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ホームページをリニューアル、プログを開設しました。

10・19（日）軟の北川クリーンアップ作戦

熊本県蒲島知事が川辺川ダム建殻を白紙搬回し、ダムによらない治水対策
を追求すべき」と表明しました。国土交通省は地元の意向を視野に入れ検討

と回答、また国会でも麻生首相は代表質問で地元の意向を踏まえて判断する

と答えています。熊本日日新聞の世輪調査でも知事の意見に85％の住民が支

持という結果が出たとしています。どうやら最後の清流と言われている川辺

川は残されることになりそうです。熊本県知事の英断に拍手です。
97年の河川法が改正により、河川整備には流域住民の意見を踏まえること

になってから、大規模河川ではじめての画期的なことだと思います。今後は、

八ツ揚ダム等現在進行中のダム建設に大きな影響が出るのではないかと期待

しています。

ただ残念なことに住民の意見に支えられ撤去が決まり作業が着手されて
いた荒瀬ダム（球磨川（川辺川の本流））の撤去の凍結を決めたのも浦島知事

でした。「球磨川は世界の宝」（知事発言）と言う以上荒瀬ダムの撤去もぜひ

とも進めてはしいものです。



予告のペー夢

第27回、秋の北川グノーシアツ
日時：10月19日（日）　　　　AH10：00－12時まで

集合：北山小学校西門または鰐心幼稚園側の橋
静物：軍手またはビニール手袋、長靴、ごみ鋏、タオル等

開合：みどりと公園課　で凱042－393－5111

今年の夏は雨が多く、従来の平坦の川底にもいくらか変化している箇

所がありました。このように水量があるとlIlらしい川になっていくので

すが。・‥北川は相変わらずゴミ捨ての量が減りません。外部の無責

任な人が投げ捨てていくケースが多いようです。根気よく撤去していく
しかありません。今回も多数の方の参加をお待ちしております。

璃雷詔書藍諾培土厭中止
持物：弁当、飲み物、敷物
あきる野市の「川で遊ぼう会」の自然観察会に参加します。会の自然

案内人と一緒に平井川ぞいを歩きます。
☆参加希望／「かっぱプログ」

枇川ウオッチング
11月1日（E l0時北山公園集合～12時

北川の魚や水底生物を捕まえたり、見たりしながら楽しみます。水質
も調査します。モツゴやキンブナなどと戯れることができますが、ブラ

ックバスにも出会えるかも？北川の魚や底生生物、水質などについての

解説付です。子供の参加もOKです。最近会員になった方、かっばの会

に興味のある方に特にオススメです。川に入ることのできる格好（長靴

など）での参加を希望します。

☆集合／北山公園親水広場10時～12時頃、雨天中止
☆参加希望／「かっぱプログ」かMARU（042－395－4430）

i北川のブラックバスを考える意見交換会i
ll月1日（D　13：30狭山公園管理事務所集合。

最近、北川で急増している「ブラックバス」をどう減らしていくのか、
供給元の狭山公園内の「たっちゃん池」を見学後、意見交換を行います

（たっちゃん池を管理している担当者も出席予定）。
☆集合／狭山公園管理事務所13：30－15時頃、雨天決行
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予告つづき

