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2008年度の活動お疲れ様でした

また来年度もよろしくお願いします

一一郵翻駆
寄

知農、

水辺だより
＜10月＞

この一ケ月間の大雨で川底がすっかり変わっている所がありました。
コンクリート張りでは絶対有り得ない自然の力が造り出す変化には本当に驚

かされます。蕾行橋下流に渓流を思わせるような素晴らしい所がありま

す。そこには小魚も沢山います。しかし、その上流側は蛇行の無い浅い

流れです。そのような所には小魚はいません。一方、浅い流れでも水が
きれいで適当な石がごろごろしている所では子供達がよく遊んでいま

す。石を集めて流れを堰き止めたり、水路を造ったりして遊んでいます。

本当に楽しい川遊びです。子供達の帰った後は楽しい川遊びの跡がその

まま残っています。こんな風に川で遊んだ記憶は大人になってもきっと

忘れることはないでしょう。そして、多分川や小魚の好きな大人になっ

てくれると思います。小魚がいて、カワセミがいて、子供達の遊ぶ北川。

私は大好きです。
薄的＊11月、12月は次ページ家事春寒＊＊＊＊



水辺癖とIl（綿貫よIl続き）
＜11月＞

善行橋下流に蛇行した流れと淵を造るために、一箇所、杭と石でささ
やかな柵が造られてありました。流れはカーブしていましたが、最近は
大雨も降らなかったので淵が出来た様子はありません。そこで、カーブ
の底を少し掘り下げてやりました。自然の力に少し手助けをすることに

より、これからの大雨で淵が形成されやすくなるかもしれません。楽し

みです。
コンク叶卜護岸から水面に伸びた小木が何本も切られていました。見通し

をよくするための手入れだと思いますが、北川の自然景観を考慮してい
ないばかりか、生きものたちへの配慮も欠いたものです。切られた小木

付近の護岸には、白い塗料のようなフンがこびり付いていました。カワ
セミのフンです。カワセミはここで羽を休めたり、水中の小魚を狙って

いたのです。私たちは川掃除をしながらカワセミが小魚を狙えそうな護

岸に、しばしば小枝を差し込んであげています。小魚を狙えるポイント
を少しでも増やしてあげたいからです。そして、北川がカワセミにとっ
て、いつまでも絶好の生息地であってほしいと頼っているからです。

