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第9回流域探験「北山公団から淵の森、柳瀬川ウオーク」3／16

2008－年の第1号のかっぱ通信の発行です。

昨年はセブンーイレブンみどりの基金から助成金をいただき投網、
パネル、水槽、長靴、透視度計等々活動に必要な品々を揃えることが

出来ました。感謝しています。現在、助成金の実績報告の作成中です
が、まもなく「北川流域の環境保全の方向性」の提言を含めた報告書
が完成します。乞うご期待です。

今年も助成金で購入した物を存分使っての水質調査、ヤゴ救出作
戦、川掃除、水生生物調査など色々な活動を予定しています。そのた
めの活動の方針を決める総会を開催します。会員の皆さんの参加をお

待ちしています。

さて、立春を過ぎたとは言え、まだまだ寒さが続くようです。今週
は東京でもまた雪が降るような予報がされています。風邪など召さな
いようご自愛ください。



囲　　かっばの会　総会を開催します

2月24日（日）於：ふるさと歴史館

2月24日（日）13：30－

16：00ふるさと歴史館で総会

を開催します。

総会では07年の活動の成果を
基に、08年の活動の方向性につ
いて検討します。主な活動の方向

性として、以下の事項が世話人よ
り提案される予定です。ぜひご参
加ください。

なお、総会終了後「MARU」にて

懇親会を予定しておりますので、
こちらの方もよろしくお願いいた

します（懇親会のみの参加もOK）。

①　　北川本来の自然環境を保全、復元していくために‥・　魚が北

川を自由に往来できるよう落差工に魚道を設置、北川の瀬と淵の

復元と保全、最適な川床の草刈方法の模索、ブラックバスの駆除、

②　北川流域の自然環境を保全、復元していくために・i‥　環墳調査
の継続実施、北山公園の自然の復元と保全、湧水地の保全、‥

③　北川の自然に親しむ仕組みをつくっていくために・‥　川そうじ

を継続実施、狭山公園内の北川のビオトープ化、子供たちが北川
で遊び学ぶことを見守りサポートしていくことを継続実施、市行

政と市民の信頼関係と責任ある連携

④　会員間の交流の拡大と地域への情報発信力を高めていくために・
・お楽しみ企画の充実、かっは通信の発行、パネル展示内容の

充実、‥
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北川流域の湧i水調査結果報告

＊＊　12年前と比べてみました　＊＊

北川かっばの会では、定期的に湧

水調査を実施していますが、今回は

最近の調査結果を紹介します（12
年前の東京都の調査結果と比較）。

たっちゃん池の上、多摩湖緑地
内、ニッ池など、後背地に雑木林が

残されているところは12年前同

様、湧水が確認できています。一方、

西武遊園地駅脇や新山手病院内
では残念ながら最近の調査では湧

水が確認できていません。その他、

下表には掲載されていませんが、北
山公園の善行橘の下流付近等では
川底や護岸から湧水を確認するこ
とができています。

肺　査　結　果1

北川の水質と水量を維持して
いくために、湧水が枯れることの

ないよう保全していくことが大

切と考えますが、それ以上に地域
の保水力を高めるなどのために

も湧水地周辺の雑木林などの環

境を保全していくことが重要で
あると考えます。

北朝iかっばの会では、これか
らも継続して湧水の調査を実施

していく予定です。

また、湧水を潤らさないため
にどんな取り組みが必要なのか

も考えておきたいと思っていま

す。　　　　　　　（清水）

榔　査　結　果 兌ﾙ�ﾃyD�7��(ﾛ��平成19年度調査 

たっちゃん池　上 ��ｲ�○ 

多　摩　湖　堰　堤　下 ��ｲ�′｝ 

西　武　遊　田　地　駅　廊 ��ｲ�× 

多　摩　湖　緑　地　内 ��ｲ�○ 

多庫潮田集会所機屋地内 ��ｲ�○ 

多庫湖町4丁目北川河川内i ��ｲ�○ 

ニiつ池 ��ｲ�－7 

新　山　の手　痛　焼　肉 ��ｲ�× 

○；確　認　できた　　　×；確　証　できず 

？；不　明（立　入　不　可　のだめ） 



かつばの素校・生物学醜座42 剞�ﾓ桓く棟lく着2月－1日＞ 冲l綿雪亨 で天気予報は一日雨こ うな中で始めた川舟‾ やはり終了直後に霧 た。過去9年間、1二 と無縁でLi＿たが‾これ二 の影響でしょうか？ 池に、姑こ混じっす ／、ゾロが数羽いましたj 腹の白の対比が鮮所 子供を一回り大きく、 わいい水鳥です。又、 、スズメくらいの大き 頭とレンが色の胸がき 舛がいて、私たちに てくれました？ ，」享1（松村） 

