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10月 18(日) 第 28回 北川クリーンアップ！ 
10月から年末までの予定を掲載しました 

 
報告ブラックバスが占拠！北川源流、宅部池で魚類調査を実施  

８月 28～29 日、北川の源流である都立狭山公園内の宅部池（通称たっち

ゃん池）で、魚類調査を公園管理者とともに行いました。併せて池の最深部

（水深約3.5ｍ）における底生動物と、池出口付近でのパックテストを利用し

た水質調査を実施しました。 

 結果は驚くべきもので、目視で

は大型のコイとゲンゴロウブナ、

ドジョウがわずかにみられたも

のの、捕獲されたのはオオクチバ

スがほとんどで、他には手網でヨ

シノボリ（ハゼの仲間）のごく小

さいものが少しでした。投網の網

目が 12mm（一辺６ｍｍのひし形）

と小さいこと、オオクチバスが食べていたのが、エビやフサカの幼虫、トン

ボなど魚以外であったことから、昔たくさんいたモツゴやヨシノボリ、 → 

▲捕獲された15～20cmのオオクチバス 



ウシガエルのオタマジャクシなど、特にモツゴのような小型の遊泳魚は壊滅に

近い状態なのでは？と心配されます。  

 私の記憶にあるたっちゃん池は、いろいろな種類の生き物がたくさんいたの

ですが、現在の特異な状況をどうやって改善していくか、管理者の方々と対策

を考えているところです。（康）※調査結果概要はホームページ参照。詳細は別途報告予定。 

──────２００９年度(秋)活動スケジュール─────── 

第２８回 秋の 北川クリーンアップ      
10月18日（日）10:00～12:00 

軍手またはビニール手袋、長靴着用 

集合：北山小西門または精心幼稚園

北側勝陣馬橋 ；雨天中止 

定例川そうじ                 

11月14日（土）9:00～11:00 

12月12日（土）9:00～11:00 

集合：北山小正門前 

かっぱウォーク              

11月14日（土）10:10～12:00 

市内の弁天池、正福寺地蔵堂、北山

公園、八国山をウォークします（新

河岸川流域川づくり連絡会主催の

フォーラムのイベントとして開催

予定）集合:東村山駅改札口 10:10 

新河岸川流域フォーラム            
11月14日（土）13:00～16:30 

流域の各団体の発表や展示を予定 

北川かっぱの会でも発表（16時過ぎ

予定）や展示を予定 

開催場所;サンパルネ・コンベンシ

ョンホール（西口再開発ビル内） 

かっぱ定例会               
11月28日（土) 14：00～16：00頃 

クリスマスパーティー               
12月5日（土）16：00頃～ 

（MARU茫々亭；会費制、詳細はかっ

ぱブログに掲載予定） 

南台＆富士見小土曜講座           

         「野鳥をみよう」     

12月12日（土）空堀川・中央公園 

12月19日（土）北川・八国山 

両日とも集合：10時富士見小 

        ～15時頃 

２ 

投網を打って調査捕獲 

▼なんと全長40cmのワニガメメがいた 



報告 第 14 回北山わんぱく夏まつり開催される        

８月２日（土）、北山わんぱく夏まつりが開催されました。今年は途中から雨と

なってしまい、14時過ぎには終了としました。しかし、北川ウォークではたくさ

んの魚を採ることができ、カヌー遊びも楽しむことができました。北川水族館で

は北川で採れた魚を展示することができました。 

同日実施した魚類調査結果では、トウヨシノボリ、モツゴ、オイカワが多かっ

たこと、アユが見られたこと、幸いにしてブラックバスが見られなかったことな

どが特徴点です；詳細はホームページをご覧ください。 

また、今春オープンした「八国山たいけんの里」をサブ会場とし、夏まつりを

開催することもできました。市の関係者の皆

様方をはじめ、当日演奏や出店していただい

た方々、ボランティアとして協力していただ

いた学生の方々など等、ありがとうございま

した。今年の雨にめげることなく、来年以降

も継続して開催していく決意ですので、よろ

しくお願いいたします。(清水） 
   

報告 みどり楽校
がっこう

｢探検講座｣                 
8月 29日、東村山市みどりと環境課

と｢みどりの市民会議｣の共働による毎

年恒例、みどりの楽校｢探検講座｣が開

催されました。 

今年は富士見小と南台小の土曜講座

の皆さんの参加があり、子ども達とス

タッフを含め60人近い人数で賑わいま

した。今年は日帰りの講座で｢市内の自

然でおおいに遊ぶ！｣を趣旨に企画し

ました。朝6時に北山公園に集合→開

校式→八国山虫取りハイク→朝食（持

参）→北川川遊び魚捕り→野外料理講

座（体験の里にて）→閉校式解散（午

後3時）でした。虫取りハイクは、永

島さん、石橋さんのガイドにより、セ

ミやクワガタを見つけた子ども達の明

るい声が八国山に響きました。川遊び

では岡田さんに手網で魚を捕る方法を

教えて頂き、小さなエビや魚に触れる

事が出来ました。野外料理講座では三

島さんを講師に、竹を削ったお箸作り

や焚き火での竹飯の炊き方等を教えて

もらいました。その香ばしい香りもま

た子ども達の良い思い出になったでし

ょう。 

東村山の自然の中で、早朝から夕方

近くまで一同くたくたになるまで遊び

ました。この思い出が子ども達の豊か

な環境を守り育てる気持ちの一助にな

ればうれしいですね！さて、来年の夏

は皆で何して遊ぼうかなぁ～！？ 

(みどりの楽校校長 中谷)
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かっぱの楽校 生き物講座 50                

