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5月18日（日）北川クリーンアップ

6／1全国一斉水質調査を行ないます

∴総高 

先日、春の陽気に誘われて空堀川を下流から上流まで、東村山区間
全域を自転車で走ってみました。本格的に空堀川を見たのは10年近く

前で、一言で今回の感想を言うならば「けっこういい川になったじゃ
ん」。

親水護岸が所々にあり、用こ降りて遊ぶ子ども達や釣りをするおじさ
ん達をずいぶん見かけました。川沿いにずーっと遊歩道もあり、人々に

身近な川、親しまれている川になっているなと思いました。また、水際

や河床も自然に近い状態になっていて、カモの仲間やセキレイの仲間を

始めとして予想外に多くの鳥達を見ることもでき、生き物にもやさしい

川になっているなと思いました。空堀川は河川敷が広く、北川と一概に

は比較できませんが、北川ももっと人や生き物にやさしい川にできない

かなと考えてしまいました。

さて、かっばの会の活動もこれから本格化してきます。北川クリーン

アップ、水質調査、小学校土曜講座等々。簡単なお手伝いでも構いませ

んので、一人でも多くの方に参加していただけると助かります。

（ピー永島）



訪…中一～－…写言

第12回批警護欝管掌筆端

☆緑の祭典（活動の写真展示等）

4月29日（祝）於　中央公園

☆かすまサロンヤゴ救出作戦の事前

学習会
5月10日（土）11：00－12：00

於北山小　プール詳細本誌
☆川鋪会議

5月17日（土）10：00－12：00

於Ii｝るさと歴史館

☆善の北川クリーンアップ

5月18日（日）10：00－12：00

詳細本誌
☆ヤゴ救出作戦＝北山中土暗譜座

5月31日（土）10：00－12：00

於　北山小　プール

☆全国一斉水質調査と提起煉技調

査

6月1日（目）　詳細本誌

☆北川流域探検＝ホタル観察会

6月14日（日）詳細本誌

☆富士見、南台小土曜講座二八回

山探検
6月21日（土）11：00－20：00

☆八回山虫捕りハイク

7月19日（土）詳細本誌

☆北山わんぱく夏まつり

8月3日（日）詳細次号

☆土曜講座一北川魚とりと水底生物

観察
9月13日（土）詳細本誌

＊＊2007役員体制暮春

代表世話人三豊悟
事務局畏　清水淳

事務局　　渡辺美枝子・三島元子

環境研究　永島高行・桜井康雄

清水淳・松村ふ博
岡田博行・福田健・野口優子

財政　　　渡辺美枝子・梅田知里子

編集　　　溝辺美枝子・鈴木十四子

梅田知里子・岡田博行
電子化　　大野豊彦i伊丹寮長・清水淳

イベント　　鈴木洋三・梅田義意・

吉高太郎・中谷浩之

水辺保全　松村一博・吉田実

桜井庸雄．岡田博行
小山茂“長井遵正

遊軍　　　梅田叢憲・山下道夫

山下文恵

会計監査吉嵩太郎

去る2月24日（日）ふるさと歴

史館で第12回総会が開催されま
した。少ない参加者ながらも、熱
心な討議が行なわれました。
2008年度では土曜講座等子どもた

ち中心の活動を目指します。また

特定の人に負担がかかることのな
いようかっぱサロンで勉強してい

くことも確認されました。2008年

度も活動計画が盛り沢山です。ご
協力をお願いします。

主な年間スケジュールを掲載し

ました。



囲第9回北川流域探検柳瀬川ウオーク

3月16日（日）遡＿璽森を＿逝＿塑雲上＿な

春の陽気を感じはじめた3月1
6日、北山公園から淵の森までウ

オークを行いました。

北山公園ではウメやサンシュユ
が満開となり、春本番までもう少

しの感じでした。北山公園から北

川沿いを下っていきましたが、思
いのほか川にゴミが散乱してお

り、また以前存在していた雑木林

も宅地開発でなくなっていてとて

も残念でした。二滴橋（柳瀬川合
流点）では、洗濯水の流入のせい

か、少々泡だっていて残念でした。

また、旧西武グランドはすっかり

風煎る新緑の季節となりまし
た。八回山の新緑が爽やかです。

篤の声をはじめ鳥達の活動も春た
けなわという感じです。

さて、恒例の春のクリーンアッ

プ作戦を行います。普段なかなか

川に入る機会がないと思います。

是非参加して川からの景色を楽し
んでみませんか。

今回は特に北川と前川合流地点
のごみを撤去したいと思いますの

宅地開発され、残念でしたが、

柳瀬川沿いのわずかな雑木林が残
っているのが救いでした。やっと

到着した淵の森は、すぼらしい雑
木林が保全されホッとしました。

北川や柳瀬川流域の雑木林を保
全していくのはとても大変なこと
です。雑木林の保全が川の水質、

水量の確保につながり、ひいては
動植物の保全や市民生活の安定に
つながっていきます。市の土地購

入財源確保やナショナルトラスト
のような運動が広がっていくこ

とを期待したいと思います。

（清水）

で、なるべく多くの方のご参加を

お待ちしております。
＊終了後飲み物サービスありま

す。
日時：5月18（日）

AⅢ10時～12時雨天中止

集合；北山小学校西門または精心
幼稚園側の橋

持ち物；軍手またはビニール手袋、
長靴、ごみ鋏、タオル等

問合せ：みどりと公園課
TEL O42－393－5111
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かっばの楽校一生物学講座43　　　　　　　　　　塁温室圭旦　＊青天得も日光浴？＊ 