＝＝EEなま　搬－く弓l虫　＝＝＝＝ 凵@　鼻持ちもエールを嶺くるl i 

冬になると北川の水源林でもある－ �.ｨ+ﾙm�*�.xﾉ(ﾔ�,盈�-h戊,�.ｨ��鵁��,��＜iZR＞ ��6�X�B�
八国山や狭山公園は冬枯れの林とな 傴ﾈﾌﾘ.ｨ/�処*ｸｴ�+�+X-ﾈ+x�(7ﾘ68,ﾙ�ﾉ(��川の水が冷たくなり、先月に比 ��8ｿ8,ﾙ=ﾈ.��

ります。しかし、この林の中には緑 �*ｩ��?ﾈ+x.�,h釖�h,ﾉwH*ｩ(8ｨﾉ�h,�,��べ小魚はめっざり少なくなりまし 俑�,�.�ﾗ�.�+ｲ�

鮮やかなアカマツが点在していま �.���*�.h+ｳ�D�,Xﾌﾘ��+X,H+X-ﾈ*(-ﾂ�たが、それでも、深い所には布シタ、 傚ﾈ,X+X+ﾘ*ｨ���

す。アカマツはやせた裸地に真っ先 �+x�(鉙*ﾘ*)(�,ﾉL(��,ﾘ諸��SID�,��ﾂ�イマシダ‥。シ融けの根元の大きな �ｨ,�,�.�-ﾈ+R�

に進出するフロンティア（先駆種物） �?ｩgｸ/�(i�8,�78�ｸ4�,h,�.������,冉ｲ�淵へゾっと目を凝らすと、数匹の 佇�,ﾉ�ﾈ�,ﾘ箸�

であり、里山ではコナラやクヌギと ��8/���*�,Hﾚ�,X,ﾙfｸ､9;��Y�)��愛�,ﾂ�高勅やモyFが泳ぎ回っています。 �.�&雕X孳&x峇�

共に主要な構成種となっています。 ��8ﾙ�,儘ﾈ*ｨ,�,H*(-ﾈ+x�)f�*�+ﾘ-�,�,ﾒ�更に、北山小正門の橋の下には、 冉ｸ�(ﾏh��,ﾂ�

ところが、八国山などを歩いてみる 僵�7ﾈ+X,H鵫ｷ�..���h+x.�,�,x��4ｨ7�4ﾂ�これまた驚くばかりの沢山の小魚 �6�.�+�,ﾈ4ﾈ98���

と、無残に立ち枯れたアカマツが目 �8ｩ(�.)�ﾉ(�/�膵+8,�*�.ｨ,�,�.�-ﾈ+��がいま／した。やはり、深い場所で 僭y(h,ﾈﾙX,h*��

に付きます。いったいどうしたので �/�*ｨ��訷ｭH*ｨ*�*�.�+ﾘ-�,兩ｩ'X+8.ｨ,B�あることや川底の割れたコツ研一トが �,X�����*ｨ+ｸ,ﾂ�

しょう？ 儂ﾘ･�/�自�y�ｸﾘ�ｸ+8+�,H*(-ﾈ+x�(5(5��適当＼な‾隠れ場所になっていて生息 �+X+ﾘ.h*H,�*��

松枯れの原因は松くい虫です。松 �8�,�,x,ﾈ4ﾈ68684ﾈ.�4ｨ7�4ﾈ8ｩ(�/����しやすいのだと思います。 ��ﾈｭﾘ,ﾈﾕ�,�,ﾒ�

くい虫の被害は体長1mmにも満たな �-x��Nﾘ･�,ﾉf育�,�ｩo�H8,�,H*(-ﾈ+r�＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ �+8,X��ｾ)�h,ﾂ�

いマツノザイセンチュウがマツの幹 �*ｨ��.�,ﾘ.(齷�(,ﾉ|ﾘ+�*�,X,ﾘ詹'�.ｨ,ﾂ�ボランテげゲ叶7°「北川水辺倶楽部J �.ｨ*(,�5ﾘ8�4X7"�

の中で増殖し引き起こされるもので ��9�H,X+x�(,�/�,h*佶)�8,�4�4ｨ7ﾘ68,ﾂ�＊毎月第2土曜日9時～10時半i �4x�ｸ8ｸ/��x,��

す。この線虫は単独では他のマツに ��h支+x.���(,ﾈ��Yﾈ/�ｴh.�+X*�*�.��＊集合：北山小学校正門9時 ��ﾂ�

移動できませんが、マツノマダラカ ミキリというカミキリ虫により、枯 麗 �-ﾈ+�/��(��78�ｸ侭8x�｢�鉙*ﾘ*)(�,ﾉ��?ﾈ+X+ﾘ4�4ｨ7ﾘ66��連絡：松村（042－393－11852） 

i ∴∴ 星亨＿：一 千 刄塔`ュウ ��

”“○○　〃葛きく．○○， 1‾島原のiホームページから 刄}ツノザイセ 
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第9回　北川流域探検
北山公田から淵の森、柳瀬川ウオ÷ク