時局観察会（詳細未定　ホームページでお知らせします。）
0　12月6日（土）
空堀川で野鳥観察を行います。カモ類やセキレイ類など水辺の鳥につ

いて学習します。
0　12月20日（土）
八国山で野鳥観察を行います。ヒタキ類やカラ類など樹林の烏につい

て学習します。

‘08　かっはクリスマス・パーティ

12月6日　土　　　18　－　MARU」

今年のクリスマスパーティーは気分を変えて「MARUjを占領して
みようという企画です。

鳴り物、食べ物、おしゃべり、何でもありで憂さを晴らしませんか。
会輿　おとな3000円　高校生500円　中学生以下無料
差し入れ、飛び入り大歓迎です。

＊＊「水のふしぎ探検隊」＊＊

南台＆富士見小土曜講座

9月20日、かっばの会が協力し

て「八回山に行ってみよう」という

ことで、児童と八国山で虫捕りなど

を行う予定でした。ところが、当日

明け方までの台風のため、急遽北山
公園のトンボをテーマにすることに

しました。北山公園で見られるトン

ボたち、中でも丁度いろんなアカト
ンボたちが見られる時期で、児童と
一緒に10種程のトンボを実際に捕

まえて、北山公園のような水辺には

多くのトンボがいること、見分け方
などについて学習しました。

（ピー永島）

園i曲わんぱく軍手サ1〇・書

初めまして。せきねベイべ－です。
一昨年、初めて『縄文人が紙芝居！？』

を演らせてもらってから、去年は『マ
ジック』、今年は『紙芝居』、と　毎年

呼んでくれてどうもありがとうござ
います。（来年はもちろん『マジック』

です。）

しかも今年は念頭の『ェイサー海

人』で「ちょんだら－（ピエロ役）」

も踊れて　とても楽しかったです。

『わんぱく祭り』は自然の中で子ど
もも大人も一緒になって遊べる夏休
みの素敵なイベントです。

演るならば【イイモノ】を見せたい。
演じ手も楽しくて、観てくれるお客さ
んも楽しんでくれるハッピーな

『LIV地が出来たら良いな！と思って
います。

また来年もお会いしましょうp（‾一つq

よろしくお願いします！



かっばの集校・生揚学講座45

裏の急患勘套一一把捉磨轟窮＿1．

8月3日、北川わんぱく夏祭

りで恒例の魚類調査を行いまし
た。今年も魚類研究家の君嫁さ

ん始め他方面から助っ人がたく

さん来てくれました（感謝）。

投網や手綱で採捕できた魚介

類は・‥・

上記の他に、菖蒲田の水路で
はヒメモノアラガイとサカマキ

ガイ、シジミが多数、上流側で
はカワニナも見られました。

また、事前調査では残念ながら

オオクチバスを再確認しました。

さて、今回初めて生息が確認さ

れたのが、カマツカとテナガエビ

です。カマツカは、上流側にて1

個体（全長11．4cm）が投網で採

指されました。砂～粗い砂底の所

を好み、砂に良く潜る美味しい魚
です。多摩川や秋川では良く見ら
れますが、泥底が多い北川では珍
しく？、放流されたものの可能性

もあります。その後もユー4cm程
の幼魚が連続して採挿されてお

り、北川で繁殖しているようで

す。
テナガェビは、liiでは比較的大

きくなるエビで、体長10cm位に

なります。オスは名前の通り体の

長さよりも長いハサミを持ちま

す。下流側で採捕されましたが、
このエビは海に近い所で産まれ

るので、モクズガニと同様に新河

岸川経由ではるばるやってきた
のでしょう。大きく美味しいエビ

で、荒川の下流など

で梅雨の頃、捨て石周りでこの
エビを狙う釣り人がたくさんみ

水辺磨よIIく7員－9月＞　連日の蔦で川の中の白糠水魔鱒

＜7日＞

今月も北川には沢山の
生きものたちがいました。

数種類のトンボの中で、圧倒

的にI、ゲ中ソ洋が飛び交っ

ていました。又、ヘビの

1．5‡訪まあろうかという

抜け殻や、1㍍程の生身の

もいました。水中でも沢山
の小魚が泳ぎ回っていま

した。「お魚博士」の話で

はコイの稚魚も多そうだと

のことです。本当は、メダ

カやモツ王やクモつやヨシ）ポリや

ドジョウやオ砧ワが増えてく

れると嬉しいのです
が・‥。

今月はメンバーの娘さ
ん（5歳）が初参加。川底
の凸凹の歩き方や、ヘビの

感触、沢山の小魚が泳ぎ回
る様子など、北川の自然を
沢山観察し、そして、いろ

んな体験ができました。

＜8日＞

今月の北川は水嵩がI
mを超える前々日の大雨

で川底のドロがきれいに

流され、いつもは隠れてい
る小石や砂地が現れ、水量

も多く私たちの理想とす
る川でした。川底がきれい

に見えることで、いつもよ

り本当に沢山の小魚が目

につきました。特に感動し

たのは、小学校の橋下でし
た。普段は濁りで深い水中
の様子は殆ど分かりませ

ん。ところが、今月ははっ

きりと底まで見えたので
した。水中で沢山の小魚が

周囲の石の間から出入り
して泳ぐ様は、まるで水槽

を覗き込んでいるような

感じでした。正に自然が造
り出した川の中の水族館

＜9き＞

最近の雨で善行橋下
流の砂諜層からは至る
所で水が湧き出し、樹木
のトンネルの中は清涼

感溢れるとても心地よ
い空間でした。先月かな

りの深さだった西武線

鉄橋下の落差工が、今月
は一段と深いように見

えました。水面も深緑色
で底は何処までなのか

計り知れません。何か不

気味な感じがして、足を

踏み入れることが出来
ませんでした。

久し振りにカワセミ

を見ました。コバルトブ

ルーの羽を広げて上流

に向かい水面を飛んで
いきました。川を往来す

る2匹のオニヤンマに

も出会えました。本当に

素晴らしい北川の自然
です。　　　（松村）

