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発行 北川かっぱの会
http://homepage3.nifty.com/kitagawakappanokai/
http://kitagawakappanokai.cocolog-nifty.com/blog/

「八国山・北山公園の生き物観察ガイド」

が完成しました！

昨年 10 月末より編集作業を進めていた「八国山・北山公園の生き物
観察ガイド」が完成しました。このガイドは、東京ガス環境おうえん基

金の助成金を受けて作成したもので、主に児童や市民向けの環境学習の

場面で使うことを想定して編集を行ってきました。A2 版両面カラー印
刷（八つ折）で、表面には「雑木林と水辺の今」や「外来生物とは」、

「絶滅危惧種」、「八国山を食べる」、「遊び方」などの記事が、裏面に

はこの地域で見ることの出来る動植物約 110 種の写真と解説が掲載さ
れています。編集にあたっては、八国山たいけんの里「はっちこっくメ

イト」自然部会の皆様方の全面的な支援を受け、またデザインは松澤さ

んに、編集チェックを三島さんにお願いして完成することができまし
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た。ここに、助成元の東京ガスをはじめとして、編集にご協力いただきま

した皆様方に厚く御礼申し上げたいと思います。

4/28（土）「観察ガイド」完成記念観察会開催 詳細はP6参照

提案「（仮称）北川ルール」について
先日開催された、北川かっぱの会・総会の場で「（仮称）北川ルール」

の骨子案について検討しました。その骨子案の概要は以下のとおりです。

■北川ルール策定の意義（目標とする北川の姿）

・在来生物が生息しやすい北川（清流や周辺環境）に戻していくこと

・ゴミのない美しい北川にしていくこと

・子どもが楽しく安全に遊ぶことのできる北川としていくこと

■北川ルールの骨子（北川流域に住む人、北川を利用する人の行動指針）

・ペットの放流 外来魚や外来のカメ類、外来の水草などの放流をやめ

よう

・エサやり コイやカルガモなどへのエサやりをやめよう

・生き物の採取 アメリカザリガニやウシガエルなどはどんどん採取し

よう。しかし在来種の採取はほどほどにしよう

・犬の散歩 犬の糞や毛は持ち帰ろう

・ゴミ ゴミは捨てずに持ち帰ろう、見つけたら拾おう、クリーンアッ

プに参加しよう

・川の草刈り 生き物のために岸辺の草を刈り残そう

■北川の整備の方向性（行政と相談、連携しながら実施）

・北川の落差工を解消する魚道を設置することな

どにより、魚が往来しやすい川にしていこう

・雨水の地下浸透や公共下水道への接続の推進な

どにより、北川に清流を取り戻していこう

・北川流域の雑木林を保全し、水循環にとって望

ましい環境づくりを行っていこう

・子どもが安全に遊ぶことのできる川づくりを目

指そう

観察ガイドの送付を希望される場合には、角形６号（23×16㎝）以上の封

筒（返信先を記入し120円切手を貼付したもの）を同封し、〒189-0026東

村山市多摩湖町1-37-16北川かっぱの会・清水淳 あて送付してください
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報告 うららかウオーキング 自然ガイドを行いました