叫

北山公園から、最近対岸が

守られることになった淵の

森、そして柳瀬川金山公園ま

で歩きます。

（約7キロのウオーク）。地目流

域にも淵の森に匹敵する雑木林

が存在すると思いますが、今回は

流域の雑木林と拙ii下流域の様

子をチェックしてみたいと思い

ます：

★日時／3月16日（日）

10時～15時頃

雨天中止

★集合／窮村山駅改札口10時

★参加琵／200円（醐

★持ち物／弁当・雨具

★申込み／MARU

（TEL；042－395－4430）

趣転社画道路阜二王＿1＿l＿1品線の建艶に主Llて

新聞でも報道がありましたが、青葉町の多韓北部医療センター内の典型的な

武蔵野の雑木林が、東京都が進める都市計画道路によって安易に伐採されよう

としています。この道路計画は、①市民に対する説明責任（アカウンタビリテ

ィー）が果たされていない、②道路が自然環戴こ与える影響に対する環境保全

措置の検討（ミティゲーション）が十分行われたとは思えない、など砲にも数々

の環境面の課題を抱え、最近の国などが積極矧こ行っている環境に配慮した道

づくりの動きを踏襲していません東村山市緑の市民会議を通じていくつかの

質問を提出しており、東京都から近々囲饗が得られる予定で丸

東村山の寅重な緑・生態系が失われないよう、しっかり見守っていくべきと

考えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ビ÷永島）



圃 「森よ生き返れ」 �%S儘��(ﾚ8�X4ｸ8ﾄ(,�8ｲ��昧U�b�

皇趨＿＿墜＿萱 大日本図書定価1350－＋税 �5�486儺�I(48�X5ﾈｵI�96I|ﾒ�ﾔ��Yeｸ顏�h+��8*��

「ふるさとの木によるふるさと の森づくり」を世界中で実践して いる第一人者が若い人のために書 き下ろした一冊である。 人間や動物は「緑のいっぱい詰 俯xﾏﾉj曳H�X�ﾈ��B�,��X抱ｾ�WI�ｨ�Vﾈ�X-ﾉ4��R��偬����;��

まった森の寄生虫」の立場でしか ��ﾈ愷�h�(��^ｨ�9=｢�

生きられない。その森が今危機に さら・されている。つまり人も動物 iも危機にさらされていると言うこ とだ。 この本は、なぜ森が必要なのか∴ どうすれば森を再生できるのか、 靖F�I/���Fｨ4(�I�ｨ�｢�VX*x*6VfX��4X�������VX���yY�鰻i���

本物の森とはどんなものなのかな どの疑問に答えてくれる。絵入り でポット苗の作り方が解説されて いるのもまたいい。 ��ﾈxy^偸H/�ﾜh*H*��b��.�7X5(���x�X�ｸtx,h.iX�+ｨ�8�B�z8ﾚYXﾉ(h爾�

ところで、一昨年秋に北川沿い のシラカシのドングリを拾い30 ��9�以ｸ��

時間ほど水に浸して蒔いたところ 冑���VﾆfVX,ﾂ�

5本の芽が出た。うれしかった。 ��ﾉ�(ﾋhｴﾘ��6�ｵ(���

この本から教えてもらった方法で ����W(�SI{ﾂ�
ープランターに小さな森を作って楽 しみたいと思っている。（美） 俎XｨﾙNｩ4r�



インフォメーション

●　かっばの全線会

2月24日（日）13：30から

ふるさと歴史館　研修室
●　大沼日録地（青葉町3丁目）

下草刈りボランティア募集
（東東部主催）
3月15日（土）

緯紬は3月1目付市報で
●　第9回流域探模「北山公田一

泊の森、柳瀬川ウオーク」
3月16日（日）

詳細本誌

◎　r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〉

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268名
です。

●会費　年間3000円。「かっぱ通信」

（隔月問）をお送りします。
●問い会せ・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／FaxO42－39ト2365

●会費撮込先
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23日（日）（予定）

於MARU

午後2：00から午後4：00

●編集後記
東京で3度目の雪の日に作業をし

ています。

雪の日、川を見ていると、水量がゆ
っくり増えていく。一気にに増水し

減っていく雨と違い、北liiのよう
な小河川には安定した水量が確保
できる。雪もいいものだと思いま
した。

（美）

市内の公民館と図書館。東村山駅周辺

の「ジェンダーjrトロル」「MARU」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、北山公団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