／＜12月＞

今月は特に川底の変化を感じました。善行橋下流では、以前からあっ
たミニ渓流の景観がさらに上流側に形成されていました。又、先月少し

掘り下げてやった人工カープの所は、粘土質のli膿が露出するほどにな
っていました。更に、親水広場付近、開場橋下流。そして、特に北山小

正門橋下では杭で狭められた間から流れ落ちた水が、その直下を滝壷の

ように掘り下げかなり深くなっていたのには驚きました。自然の力、そ

してその造形美には本当に感動します。水が冷たくなり、小魚の動きが

鈍ってきたのか、浅い所ではあまり魚影を見かけません。しかし、深い

所ではじっと目を凝らすと、小魚が泳いでいるのが分かります。

今日は、オオフサモを少し駆除しました。増えると水面を鮮やかな緑
で覆う金魚藻のような草です。一見きれいですが環境省の指定する特定

外来生物です。北川上流ではかなり繁殖していますが、私たちの活動区

域では何とか繁殖を食い止めたいと思っています。　　　（松村）

’ラソティげルプ「北川水辺倶楽部」

＊毎月第2土曜日9時～11時

＊集合；北山小学校正門9時　　　連絡：松村（042－393－1852）



ブラックバスを
ll／l（土）の午後、北川のブラックバスを考える意見交換会を開

きました。狭山公園管理事務所で「たっちゃん池」から流出するブラッ
クバスの捕獲に日夜悪戦苦闘されている岸所長、中川さん、折原さんを

交え、現状についてお話をお聞きすることができました（北川かっばの

会からは7名参加）。

今年の状況については、・i…・春のゴールデンウイークの頃、たっちゃ

ん池でブラックバスの稚魚が群れをなして泳いでいた。たっちゃん池の

水の流出口付近に設置した「締」にオーバーフローしたブラックバスが

引っかかるがへ　その数は大雨等の影響からか6月～7月がピークだっ

た。この9月までに引っかかった総数は、何と1万匹（概算）を超えて
いる。当然のことながら、たっちゃん池には多数のブラックバスが生息

している。6月には30mものも目撃された。流出を防ぐ「網」の改良

について試行錯誤を繰り返している。網にかかったブラックバスを処分

する時の生臭い臭いに醇痘している。なお、八回山緑地の二つ池にもブ

ラックバスが放流されたとの情報あり！il

意見交換会では、……釣りをする人のマナーを変えていかなければど

うしようもない（仮にたっちゃん池を「かいぼり（池干し）」したとし
ても、またブラックバスが放流されれば、元の木阿弥）。地域の人たち

にも現場を正しく伝えていく必要がある、今後については行政も交えて

対応していく必要がある、などの意見が出されました。

北川かっばの会では、北川に清流を取り戻していくためにも、ブラッ

クバス問題について、今後も異型に取り組んでいきたいと思います。と

りあえず09年度の重点課題としてとらえ、作戦を考えていきたいと思
いますo　　＿〆著書搾袈



かっばの集校・生物学強度　46

虫∴よ

12月も半ばになり、東村山の遅め

の紅葉も終わりを告げる頃になりま

した。鮮やかな紅葉の条件として、

昼夜の温度差が大きいこと等がある
ため、東村山のような暖地の紅葉は
一般にそれ程目を引くものではあり

ません。しかし、八回山を歩いてい

ると紅葉の美しい木もあります。
八国山での私の：お気に入りはヤマ

ウルシです。落葉低木（樹高3－8
m）なのであまり目立ちませんが、

秋には鮮やかな赤い葉っぱになりと
てもきれいです。真っ赤な紅葉でよ

く知られるのは、イロハモミジやナ

ナカマドですが、ヤマウルシの紅葉

はこれらに引けをとらないと思って

います。ヤマウルシの葉っばは奇数

羽状複葉と言って、奇数枚の

悶

小さな楽が烏の羽のようになって
います。北海道から九州の山野に

分布し、雌雄異株で5月頃に円錐
状に小さな黄緑色の花が咲き、秋
には熟した褐色の実をたくさん付

けます。漆塗りに掛液を利用する
のは主に近縁の種のウルシで、中

国から大昔に渡来したものと言わ
れています。ヤマウルシもウルシ

も共に樹液に触れるとかぶれてし
まいます。また、意外ですがマン
ゴーやカシューナッツもウルシ科

の植物です。

八国山の紅葉は全体に褐色系で

すが、ヤマウルシは普通に見られ
ますから、ぜひ今度紅葉を楽しん
でみてください。ただし、桜を折
ったりしてかぶれないようにご注

意を！　　　（ピー永島）

ホームページと電ログを鵬醸しましな

「繍象に入IIjへの筆録粛細目します

北川かっばの会のホームページを

完全リニューアルしました（諸般の事

情により、以前のものを廃止し、一か
ら作り直しました）。URLは

http：／／homeDaEe3．niftv．co恥鮎ta的

Wakappanokai／

です。この機会に「お気に入り」への

登録をお願いでさればと思います

（「北川かっばの会」で検索ヒットす
るプロバイダーもあり）。ホームペー

：ジには、「北IIIかっばの会とは」、「活

動記録と予定」、「北川の環境調査結

果」、「環境学習支援」のページを中
心に構成しております。ホームページ

の更新作業はなかなか手間暇がかか

ることから、月1回程度の更新を目

としております。

また、今回、新規に「かっはプログ」

も開設しました。こちらのURLは
http：／／kitagaYlakapPanOkai．cocoiog

－nifty．c00／bIog／

です。こちらも「お気に入り」への登

録をお類いできればと思います（ホー
ムページのトップページからもアク

セス可能）。プログへの情報掲載は手

軽にできることから、現在のところ週
に1－2本程度の掲載をしておりま

す（ホームページより情報の鮮度が高
い）。

内容は、会の活動報告（写真を

含む）や予定、意見掲載などが中
心となっております。かっぱブロ

グは、（当たり前ですが）携帯電

話からもアクセス可能ですので、
ぜひご利用いただければと思い

ます。
ホームページはメールでの返

信機能、プログも同様にコメント

での返信機能（匿名での返棺可

能）が付いておりますので、ご意
見やご感想、様々なイベントへの

参加希望の意思表示などにご利

用いただければと思います。最後

に、これらの開設を機に、会員間

の交流や地域への情報発信がま

すます盛んになるよう期待した
いと思いますら



第27回　秋のクリーンアップを終えて

今回の、クリーンアップ晴天に恵まれ、行政、市民の協力のもとに実
施されました。

精心幼稚園近くの集合場所は精心幼稚園の運動会の日に重なったせい

か、一般の方の参加が残念ながら少数でした。北山小学校側の集合場所

は、自治会の方が多数参加されたようです。

北川と前川の合流点は意外にも粗大ゴミは少量でした。春も1羽でし
たがきれいなおしどり」が気持ちよさそうに泳いでいました。

全般的に粗大ゴミは少なかったようです。雨が多かったせいで下流に

流されてしまったのでしょうか。

親水公園に行く間に落差満が3箇所ぐらいあります。角度がきつい為、
魚が上流に行くのは無理なようで魚影も濃いところと薄いところがあっ
たような気がします。落差溝を一部緩やかな箇所があると魚が自由に行