  クサギ                      水辺だより 2009年７～９月     ボランティアグループ「北川水辺倶楽部」 
 
今年の夏は過ごしやすい夏でしたが、八国山に花が少なくな

る盛夏にはクサギの花が咲きます。白い花がたくさん付いて、

甘ったるい強いにおいがするので、近くを通りかかるとすぐ気

が付きます。 

クサギは漢字で臭木と書きます。その訳は葉をちぎると強烈

な（くさい）においがするからです。日本各地の野山に分布す

る高さ数ｍの落葉広葉樹ですが、日当たりの良い林縁等に見ら

れる典型的な先駆植物（パイオニア）なので、八国山のように

人手が入らず暗い林になってしまうと、競争に負けてそのうち

姿を消してしまいます。 

こんなクサギは動物たちにとって重要な役割を果たしていま

す。夏には大型の蝶のアゲハ類、スズメガ類やハチ類が好んで

花に吸蜜に訪れます。秋には赤いがくに藍色でよく目立つ実を

小鳥たちが食べに来ます。人間も若葉をゆでて食べ、薬用や染

料としても利用されてきたそうです。 

八国山にはわずかに見られるだけですが、私はアゲハ類の撮

影のために重宝しています。どんな生き物がクサギを利用して

いるのか観察してみてはいかがでしょうか？   （ビー永島）  

クサギで吸密するカラスアゲハ 

 

＜７月＞ 

最近、大雨が少ないので川底が

すっかりドロで覆われていまし

た。歩くたびに水が濁り水中の

ゴミを見失いそうになります。

川底のドロ掃除ばかりは私たち

の手に負えません。自然の力だ

けが頼りです。そろそろ大雨が

欲しいものです。 

外来植物のオオフサモをあちこ

ちで見つけました。明るい緑色

で一見きれいに見えるこの水草

は、繁殖力が旺盛で茎は長く伸

び、水面一帯に増えたら駆除す

るのが大変です。少量のうちに

根気良く摘み取っていくことに

しています。 

今日の掃除に、メンバーのお

子さんで小学 1年生の女の子が

デビューしました。お父さんと

一緒のボランティア活動です。 

「みてー！1こみつけたー」「何

をー」「かん！」･･･。 

「みんな～ザリガニー！」･･･。 

女の子の声は辺り一帯に響く 

くらいに元気がいいのです。そ 

して、その声がみんなの心を和 

ませ、川掃除が一段と楽しくな 

るのでした円
ま

帆
ほ

ちゃん、ありが 

とう！ 

 

＜８月＞ 

前夜の大雨でドロはすっかり流

され、川底が小石や砂に変わり、

水量が多く勢いのある流れは、

まさに清流そのもの私たちの望

む北川でした。いつもこれくら

いの水が流れていればどんなに

素晴らしいことか！残念ながら、

現状は時々の大雨に期待するし

かありません･･･。大雨の後はし

ばしば川底が大きく変化してい

ます。先月より深くなっていた

り反対に浅かったり、砂地にな

っていたり、粘土質が剥き出し

になっていたりと、本当に驚か

されます。 

今月もお父さんと一緒に参加し

た小学 1年の女の子は、真っ赤

で元気のいいザリガニが振り回

す大きなハサミが怖くてドキド

キしていました。 

 

 

 

＊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） 

 

 

 

 

＜９月＞ 

午後から雨の天気予報とは言

え、朝はまだ曇り空。ところ

が、開始早々に予期せぬ雨が

パラパラ･･･。程なく雨は止み

予定通りに川掃除を終えるこ

とが出来ましたが、実は短時

間の小雨とは言え、９月に雨

に降られたのは川掃除を始め

て以来 11 年間で初めてのこ

と。今年は３月にも初めて雨

に降られ、この 2～3年第二土

曜日の降水確率が非常に高く

なっています。これも地球温

暖化と関係があるのでしょう

か？ 

ゴミの無くなった北川では、

早速、隣接する北山小学校の

土曜講座で、「北川の魚と生き

物をのぞいてみよう」が実施

され、子供たちが、ボランテ

ィア講師のかっぱの会員の手

ほどきで、網を片手に小魚取

りに夢中になっていました。 

   （松村） 
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報 告 北山小学校土曜講座 「北山北川わんぱく講座｣ 

  

                                          

