
1す尊〇番毛
織行北川かつばの会〒1腿・伽蝕東村山市野口調㌍11－8

三島方丁山一FMO42－391一掬街
宣maiI　休止中

URL　　　休止中

2008年7月5日

Vol．74

梅雨の晴れ間は
かっぱ洗濯日和

号

8・3北山公Sでお会いしましまうl

第13回北山わんぱく要まつり

洞爺湖サミット目前に東京都内でも駅や公共施設等で物々しい警備が

目につきます。今回日本の主導で二酸化炭素削減協議の揚が新設さ
れるようですが、これとて国の政熊決定の法的根拠にもならず、各

国の思惑が入り乱れ真に効果があるとは思えません。今回のサミッ
トで期待できるのは、世界各地の市民が様々なサミットを開催しオ
ールタナティプなグローバリズムを話合う場がもたれることだと思

います。これらのサミットでは気候変動や貧困と開発の問題点、先

住民族問題など地球環境全体をテーマにしています。公式、民間サ

ミット、の行方を見守りたいと思います。

さて、夏休みも間近、また北山わんぱく夏まつりの時期が来まし
た。恒例になった北山わんぱく夏まつりではカヌー遊び、八国山ミ
ニバイク、北川ウオーク等々用意しています。子供たちが大人になった

とき自分の子供にも伝えたいと思う清流と、楽しい川遊びの思い出

作りを目指して楽しい場を提供したいと思います。それには沢山の
人手が必要になります。ぜひ皆さんのお力を貸してください。



8月3日（日）第13回　北山わんぱく霊まつり

ことしの夏まつりもカヌー遊び・魚とり・ザリガニつり・八国山ハイ

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。

●　日　　時　8月3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

ガニつり・八回山ハイク＆昆虫とり・縄文あそ

び・幼児プールなど
●　ライブ　　　　沖縄エイサー・バンド演奏ほか

●　出　店　　　　ピタパン・焼きそば・たこ焼き・かき氷・ジ

現在様

ユース・ビール・牛乳・焼き海苔など

お手伝い禦東宮です

立てて湖中です；

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、面接なし郎採用です。

＊7日19日（土）準農具タリ7

立て看板作りなど

＊8日2日（土）舶載夕リブ

①テント・机・椅子の搬入　②竹取り

③立て看板設固重がpグラム印刷等

＊893日（日）鱗軟夕子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）　⑧ザリガニつり

（道具つくり・貸出し）④北山ハイク

（昆虫探しのサポート）⑤縄文遊び

（道具つくり・アドバイス）⑥幼児

プール（水遊び監視）⑦出店（食べ

物つくり・販売）　⑧テント設営・撤

去・搬出など…．。

ご連絡Il糎磨けねは軸紬i能書。

也042－395－7705　　渡辺
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噺河岸Ii峨魅lil手つIl　餅を一才事々デ料諦め

兄弟川のリレーフェスティバルの日程を紹介します。スタンプラリー

に参加してみてください。

新河岸川は埼玉県川越市の西部を水源に、武蔵野台地を流れる支流

（不老川、柳瀬川、黒目lIjなど）を集めながら東東北区で隅田川に合流
します。ちなみに北川は源流から4K先で柳瀬川と合流します。

（スタンプカードは北山わんぱく夏まつり本部でお配りします。）

●　落合川

7月19日（土）20日（目）

●　柳瀬川（志木）

7月20日（日）

●　東川

7月21日（月“視）

●　富士見江川

7月21日（月“祝）

●　柳激川（清瀬）

8月2日（土）

●　北川　（繊細本寓）

8月3日（日〉

●　黒目川

8月3日（日）

●　不老川

8月17日（日）

●　黒目川

8月24日（日）

●新河岸川
8月24日（日）

国　事の北川クリーンアップ5月18日

5月18日（日曜日）天気に恵まれ、恒例の春のクリーンアップ作戦
が実施されました。今回は参加者も多く上流地域が約40名、下流地域
が約20名の方に参加していただきました。子供さんの参加も多数あり