川らしい川に　～空堀川～ 
＜2月＞ ��38ﾈ��B�

ー東村山浄水場の南側を流れる空堀川では、以前から大雨時に水が川か　日陰に雪が残り、午後から又雪の 偸H,ﾉdｸ.ｨ/�ｫH+h.�*�,X+X+ﾘ�)�X*ｨ�r�

らあふれないように、下流側から河道拡幅と護岸工事が行われており、予報という寒～い朝の川掃除でした 現在東村山市内にづいてはほぼ完成していますo拡幅工事と併せて、河が嬉しい出来事がありました。移動 道脇に自転車も通れる広めの歩道が整備されて、所々に河原へ下りられしなから三カ所でカワセミに対面出 �x-ﾙ�ﾉ.ｨ,��h/�,X*(+ﾘ5(48.�蜜*ﾂ�

出しました。淵にジーツと目を凝ら 

すと沢山の小魚も見えます。 
る階段もできました。河道を広げたことにより＼、平水（普通の流量の　来たのです。水辺の枝に止まり、水 �587�*ｩ�(�(*�.�-ﾈ+X+ﾘ�)<�,�7(6｢�

こと）時は広い河原があり、そこには多様な植生がみられるようになっ　中にダイビングする光景に感動して ��ｸ8ｸﾆ�,ﾈ587駑ｩzx+�-ﾈ+X+ﾘ�)iH��O"�

ていますo寝ころんで昼寝がしたくなるようなところもありますし、水　しまいました。 �,�+8.ｨ,Ix�+ﾘ,h,ﾘ輊*h,�*(587�.��

辺で遊ぶ人も増えています。 �*�.�-ﾈ+X+ﾘ�)+x+3��ﾃ&ﾘ,ﾉ587�42�

さて、拡幅工事によって、いままで巨大な側溝状態であった川がコン �7cYgｸ��徂ｾ�,ﾉ59�ｹ�ｸ��6h6(4ﾈ7h8��

クリ‾トを剥がされた広い河道内を自由に？流れることができるように　ボランティアゲ炉ブor北川水辺倶楽部」 �5h���ｨ��ｿ8*ｸｬ｣�偉(��7�6(6x7ｸ6r�

なると、蛇行や複数の流れが生じるとともに、河原の浸食や土砂の堆積　　＊毎月第2土曜日9時～10時半 �8ｳ)gｸ����,ﾈ8�984ｨ6(7c)gｹ9�,�,x�"�

により、浅い⇔深い、流れが速い⇔遅い、底が泥⇔砂利⇔石、水草や水　　＊集合：北山小学校正門9時 �ｩ�ﾉ$�*ｨ�,H.�,ﾈ,X+X.X*H*����

際植物の繁茂等、変化に富んだ川－すなわち‘川らしい川’に自然にな　　連絡‥松村（042－393－1852） ��9~ﾈ.)%ﾉ="��ﾈｭﾘ,ﾈ夐W驀�*�.y�Ylｨ,�*8.因��+x.h*H,��ﾈ-�,H*(+ﾘ�m�*ｨﾚｨﾋ8*��.y��.x.ｨ,H*(-ﾈ+X+ﾘ�)�Y]8,ﾉ|�*ｨ��.ﾘ.ｨ.�,ﾈ,ﾘ,h,H.��9D�,X+x�(,X.������.茜H,ﾈ�.�,凅�+�,H*(+ﾘ6�984��8ｨ*�.x,ﾙI(*(ﾚｨ*ｩ�ﾈ-�,H*(-ﾈ+X+ﾘ�"�*(,(,ﾉ?ｨ*俐H-��Y]8,ﾉ|�*ｩdﾈ*�,��,�.�+�,h,X+X.X*H�"��,ﾈ寤.(*�,斡8ﾏ8,冰X.ﾘ.ｨ,H��fｹ�ﾈ,ﾂ��)�X弴,ﾉ6��ｨ,X+x�)�ﾈ�,ﾉ7)(c89h��
っていきます。この変化に富んだ川が持つ‘環境の多様性’が、棲み場 所を選り好みする多様な生き物にそれぞれ気に入る棲み場所を提供する 