き来出来、いろいろな生き物にお目にかかれるのでは？鯉ばかりでは飽

きますよネ！

相変わらずゴミの量は減りません。橋の上からの投げ込みのゴミが多
いようです。

今後も根気よく続けてきれいな川を維持していきたいものです。
多数のご参加ありがとうございました。　　　　（M．Y）

かっぱウオークat平井川（あきる野市）

10月26日（日）「川原で遊ぼう会」が月1回行っている「自然かん

きつ仲間」にかっばの6人衆で参加してきました。子どもの参加が多く、

みんな本当に自然大好きという感じが好ましい。クモ講師の八幡さん、
昆虫請師の荘司さんが案内人。広い川原を生き物観察をしながらゆっく
り歩きました。丸いカヤネズミの巣を初めて見ることも出来ました。

その後は、集会所でじっくり生き物観察。子ども達の一生懸命絵を描
いている姿が印象的。クモの多彩さに驚き、身近な自然にこんな世界が

あったんだと思いました。雨が降りそうな寒い日でしたが程良く歩き、

豊かな自然に触れられ、楽しい一日でした。（チェリー）
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iオススよし志功

わか東村山に愛をこめて①

市民が選んだ緑の百禁と

市の財政　2α〕8

両最覿政弼窮余．．．③1．鉱治

夕張ショックを契機に全国各地

で市民が自治体財政を学ぶ活動が

盛んになってきている。自治体財

政に詳しい大和田一紘氏を講師に

勉強会や、その成果をまとめ発表
する活動が盛んだ。

わが東村山の市民も勉強の成果

を冊子にまとめた。

冊子の半分は市内の緑の風景の

素敵なカラー写真だ。
本文では、歳入歳出等の25年間

の推移等のグラフや解説が分かり

やすくまとめてある。また扶助費
と公債費の市財政からの実支出の
比較もあり興味深い。ぜひ読んで
いただきたい一冊である。

市内書店（あゆみブックス、丸山書

店、剃れ書房等5店）やrMARUJ

で購入できる。

【北川かつばの会定個食】
1月11日（日）

15時～18時・かっぱ亭

09年度の活動予定について話

し合います。特にブラッがス対策、

環境学習、助成金などについて検
討予定。　終了後「新年会」を行
ないます。

生壁如排・カレー＆ビール

′叫的むレ
神色に湯豆腐、余り物の漬けでもあ

ればいうことなし、2008師走。皆さ

まにとって来年はよしヽ年であります

ように！　　　　　　規RU

●M棚U2008忘年パー

ティー

日時：12月27日（土柑M6：00～

参加費：3000円（lドリンク、フード

食べ放題）

第1部：新宿ブラガールズ・ダンス

第2部：トリアユズ岩崎、中谷校長

ウメダ親父他、混成・混乱バンド

第3部：ブルース”わたりべふみ

ジャズ・ピクリク・フクムラサトシ他。

第4都：大カラオケ大会・演歌、

校歌、フォーク，ナツメロ、、オペ

ラ、なんでもOK、歌手募集中！

参加予約受付け中、MARU迄

●2009MARU新患TAZZライブ

梅津和時のSA羊と鬼頭無月のギ

ターが年初めから大ブレイク！

日時：1月16日（金）

PM6時OPEN　7時START

チャージ：前売り2500円

当日2800円
★予約受付け中

MARU O42－3954430

東村山駅西口1分



インフォメーション
●　定例川そうじ（水辺倶楽部）

1月10日l

（土）9時～10時30分頃（北山小正

門前集合）

●　09年「新年会」

1月11日〈日）18時頃より「MARU」にて

●甑肪町社会綿社協力員30周年の
つどい

1月24日（土）1：30－3・30

ふるさと歴史館

地糠の環境「北川」から考える

繍演者三島悟
●「みどりの藤枝」野鳥観察会
1月25日（日）頃

（詳細は東村山市報に構戴予定）
●　川嬬会議

2月7日（土）10：00－12：00

ふるさと歴史館

●　定例川そうじ（水辺倶楽部）

2月14日（土〉　9時～10時30分頃

（北山小正門前集合）

●　北川ウオッチング

2月14日（土）10：30－11：30頃

（北山公田親水広場集合；底生生揚

を見たり、水質を鶴蓋します。雨天中止
→かっはブログに掲載）。最近会員にな

った方、かっばの会に興喋のある方に

詩にオススメです。参加希望はHPのメ
ールで返信、またはrMARUJへ

●　北川かっばの会「絶食」

2月28日（土）13：30－16：00頃

（ふるさと歴史館）

つぼの全会員募集

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」（騙月間）をお送りします。

●問い合せ・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

●会費振込先
上記へ曳金高留または

〔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
＊＊＊＊＊＊＊＊家持＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊水薬＊＊＊＊＊春永＊

「かっは通信」は市内の公民館と図書

館。東村山駅西口「MA的」に置いていま

す。

問いIl流域マップ』　200円

流域散歩にご利用ください。

『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