頼もしく思いました。
今回は、下流区域を少し延長して前川との合流点まで行いました。想

像していたほどのゴミの量はありませんでしたが、下水の臭いが感じら
れました。まだ一部汚水が流れ込んでいるようで残念です。特に大きな
ゴミは自転車、扇風機、細長い鋏の樺等で例年に比べて少ないようでし

た。生き物についてはこの辺では珍しい〔もすくがに〕が発見されまし
た。長い旅をしてきたのでしょうか満身創痍だったそうです。他に30
cm位のナマズ青大将が元気に躍動しておりました。
今後も、生き物、1子供達のために綺麗な北川を守りましょう。皆さん
ご苦労様でした。　　　　　　　　　　　　　　　（M．Y）
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かっばの楽校　生物単機座　44

桑

梅雨の頃、八回山に行くとちょ
っとした楽しみがあります。おい

しい桑の実があるのです。八国山
には何本かの桑の木があります
が、これらはヤマクワという種類

です。

ヤマグワは落葉高木で、高さは
10m余りになり、全国の山野に自

生しています。雄の木と雌の木が
あり、春にあまり目立たない小さ

な花を咲かせますが、実は1－2
cmで熟すとともに赤から黒紫に色

が変わっていきます。黒紫になる

と甘く食べることができるように

なりますが、食べると舌や唇が黒

紫に染まり、食べたことがすぐに
わかります。この実にはポリフェ

ノールが多く含まれていることか

ら、健康にも良いとされています。

そして、この実は人だけではな

く鳥も好んで食べます。また、桑
は実の他にも葉・樹皮・材・根と
いろいろな部位が利用されてき

ました。

桑が最も知られているのはカ
イコの餌としてでしょう。カイコ

は桑の葉を食べますが、主にカイ
コの餌とするのはヤマグワに近

縁のマグワという種類です。マグ
ワは元は中国原産と言われ、かつ

ては日本のあちこちにマクワの

桑畑がありました。

今では、子ども達が桑の実を食
べているのを見かけることはほ

とんどなくなりました。八国山に

は食べられる植物はあまりあり

ませんが、ぜひ今度子どもたちと

桑の実を味わってみてください。

（ピー永島）



水辺便り（5月から6月）

第二土曜日の降水確率？

＜5月＞

今月の第二土曜日は雨天でした。
これで、過去116ケ月の第二土曜

日の降水確率は11．2％になりまし

た。又、直近36カ月では13．9％

です。ちなみに、降水確率の高い

月は5月と11月。それぞれこの

10年間で3回です。反対に全く

雨に降られていない月は1，2，3，4

と9月です。台風シーズンの9月

はちょっと意外でした。

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～10時半

＊集合：北山小学校正門9時

連絡：松村（042－393－1852）

＜6月＞

北liIは最近の雨で水量が多く

水もきれいです。善行櫛から上流

の一帯では沢山の小魚が泳いで

いましたが下流には殆どいませ

ん。やはり、流れに蛇行が無く淵

や瀬が形成されてないためだと
思います。

シラカシの根元の大きな淵が無

くなってしまいました。私有地の

土手が削られるのを防ぐための
処置でしたが、とても惜しまれま

す。例年、菖蒲の時期になると大
堰から北山公園に北川の水を汲

み上げます。そのため、北山小沿
いの流れは水が殆どなくなって

しまいます。とても小魚が生息で

きません。そこで、市民と行政の
話し合いで正門の橋付近に杭と

石で小さな堰を造りました。その

成果で、今年は水常も保たれ、た

くさんの小魚が泳いでいます。

（松村）

新河岸川流域川づくり連絡会の見学会がありました。

6月28日「流域の各地における事例より、魚の登りやすいliげく

りを考える」をテーマに新河岸川流域の魚道見学会が開催されまし
た。当日は北川善行橋下の魚道の見学も行われました。残念ながら、
かっばの会では全行程への参加はできませんでしたが、北川のみ参

加しました。報告は次号。
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後援・東村山市、東村山市教育委員会、新河削i流域づくり連絡会、国土交通省