のです。水の中のみならず、例えば河原に繁茂した植生は水鳥などの繁 

：「：∴∴：∴∴「；∴∴：∴：∴言誤言言：　ワシ一箪l 
‘良い環境’と考えることができます。 

例にした杢堀川ではさらに、地元の空堀川に清流を取り戻す会の働きか 
けにより、河川管理者の了承の元で、通常は許されない川岸への柳など　ワンドネ ∵十．∵∴言－∴∴「：∵∵出：告∴㌦ilO嶋田∴ がっている泡状の場所の造成（→幼稚魚などの成育場、増水時の魚の逃流 げ場、様々な植生が繁殖する場となる）等、積極的に多様な生物生息環れ 境の創出に努力されています。北川も良いけど、つりらしい川’に戻りつ つある空堀川！並木の槙も新緑に輝く折、水際の柳の高木やワンドを 見に、浄水橋辺りから東大和市境辺りを散策してみませんか。（康） 

もの護岸で、体長1．5㍍前後の大物が 日光浴（？）をしていました。（松村） 



15／10（Dかっl裁ナロン「ヤゴ救出作戦」学習会 

垣二国11～12時　　　　　北山小学校プールサイド 
今年も開催予定の北山小土曜請i音韻臨画閏 

座（全4回）のヤゴ救出作戦。今；題闇閏憩 
年で3回目を迎えます。今回は子脂　　掘 ∴∴∴∴「「　　∴「 

このヤゴ救出作戦はとっても楽欄　　　　　　　　幣嚢 

しい環境学習の場。市内にどんどi団　　　　　　　　　　　，＿i＿、ij 

ん広げたいと思っています。それ；プールに生きる生き物がわからな 
にはこのヤゴ救の中身、例えばヤ；いとできません。これらを勉強し 
ゴの種類（ほとんど赤とんぼですはぅと今回企画しました。是非参 

が）や他の水生昆虫、カエル？などi加ください。 

北山小学校土曜講座に協力します 

かっばの会が行う「北山北川水力キ講座」 

日程変更　　　会員みなさんの参加・ご協力をお願いします 
5／31（土）9－12時　ヤゴ救出作戦　　　楓i結卵．、冬i緑藻∴ 

プールで生まれたヤゴをプールオープン前に　※ ����������������h���

みんなで救い出そうという大作戦です。人数i駆回困躍駿鰭 
が多いほどたくさんのヤゴが救えます。 6／14（土）18～20慮ホタル観察会 ��

集合：狭山公団管理事務所前 ��X���x�畏(耳�h�����b�

ホタル博士の近藤さんを講師にお招きし、狭 �襍ｸ���

山公国を流れる北川の最上流で復活させたホ驚i濃艶回圏 タルを観察します。 

：二 審第10回北川流域髄も兼ねて行います。饗1 17／19（土）9－12鳴八田山虫とりハイクー？、 

セミが鳴き出す夏休み、セミ取り、カブト、輝 　　　　　　　　　　　　き ��h�ｸ-8���B�

クワガタなど八国山に虫取りハイクに行きま 

す。昆虫採集の秘術を伝授ください。 
9／13（土）10∞・、ノ12敦：）北川魚取りと水底生物観察 

北山公園、北山小学校まえの地目で魚を捕まえたり、水生生物を観察します。 

たくさんのこどもが来ますので、安全管理と魚取りの指導をお願いします。 



全国整斉水質調査と

定　期　環　境　弱　く査

拙Iiと前川の計10箇所でCOD

などの水質を調査しますtあわせて北

川の魚類と底生生物の定期環境調査

を行ないます。

多くの方のお手伝いを期待してい

ます。子どもたちにも出来る簡単な調

査です。大勢で楽しくやりたいと思い

ます，

日時　6月1日（日）

集合　かっは亭　9時～12時

（間に合わない方は9時半ごろ

からの試薬検査にご参加く

ださい。）

雨天決行

＊隣の川からのインフォメーション＊

空堀川に清流を取り戻す会から“‥

富士見・南台中土暖講座の水辺関

係行事として、以下のものが紹介され

ています。

手伝いスタッフも募集しているようで

す。見たい、手伝ってもいいと思うはご

連絡ください。

5／24　浄水橋近辺で魚遊び

5／31やゴ救出作戦、南台小学校
10／25　魚釣り（車作りからスタートの

予定）
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【北川かっばの会会議日程】
定例会　6月21日（土）かっば亭

午後2；00から4：00

夏祭りを含めた7月以降の活動

について話し合います。

総霧醜貌麗議境葉

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。

●会費　年間3000円。「かっは通信」

（年5回）をお送りします。

●問い合せ“申込み尭　〒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

●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〕

加入著名北川かっばの会

●編集後記

今号は図らずも巻頭言と生物学
講座で空堀川の話題となりまし
た。より自然に近づいた空堀川を

見てみたくなりました。

生物専門家の永島さん、桜井さ
んのお2人のおすすめです。
五月晴れの日に空堀川のほとり

を散策してみてください。

（美）

かっは通信は市内の公民館と図書

館。東村山駅周辺の「トロル」rMARUJ

「．ふらつと」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世紀の未来

の川の姿を探る一冊。頒価1000円

郵送料390円