7/18（土）午前5:00～7:３０ 

      八国山虫とりハイク 

今年３回目の土曜講座は、昨年同

様、午前５時スタートという夏休み

初日の印象的な時間設定にしました。

講師は永島、中谷両講師。 

早朝の設定にかかわらず子ども

35人が集まり、同伴保護者の８割は

お父さんでした。会社の出勤前の方

もいました。 

盛夏の気持ちのよい朝いざ八国山

に。今年は、早速カブトをゲット、

出足はよかったもののまだ夏の暑さ

がイマイチなのか大きな甲虫類はそ

う多くはいませんでした。収獲は少

なかったものの、セミの脱皮する姿

が見られたりして貴重な体験ができ

たと思います。          

9/1２（土）北川の魚と生き物を
のぞいてみよう  

４回目の講座は、水底生物観察と

魚捕りです。雨の心配がありました

が無事開催。北山公園の親水広場か

ら川に入り北山小前まで魚を追いか

けました。子供 15＋αの参加があり

ました。 

今年の結果は、めったに見られな

い体長 12cm ほどのカマツカが３匹

も捕まりました。 

小学校正門前で水槽に魚を集めミ

ニ水族館を作り、魚の解説を行いま

した。 

9/2６（土）トンボ捕りと 

追加     ヤゴいかだ作り 

秋らしく涼しくなって、赤トンボ

が北山公園でもたくさん見られるよ

うになりました。今回は追加講座と

いうことでトンボ捕りを永島さんの

応援で開催。 

捕った赤トンボの種類を同定しト

ンボの知識を深めました。 

同時に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

すい状態にしようと、「ヤゴいかだ」

を１つお父さん方の協力で製作しま

した。ヤゴいかだとはプールの水面 
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に草を浮かばせるようにした工夫した

「いかだ」です。今年のヤゴ救出作戦

ではその成果でギンヤンマが大量にと

れましたが、来年は、ギンヤンマも赤

トンボも増えることをもくろみ、プー

ルに大量のワラも浮かべました。来年

のヤゴ救出作戦が楽しみです。 

（岡田） 

みどり楽校｢探検講座｣での虫取り 

報告 南台＆富士見小土曜講座 

      「水のふしぎ探検隊」      
9 月 5 日好天のなか、富士見小＆南

台小土曜講座の水のふしぎ探検隊 9名

が、コーディネーターやアシスタント

の中学生などとともに北山公園にやっ

てきました。 

かっぱの会が講師を担当して、午前

中は北山公園の菖蒲田や田んぼの周り

でトンボ捕りです。メインはアカトン

ボのはずでしたが、なぜか全くと言っ

ていい程見られません。それでもギン

ヤンマを始め 5種類のトンボが観察で

き、みんなで見分け方などを学ぶこと

ができました。 

午後は、皆で北川に入って魚捕りを

しました。北川の魚たちも夏の間、連

日追いまくられて逃げ足が速くなった

のか？なかなか手ごわくて、私たちも

ハラハラでしたが、チームプレーなど

駆使して頑張った結果、レギュラーの

モツゴやザリガニ、小型のオイカワな

どはちゃんと捕れました。得物は、名

前を調べた後、ほとんど釈放しました。 

（康＆ビー）
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北川かっぱの会 会議日程 

定例会 11月 28日（土) 
14：00～16：00頃（MARU茫々亭） 

３月までの活動内容、助成金の活

用、ブラックバス対策などについて

検討予定です。 

インフォメーション 
                                                                       

全労済より助成金             

北川かっぱの会の活動が「２００９年

度全労済地域貢献助成事業」の助成金

を受けることになりました。「北川流域

の環境学習支援内容の充実」というテ

ーマで、備品の購入費や作製費などに

ついて助成を受けることになり、今後

の活動内容の充実につながっていくも

のと思われます。 

前号でお伝えした一橋大学エコサー

クル環兵衛の方々からの寄付と併せ、

大切に使わせていただこうと思います

（感謝！）。 

☆会費納入のお願い        

かっぱ通信の印刷、郵送費など、経

常的な経費は会費を基に活動を行な

っています（助成金や寄付金は備品

の購入などを中心に支出）。最低限の

活動を維持していくためにも、会費

（年間3000円）の振込をお願いいた

します。 

●編集後記 

編集のピンチヒッターです。編集が大

変というより Word2007に疲れた。これ

が世界標準のワープロ? （遊星歯車） 

かっぱの会会員募集 

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」(年５回)をお送りします。 

●問い合せ・申込み先  

http://kitagawakappanokai. 

cocolog-nifty.com/blog/ 

●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〕 

加入者名 北川かっぱの会 

 

かっぱ通信は市内の公民館と図書館

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 送料 390円 

『北川流域マップ－未来の川へ－』 

北川公園、八国山を歩くための地図。
流域の生き物ミニ図鑑付き。Ａ２両面
版  頒価 200円 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
本誌についての問い合わせ先 

http://kitagawakappanokai. 

cocolog-nifty.com/blog/ 
８ 