荒川下流河川事務所、自治労東村山市職員労働組合、柳瀬川流域ネットワーク、

東村山みどりの楽校、北川かっばの会



北山小学校土曜講座「北山北IiI水ガキ講座」「ヤコ救出作戦」 

国司6／1旧〉　今年は569匹のヤゴを救出！ 

繚∴同感　　　プールは、全体に落ち葉が少なく、 
韓言　　　　　　　また落ち葉が分解されており、昨年、 

鐙一昨年の落ち葉が多い状況と異な 　怒図三ていましたoこれは1日民家園の ；まわりの樹木が体験館の建設にと 　朋もない伐採された影響でしょうか。 認攫里捜ヤゴの大きさはJ粕調約15～2。m ） 耀麗＼三一で詰嵩謹書喜まとん 毯墾瀬音8回園訂紫野／まど取り尽くされた状態になり、子供 

”SSS易i　　　ぎ↑餓1－′華薮霊　たちが例年通り、プールの中で泳ぎ 

離言項滋　だしたのでプールからあがり、ヤゴ 

綴頴田漢音自国　の数をチェックしました。 
合計569匹（昨年07年約175 

∴∴∴1∴「：：告：∴∴∵ 子∴＼ 

今年も北山小土曜講座（全4回）　ヤゴの飼い方の説明後、子供たち 

がはじまりました。第1回目は恒　と学校の田んぼ北山公園の蓮池に、 

例ヤゴ救出作戦、雨のため1日を延　ヤゴがどんなところ住んだらいい 

期しての開催。快晴の気持ちよい天　か説明しながら放しましたo（写真） 

気に恵まれました。　　　　　　子供たちは、「また帰ってきて 

動晴　子供30人、保護者約10名　ね」と声をかけながらヤゴを放して 

副校長先生、かっばの会員8人、　いました。 

空期日の会からお2人。　　　　感想　今回もヤゴが少ないですo 

概要　あいさつ、櫻井さんの説明の　原因は何でしょうかoヤゴの数、種 

あと、空堀の友保さんの紙芝居を見　類を増やすためにも秋にヤゴいか 

てもらい準備万端、水の抜かれたプ　だを作り、プールに浮かべられたら 
ールに入りました。　　　　　と思いましたo（岡田） 



圏　北山小学校土曜講座＆第10回北川流域探検

6／14（土）光の不思議「ホタル観察会」

たくさんのホタルが飛んでにぎ

やかな観察会になりました。

時；18：00－20：00　天気：曇り

場所：狭山公園内北li上廻田小義

せせらぎのみち

参加者　子供39人、保護者33人

かっばの会会員6人、一般参加6人

講師：近藤邦雄さん

概要　狭山公園事務所前に集合し、

簡単にホタルの説明をし、廻田小裏

のせせらぎのみちへ移動。

ここは、ヘイケボタルが住む小川

がありホタルが食べるカワニナを

観察することができる。カワニナ以

外にも子供たちは、泥の中からオニ

ヤンマのヤゴやオケラなどを捕ま

えてきた。（写真）

7時20分ごろホタルが1匹、2

匹と飛び始める。子供たちの歓声が

あがる。暗くなるに従い、ホタルの

飛び回る数が増えてきました。

見える場所は北川沿いのほんの

100m足らずのところ、何匹ぐらい

いたのでしょうか。50－100匹程度

はいたように思えました

1週間前はホタルが1匹しか見

られず心配したものの、予想どおり

飛んでくれ、無事講座を終了するこ

とができました。

子供たちの感想は十分開けませ

んでしたが、参加したこどもの1／3

位は今年で2度目ということで、ホ

タル観察会が定着したことがうか

がえうれしく思いました。（岡田）

今後の予定　　参加、協力をお願いします

7／19（土）午前5：00～8：30〈検討中〉　八回山虫とりハイク

9／13（土）1030－1230　北川点取りと水底生物観察



圃　全国の川・一葉調書に●加！

6月8日（日）、恒例の全国一斉水

質調査に参加しました。10名で北川
＋前川の合計10ヶ所について、COD

濃度をはじめ、亜硝酸態窒素やアンモ
ニウム態窒素、pH、透視度、箆気伝

導度などの値を調べました。

北川におけるCOD沌度（水中の有
機物量のめやす：水質の代表的な指標）
の流程分布を経年的に示したのが下
のグラフです。今年の調査結果は、全

地点で3mglL以下であり、良好な水

質と考えられました。水星が多く、昨
年度と同様に梅雨時の多雨が好結果
に結びついたものと推測されます。

さて、水質調査では、水を汲んだま

さにその時の水質が判りますが、川に

はいつも同じ水質の水が流れている
わけではありません。これに対して、

調査時点までの比較的長期間の水質