3 月 25 日午前、西武狭山
丘陵パートナーズ主催の「春

のうららかウオーキング」

が行われました。北山公園

の自然ガイドを、かっぱの

会が協力し、7 名がスタッ
フとして活動しました。

当日は参加者の出足も良

く大にぎわいで、200 名ほ
どの参加となりました。

受付で、参加者へかっぱ

通信と刷り上がったばかりの「八国山・北山公園の生き物観察ガイド」を

配り、自然ガイドのテキストとして活用しました。また、前日採集したオ

イカワなど魚類を水槽で展示し、特定外来生物のオオフサモも見てもらい

ました。やはり本物のインパクトは大きいです。ガイド活動へのカンパも

けっこう集まりました。

自然ガイドでは、かっぱの会のミニ紹介、しょうちゃん池ではブラック

バスなど外来生物の駆除活動をしたこと、現在の工事で湿地が復元される

こと、善行橋下では魚道を作って生き物の往来ができるようにしたこと、

親水広場では自然護岸化と川に入りやすいようにしたこと、川掃除の活動

を紹介しました。

また狭山丘陵の東の端に位置する八国山や北山公園が絶滅の危機にある

トウキョウダルマガエルなど在来種の最後の砦になっていること、生物多

様性の維持には在来種を脅かす外来種のコントロールが大切であることを

訴えました。最後に、菖蒲園についても紹介しました。

今年は梅もまだつぼみで、サンシ

ュの黄色い花とオオイヌノフグリが

咲いていたぐらいでしたが、参加さ

れた方は、にわかガイドのつたない

説明を熱心に聞いてくださり、春浅

い八国山を楽しんでいる様子でした。

この機会を作ってくださったパート

ナーズに感謝です。 （久）
在来魚を集めたミニ北川水族館

「観察ガイド」も大好評！
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かっぱの楽校 生き物講座 61 報告 北山公園の工事が終わりました

春が来た 野にも来た 昨年の秋以来行われていた、北山公園の工事（国の緊急雇用対策として実施された）

季節のたより、水辺のセリ摘みが楽しみ が３月末日をもって完了しました。北山公園の菖蒲田の園路の改修も大かがりでした

な時期です。 が、今回の目玉は、しょうちゃん池背後のビオトープ部分の改修でした。4 月 7日に
今回は、もっと身近なオランダガラシの 市・みどりと環境課の工事担当者さんから工事の趣旨と内容を現地で案内していただ