ボランティアグループ

日勤l水辺倶楽部」
＊毎月第2土曜日9時～11

時

＊集合：北山／ト正門9時

連絡：松村（042L393－1852）



北川水弗春講座」

7／19（土）八国山虫とりハイク
午前5：〇〇・一g30

の土曜講座は、

夏休み第1日目

となり、講師の

中谷さんの「カ
ブトムシを捕る

には早朝でなけ

ればダメ」とい

う助言のもと、
スタートを午前

5時にしました。

こんな早朝か

らで子どもは集
まるのかと心配

しましたが、32

9／13（土）　1030－1230

北川点取りと水底生物観察∴

人のエントリに対して6人の欠席

で父母23人、かっぱ会員5人を合

わせた大都隊になりました。

盛夏の早朝の気持ちのよい朝、い

ざ八回山に。ところが、下見で確認

した樹液のたくさんでているとこ

をまわっても、虫が寄っていない！

カナプンすら、、。セミもニイニイゼ

ミの声がわずかで、虫の動きがイマ

イチでした。

結局、大きな収穫は、カブト、カ
ミキリ、クワガタ、ナナフシなどで

した。

収猫は少なかったものの、明け方

から森を歩いたのは夏休みの思い

出にはなったのではと思いました。

4回目の講座は、水底生

物観察と魚捕りです。晴天

に恵まれ、また8月下旬の

大雨の影響で水はきれい
で水量も普段より多めで
かっこうの水遊びの日と

なりました。

子供21人、父母6人、

かっぱ会員他7人の参加
がありました。

北山公園の親水広場前
で、水底生物の観察をやり

ましたが、石をめくっても、

何故かいるはずの生物が
少ない。大雨の影響？

ここから手綱を持って北山小に

向かって魚括りを始めました。
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した。最後に川をきれいにするため

には、みんなが川で遊んで欲しいな

と伝え、終わりにしました。

9／20（D　番外編

9：0°～12‥00ヤゴいかだ作り

来年のヤゴ救出作戦に向けて、プー
ルをよりトンボの産卵しやすい環窮

にしようと、「ヤゴいかだ」を作りま

した。これは草が浮いた浮副こする

ため、竹竿を井桁状に組み、ネット

を張り、その上に草を置いた「いか
だ」（写真上）です。これにより唾接

水面に卵を生みつけるトンボ（赤ト
ンボ系、シオカラトンボ系）以外の

トンボが産卵する場になります。

台風一過の晴天の中、台風が予想

されたため子ども参加は見合わせて、

大人4人で約3時間の作業になりま
した。イカダにのせる革を校内であ

つめ、どうまばらに置くかがボイン

した。来年が楽しみです。（岡田）

金主如耕・カレー＆ビール

MoU
，孫子のつ／ナものを合し猪。てらょ

っこと教を飲む・・　畑RU

e山尾三省生誕70年祭
「アニミズムという希望」

日時：10月11日（土）

14：00－20：00

場所：御茶ノ水・全電通ホール

内容：トーク、シンポ、ライブ等

ゲスト：鎌田東ニ、囲ロランデイ、今

福龍太、李政美、内田ボブ他。

入場料：3000円

問い合わせ：MARU・三晶

090－5781－9086

●JAZZ＆アイヌ・トンコリライブ

梅津和時とオキの一大セッション

日時：12月12日（金）PM6：00～

チャージ：前売り2500円、当日；

2800円

場所：MARUI完全予約制

●2008MARUXマスパーティー

日時：12月20日（土呼M6：00一

出し物；プロ（フクムラサトシ）、ア

マ（メタボアキへウメタ、ドクター

他）、世紀末バンドによる狂宴？

参加費：未定
MARU O42＿3954430

東村山駅西口1分
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インフォメーション
●、定例川掃除（水辺倶楽部）

10月11日（土）（本鰹参照）

●定例Iii掃除（水辺倶楽部）

11月8日（土）（本誌参照）

●08‘かっはXmasハ”一子子

12月6日（土）

rMARU」にて

●新河岸川流域フォーラム

11月1日　く土）

於　ふじみ野市れど加汚一

主催　新河岸Iii流域か博一ケ

流域のパネル展示と川自慢報告

かっばの会会員募

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」

（隔月問）をお送りします。
●闘い合せ“申込み免　〒189－0022東

村山市野甲押3－11高三馬方　北川か
っばの会Tel／

FaxO42－391－2365

●食費纏込舞
上寵へ現金書留または
〔郵便振替　00120－6－104476〕

〔りそな銀行東村山支店（普）3605694〕

加入者名　北）用かっばの会

【北川かつばの食定例会】

11月30日（日）

10時～12時・かっぱ亭

12月～1月の活動内容を中心に

話し合います。

●編集後記
8月下旬から9月末まで、雨の多い

日々でした。おかげで北川の水深はい
つもの侶ほどに見えました。水もすん

でいました。魚影も多かったです。そ
の様子を「水辺だより」で松村さんが

自然の水族館と表現しています。実に
ぴったりの表現だと思いました。

断食賃綱介（敬赫踏〉
中森暮司77勘－（萩山町）

「かっは通信」は市内の公民館と図書館。東

村山駅西口rMARU」に轟いています。

『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）

『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