の有り様を、その場に棲む生き物を調
べることで推定する方法もあります。

今回の採水時に、石の哀などで見られ
た底生生物は、例年と同様にヒルやミ
ズムシなど、きたない水の流れる所で

よく見られる種類が多く、生き物的に

は未だ予断は許されない状況です。

統一された方法で一斉に行われる
全国一斉水質調査は、北jiiや前川など

身近な水環境の実態を、他の地域と比

較することで、相対的に認識すること
ができます。また、結果はまとめられ

て「水環境マップ」として公表されま

す。（かっぱ事でも昨年度の新河岸川

水系の水質マップが見られます）。

北川かっばの会では、今後も水質
や底生生物をモニタリングし、流域

環境の改善に役立てていこうと考え
ています。　　（康）

北川のcoD濃度の推移

10



富士見“南台小土曜講座を

運営する立場として

南台・富士見小、土曜子ども講座
「水のふしぎ探検隊」の北田篤です。

3年前から、かっばの会の皆様に諮

師として、北川・八回山を案内して
いただいています。

この土曜子ども誇座は学区の保護

者など、地域で運営し、請師の皆さ
んや学校と共同で実施しています。

いろいろな人が関わるので、それ

ぞれの思惑が異なることがありま

す。しかし、真ん中に子どもたちが
いることを大人が忘れなければ、多

少の意見のくい違いは乗り越えられ

るのではないでしょうか。

子どもを介して地域ネットワーク
が広がるのではと思います。

スタッフの打ち合わせでは、かっ

ばの会の皆様や地域の方たちの話を

聞くことができます。とても楽しい

場です。
「水のふしぎ探検隊」は今年で7

年目です。初年度にかっばの会のメ
ンバーの子どもが参加しており、た

またま見学にきたご両親と写真に写
っていました（数年後に判明）。

また、南台・富士見の別の講座に

参加されていらっしゃる親子のかっ
ばの会員の方がいると聞いていま

す。
かっばの会の皆様にはなにかとご

縁があります。今後もどうぞよろし

くお願いします。（北出　篤）

鵠馳レ
当趨向夢吟可むごか：●’

響寵輩
タウンイじレても、‘J有高雑“”

は竜や汚乳母年報、
的怪イ占おごLL九・i摘
まマ跡車・あ語冊・しセ？

’＊

MAcU歯婁率虎離・砂

三三三
口中／．ハンストらしネ

・6時ゝqe（qa（t）

から正中の7し‾sb小†
事と柄井－lp。gt時め

●．諾紫許
・幹e皐かレクp高・・′」

写誅離籍籠
●llPe東軍を／

Jmt、ebl′
（aeuこう？デー午年∋e
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インフォメ「－シヨン

●　北山小土曜講座「八国山虫捕
りハイク」

日時　7月19日（土）9：00－12：00

●　夏まつり実行委員会

日時　7月19日（土〉2：00－4：00

●　川輯会議

日時　9月7日（土）10：00－12：00

場所　ふるさと歴史館

●富士見・南台小土曜諮座「北川
の魚と生き物のぞいてみよう」
目時　9月7日（土）

●　北山小土曜講座「北川魚とり
と水底生物観察」
日時　9月13日（土）：00－12：00

●　富士見・南台小土曜諒座
日時　9月20日（土）

詳細未定

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。

●会費　年間3000円。「かっぱ通信」

（隔月閥）
●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／FaxO42－391－2365

●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）36056941

加入著名北川かっばの会

【北川かっばの会定例会】

9月13日（土）かっぱ亭午後2時～

●編集後記
印刷予定日が一日繰り上がり、イラ

スト、原稿、連絡等、バタバタの編集

作業となりました。
それでも何とか仕上げることがで

きました。執徳者のみなさんご協力あ
りがとうございました。　（美）

＊かっぱ通信は市内の公民館と図書

館。東村山駅周辺の「トロル」rMARUIに

置いています。

農『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