お話。ステーキなどの付け合せのクレソン きました。 ビオトープ部

と言ったほうが分りますか？ほぼ一年中 なお、後日現地見学会

みられるのですが、食べるには春先～初 も開催とのこと。

夏が特にお進めです。明治時代に野生化

した外来植物で、あちこちのどちらかとい

うと流れがある水辺に群落を作っています。

植物の外来種は川原や造成地に多いのですが、川原は出水によるか

く乱により、また造成地は今まであった表面の土ごとひっくり返されてし

まうことなどで、種などの供給がなくなり、一時的に植物の空白域とな

っているため、繁殖力が強い新たな種類が入り易くなることが大きな要

因です。

さて、そのオランダガラシですが、市内では特に前川で多く見られま

す。前川や空掘川のは食べるのにどうもなぁと思われるなら近くの湧き

水～沢、小川、多摩川では青梅辺りから先、秋川などのものならどうでし

ょうか？湿り気があれば、挿し芽で簡単に育てられます。

白菜やダイコンと同じアブラナ科で、学名を日本語で書くと、ナスタチ

ウム オフィシナーレ。ナスタチウムとはラテン語で「鼻がねじれるほど

刺激のある香辛料」、オフィシナーレは「薬用」という意味だそうで、制が

ん効果もあるという‘噂’もあります。要注意外来生物に指定されている

多年草で、オオフサモ並に繁殖力があるので、どんどん採って、軟らかい

うちに生やお浸し天ぷら等でいただいちゃいましょう。なお、よく似たタ

ネツケバナ（タガラシ）は１～越年草で在来種です。

〔私のおすすめ番組〕Ｅテレで主に日曜放映中の「ミニスキュル」虫好き

でなくとも、まあ見てみてく

ださい。（チシマザクラ）
クイズ：クモの足は何本？（答えは6ページ）

Ａ．６本

Ｂ．８本

カワセミが営巣し

やすい土手が築かれ

る

池の背後のビオトープ
が目隠しになる土手が
築かれた

季節がめぐり工事の跡
形が緑で埋められるの
が楽しみです。

増水すると大
きな水たまり
ができる

広い湿地が出
現の予定



5

報告 第１７回総会を開催

2 月 25 日（土）、北川かっぱの
会の第 17 回総会を開催し、2011
年度の総括と 2012 年度の活動方
針を中心に議論を行いました。北

川流域の生物多様性を保っていく

ために、北山公園の水辺と草地を

守っていくこと、特定外来生物（オ

オクチバスやウシガエル、オオフ

サモなど）を駆除していくために

も継続的な調査を実施していく必

要があること、北川の環境を守っ

ていくために、「（仮称）北川ルー

ル」の提案を行っていくことなど

を中心に議論を行いました（議案

書の内容や主な議論の内容は 2/26
付けかっぱブログを参照してくだ

さい)。なお、会費を払っている会
員の皆様方には、本号の送付に会

わせ、2011 年度決算書、2012 年
度予算書、2012 年度役員一覧資料
を送付しておりますのでご覧くだ

さい。

報告 オオフサモの現況

昨年の秋にオオフサモを枯渇でき

るのではと期待して重層を散布し

ました。場所は、北川上流部の沢

山茂っている箇所です。去る、３

月 25 日に確認をしたところ、重
層散布の効果が若干あることは確

認できました。但し、上層部のみ

枯れており、茎からは、新しい芽

が出始めておりました。重層散布

は、根まで行き届かないので復活

してしまいます。全国の除去の事

例を調べましたが、やはり人海戦

術で根こそぎ抜き取るのが一番効

果があるようです。

茎からは、新しい芽が
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─2012年 ４月～６月 活動スケジュール──
「八国山・北山公園の生き物観察
ガイド」完成記念観察会
4/28（土）14:00～17:00頃

八国山たいけんの里集合；観察ガ

イド執筆者のガイドによる観察会

です。参加者には「八国山・北山

公園の生き物観察ガイド」を差し

上げます；雨天中止＝かっぱブロ

グに掲載；

観察会終了後、観察ガイド完成記

念祝賀会を開催（茫々亭）

東村山市みどりの祭典

4/29（日）10:00～15:00頃

東村山市中央公園

定例川そうじ 毎月第２土曜 9-11時

5/12、6/9（土）集合：北山小正門前

川端会議

5/12（土）10:30～12:00

ふるさと歴史舘 →北山公園等の

整備や管理についての市、市民団

体、市民による意見交換会。どな

たでも参加可能です。

北川のオオフサモ点検

5/19（土）15:00～16:00頃

縄文遺跡橋集合 北川で増殖して

いる特定外来生物オオフサモの現

状を点検します；雨天中止

春の北川クリーンアップ

5/20（日）10:00～12:00

将陣場橋、大関橋、宅部遺跡橋、

または水道橋集合；雨天中止。長

靴、手袋などを持参。

北山公園しょうちゃん池魚類調査

5/20（日）12:00～13:00

一昨年、掻い掘りを行った池の魚

類調査です。投網と手網で魚類を

採取し、池全体の状況を推定しま

す。雨天中止。

全国の川・一斉調査

6/3（日）9:00～12:00 北川と前

川の10 箇所について水質調査や

水底生物調査を実施;雨天決行。

廻田公民館集会室集合

小学校土曜講座

北山小・ヤゴ救出作戦

５/26（土）9～12時頃 北山小プー

ル集合 雨天の場合は翌日に順延

富士見小＋南台小

八国山昆虫採取

６/16（土）10時頃～北山公園集合

八国山へ。雨天中止。

北山小・ホタル観察会

6/23（土）18～20時頃 狭山公園

パークセンター集合 雨天中止

かっぱ定例会
6/3（日）11:30～12:30 廻田公民

館集会室 ９月頃までの活動計画

について検討予定。誰でも参加可

能です。
クイズの答え Ｂ．８本

（昆虫（6本）ではありません）
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インフォメーション
会費納入のお願い

かっぱ通信の印刷費、郵送費（マ

スコミや環境関係の識者、他の環

境団体への周知経費を含む）や夏

まつりの消耗品などの経常的な経

費は、皆様方からの会費を基に活

動を行なっています（企業等から

の助成金は、経常的な経費への支

出は認められない）。

今回、振込用紙を同封させてい

ただきましたので、最低限の活動

を行なっていくためにも、会費（年

間 3000 円）のお振込をお願いい
たします（既に振込済の方にも振

込用紙を送付している可能性があ

ります。悪しからずご了解くださ

い）。皆様のご理解とご協力をお願い

いたします。

●寄付いただきました 深謝

「沙羅の会」様から3000円

北川かっぱの会 定例会

6/3（日）11:30～12:30

廻田公民館集会室

６月頃までの活動予定について検

討します。誰でも参加可能です。

●編集後記
「観察ガイド」ができあがりました。
執筆者の方々の並々ならぬ労に感謝！
これを見せた方の驚きの声「ここに鷹
がいるの？こんな虫いるの？、、、」
自然の驚きを、このガイドを片手に新
緑の八国山で実際に体験していただけ
たら何よりです。活用のほどお願いし
たいです。 （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
●発行 北川かっぱの会 東村山市

野口町 TEL 042-395-7705 渡辺


