ﾈ.x.ｨ+ﾘ檍,X+x�(齷�(,inﾈ､�,ﾉuh-�*｢�

11月23日（祭） ��XﾔH*ｸ,X��ⅹ酳,伜�:���ｨ�:�,伜���,R�

詳細本誌 �*ｸ.兩ｸ�伜�����?ﾉ�陞�冰(�ｨ/�ﾔﾈ*ﾙ^X��

●「淵の森」対岸の全部公有地 　化実現祝賀会 �+X,H*�.�-ﾈ+x�(ﾋｸﾝﾘ檍什�H,ﾓ#cYkﾂ�,X+x�"��ﾈ檠N�隴C3���苓�(�X*�,�,�,ｩ�ﾘ�b�

11月11日（日） ��乂Xﾈ饉x�ｨ/�*��x.�+X-ﾈ+x�"�

amll：00から淵の森にて ��ﾉn(*(ﾘx+��Y�ﾈﾙ�-ﾙ�h���s���ﾃ��#)8ﾂ�

参加費500円 ��ｨ�(�9nﾈﾏｹ*ﾃ8�ﾆﾄﾃ井�8y_ｸ��fｹ�ﾈ*��

主催淵の森保全連絡協議会 ●かっばのスマス八°一子予 �,�,�,ﾈ樸FVﾈ�臟��C(�ﾃ3���ﾃ#3cR��ﾈ檠N��Xﾙ��b��8ｴﾈ-hﾋｸｾ���z�-ﾈ+ﾘ,ﾒ�

12月初旬　詳細次号 ��ｹu云i�Y�h�����#��ﾃh�ﾃ��CCsh�ﾂ�

◎「北川流域マップ」200円 流域散歩にご利用ください。 M〔RU（東村山駅西口） ��ｸ.�+ｸ,粟(ﾗ98ﾉ�ｨ�(迚5��儿��｣3c�Sc滴�ﾂ���?ﾈ�)kﾉfｹ�ﾈ*�,�,�,ﾈ橙�

カン八〇いただきました（深謝）i 　君嫁芳鱒氏 

【北川かっばの会定例会】 

11月23日（祝）かっぱ亭（？） 午後3：00から午後4：30 倡9>�,ﾈﾏij��,i�ﾘ��ｭ��)8ﾉ�ｨ�(踊�]2�,ﾈ�X5x4h985��ｸ�h�X6x8ﾘ8ｸ�h�Tﾔ�ﾘH�h,佗�*"�

（流域探検のあと） �,H*(-ﾈ+x�"��yj)x�,ﾉ�ﾈ-h�yfｹ�ﾉYﾈﾋ87h8�98���

●編集後記 我が家のパソコンのアクシデント 

でメールが使えなくなり、1週遅れの 冉ｹ�ﾉYﾈﾋ87h8�98,ﾈ7�488ﾘ6(6x5��ｸ5��

発行になりました。 �,h+X,H��fｸ�(ﾏi&8�]8,ﾉfｴ末�*ｩ¥�.ﾘ.�,"�
執筆者の方には大変ご迷惑をおか �,(*�.�-ﾈ+x�##��(ｴ�,ﾉj)x�,ﾄ末�,ﾈ��/��

けしました。 発行にこぎつけることが出来てほ っとしています。（美） �%H.�ｨﾟｸ�)M�并����鈴u��y{�3��冷�


