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

2/22(土) かっぱの会の総会を開催します

報告 かっぱ通信１００号発行記念「祝賀会」
1 月 25 日（土）夜、東村山駅前「サンパルネ」コンベンションホー

ルで、「かっぱ通信 100 号発行記念祝賀会」を開催しました。当日は市
役所や西武・狭山丘陵パートナーズ、市内のボランティア団体、北川か

っぱの会の関係者など、約 80名が集いました。
当日は北川かっぱの会の清水から「北川かっぱの会のこれまでとこれ

から」と題したプレゼンテーションを行った後、東村山市長渡部尚様、

かっぱの会の魚応援団君塚芳輝様、西武・狭山丘陵パートナーズ統括所

長植木孝行様よりご祝辞をいただきました。乾杯の発声は東村山市みど

りの市民会議会長の和田安希代様にお願いし、祝宴へと移っていきまし

た。祝宴では北川かっぱの会のこれまでの 18 年間をスライドショー
形式で放映し、後半のライブでは、トビー岩崎、ウーロン中谷、梅田・
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河野バンドのライブもあり、大いに盛り上がりました。祝賀会は終始なご

やかな雰囲気で、想像していた以上に参加者同士の様々な繋がりを感じさ

せてくれました。今回、北川かっぱの会に関係する様々な団体の方にご参

加いただき、今後の北川流域、いや市内や狭山丘陵のみどりや水辺の保全

をさらに強力に推進するきかっけとなったのではないかとも思いました。

祝賀会を迎えるのに当たり、NPO「birth」の方々からは豪華なお花が、
また、多数の方から寄附や差し入れを頂戴しました。どうもありがとうご

ざいました。そして、祝賀会のために事前準備や会場設営、受付や司会を

行っていただいた方々、

その他たくさんの方々の

ご協力をいただき祝賀会

は成功裏に終了すること

ができました。この場を

お借りして深く御礼申し

上げます。

北川かっぱの会はかっ

ぱ通信 200 号の発行を目
指し、これからも地域の

みどりや水辺の保全に取

り組んでいきたいと思い

ますので、引き続きご支

援、ご協力をお願いいた

します。

2014年の活動
方針等についてご意見を

北川かっぱの会では、2月22日（土）16時より廻田公民館で総会を開き、

2013年の活動総括や決算、2014年の活動方針、予算案などについて議論す

る予定です。2014年の活動方針では、以下の項目を中心として議論を進め

る予定です。会員皆様の参加をお待ちします。

①北山公園で通年での水確保策や北川の落差工の解消策

②外来生物（アカミミガメ、ウシガエル、オオフサモなど）やコイの防除策

③トウキョウダルマガエル等の絶滅危惧種の保護策

④各イベントでのボランティア募集の具体策

⑤市民に対して訴求力のある情報発信方法

⑥より若い世代が活躍することのできる組織体制

100号記念アンケートから(続）
活動での思い出、印象に残っていること
●会設立の頃、Ａ５版のニュースレターに驚き

ました。今までになかったので（佐藤留美）●

川が少しづつきれいになってきたこと、夏まつ

りやクリパなどのイベント（yas）●生き物と
ふれあった時の子どもたちの笑顔（ビー永島）

これからの活動に対する期待 ●川の落差の

解消、全戸に雨水浸透枡の設置（君塚芳輝）●

子どもや市民対象の観察会（yas）●北川方式
の全国の広がりを（匿名）●その他要望など●

若者の参加の増加（君塚芳輝）●楽しみながら

みんなで頑張りましょう（ビー永島）●会費だ

けの応援ですが、かっぱ通信楽しみにしていま

す（匿名）
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かっぱの楽校 生き物講座 71
北川の新しい仲間 カマツカ(コイ科カマツカ属)
ここ数年の事ですが、我らが北

川で以前は見かけなかったカマツ

カという魚を見かけるようになり

ました。分布は岩手県、山形県以

南の本州、四国、九州なので、本

来は生息していてもおかしくはあ

りません。体長 15～ 20cmほどの
細長い体で、吻の下には 1 対のヒ
ゲがありユーモラスな表情です。

この魚はきれいな水の中流域の砂

底に生息し、水生昆虫等の底生の

小動物や有機物を砂ごと吸い込み、

砂だけをエラから吐き出して食事

をします。また、人間や天敵の気

配を感じるとすかさず砂の中にも

ぐります。その習性から「スナホ

リ」、「スナムグリ」、「スナモグリ」

などとよばれる事もあります。僕

は子供の頃、九州の田舎でこの魚

を釣っては、塩焼や空揚げにして

よく食べました。淡泊な白身でと

ても美味しい魚です。今までは、

北川で見かけなかったカマツカで

すが、どこからやってきたのか、

それとも他の支流から戻ってきた

のかは解りませんが、北川は綺麗

な水を好む魚が居る川である事は

確かですね！これからもずっと、

もっとそうであって欲しいと願い

ます！（ヒゲかっぱ中谷）

報告 井の頭池かいぼりに参加
1/25（土）、26（日）に開催され

た井の頭池のかいぼりに北川かっ

ぱの会２名と会の魚応援団の君塚

さん、飯島さんとともに参加しま

した。また、来るべき狭山公園で

の「かいぼり」に備え NPO birth
の 3 人も一緒に参加し、魚の捕獲
や計測などについて体験していた

だきました。

初日の午前は大漁で大型のコイ

やソウギョなどたくさん捕獲する

ことができました。2 日目午前は

中型のオオクチバスやブルーギル

など、午後は弁天池近くで小型の

ブルーギルを手網で多数捕獲する

ことができました。在来魚が予想

以上に少なかったことと、カメ類

がどこかに隠れてあまり捕獲でき

なかったのが残念でした。2 年後
にはまた「かいぼり」が予定され

ているようです。今回、参加する

ことができなかった皆様方、次回

は一緒に楽しみに行きましょう。

次頁左下に写真≫
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報告 川端会議 報告 北川かっぱの会の活動が東京新聞の記事に
2 月 1 日（土）、「北山公園整備計画意見交換会（通称；川 北川かっぱの会の活動が 12月 11日付け東京新聞（多摩版）で紹介されました。これは、かっぱ通
端会議）」が開かれました。今回は参加人数がやや少なかった 信100号の発行を機に取材を受けていたもので、会の活動状況がコンパクトに紹介されました。
ものの内容の濃い意見交換がなされました。以下、主な内容

を紹介します。

現在、北山公園整備計画の基本方針について見直しを行っ

ていますが、その中でトウキョウダルマガエル等の在来生物

を守っていくために、通年での水確保が大きなテーマとなっ

ています。水を確保していくために市から浅井戸の設置につ

いて検討している旨の話もありましたが、他にも将来にわた

り水田を守っていくこと（例；市民ボランティアで水田での

作業を行う、冬水たんぼにする等）や、雨水を貯留する場を

設ける（例；北山小に降った水を集める等）等について意見

が集中しました。なお、1月 18日に開催された八国山わいわ
いミーティング（西武・狭山丘陵パートナーズ主催）では、

北山公園内にわずかに生息するトウキョウダルマガエルにつ

いて、八国山内の湿地で分散して保護することができないか

どうか議論を始めたいという意見も出ています。

また、北川の落差工を解消し、北山公園まで東京湾の魚が

遡上しやすくなる環境づくりについても、何らかの形で整備

計画の中に盛り込んではどうかという意見も出ました。

北川クリーンアップでは、参加者を増やしていくために、

自治会への継続的な働きかけの他、中学校（生徒の自主的な

ボランティア活動への参加を期待）や少年の野球、サッカー

クラブ等への声がけ、一般企業への声がけなどが有効なので

はないかなどの意見が出されました。

北川かっぱの会が提案し検討を行っていた「北川ルール」

については、年度末を目途に

イラスト入りの看板を要所要

所に貼っていく方向となりま

した。

≪井の頭池でのかいぼりの様

子(前頁参照)
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報告南台・富士見小土曜講座
水のふしぎ探検隊
「野鳥を見よう：空堀川」

11 月 2 日、総勢 10 人程が参加
して空堀川で鳥たちとの触れ合い

を楽しみました。今年は暖かい中

でカモたちを見ようと、例年より

１ヶ月程早い実施としました。

まず、中央公園で双眼鏡の使い方

など、野鳥観察の基本的なことを

学んで出発です。いつもはここで

も雑木林に何種かの鳥たちが見ら

れるのですが、今年はほとんど見

かけません。

空堀川に到着すると、なんとカモ

たちが全くいません。川の水が少

なめだったからでしょうか？ ハ

クセキレイだけは「東村山の鳥」

らしく、たっぷり姿を見せてくれ

ましたが、全体に鳥たち

の姿は非常にさみしいも

のとなりました。

おまけに風も結構冷たく、

私も含めてもういいやと

いう感じの残念な講座と

なってしまいました。

(ビー永島)

報告水のふしぎ探検隊
「野鳥を見よう：八国山」

1 月 11 日、総勢 10 人程が参
加して八国山・北山公園で鳥た

ちとの触れ合いを楽しみまし

た。一週間前の下見やいろんな

情報からも、八国山だけでなく

て首都圏全般に冬鳥が少なく、

今シーズンはいったいどうした

んだろうと話題になっていまし

た。

八国山に入るとアオジ、エナ

ガはじっくり観察できましたが、

他の常連的な鳥たちはどこにい

るんでしょうか？

でも、比較的暖かい日だった

ので、子どもたちはお昼休みに

アスレッチク的に盛り上がって

くれました。

北山公園にやって来るとよう

やく鳥たちが姿を見せてくれま

した。しょうちゃん池にはマガ

モがやたらにいて、緑に輝く姿

をドアップで堪能できました。

そして、カワセミは期待を裏切

りません。この日もしっかり最

後 を 締 め

て く れ ま

した。

(ビ ー 永

島）
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報告せせらぎの郷多摩湖緑地
ワークショップに参加しました

12 月 1 日（日）、東村山市と東
村山の原風景を守る会主催の標記

会議に参加しました。当日は市民

24名ほどの参加がありました。
午前中は現地観察と落葉かき作

業、午後は「里山のあるべき姿」

として、この緑地の魅力やこんな

ことが「したい」、「できたらいい

ね」を参加者一人一人が出し合い、

付箋紙に記載し分類、まとめると

いう作業を行いました。これによ

りこの緑地についての特性や姿が

整理できました。一方、トイレの

設置など従来からの懸案事項が進

まぬことへの不満も再提起され、

整備計画の作り方、仕組み作り、

予算処置などが進まない現実が見

えたワークショップでした。(遊)

原風景を守る会 活動日程 多摩湖町自治会集会所集合

3/2,4/6(日） 毎月第１日曜日 9:00～12:00

3/15,4/19 第３土曜日 13:30～15:30ごろ
作業内容：落葉集め,ジャガイモ植えつけなど 集合場所：畑

2014年２月～4月 活動スケジュール
ﾎﾞ は ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集 の略

性別、年齢、経験不問。HP、ブログ（検索；北川かっぱの会）
または直接会員にお知らせください

かっぱ総会 2/22（土）
16:00～18:00 廻田公民館

定例川そうじ 毎月第２土曜 9-11時

3/８、4/１２（土）

集合：北山小正門前 ﾎﾞ
かっぱ定例会
3/23（日）11:00～12:00 北山公

園（雨天時は茫々亭）、６月頃ま

での活動について検討します。

北山公園しょうちゃん池のアカミ

ミガメ駆除作業 ﾎﾞ
4月末～ 10月→月１回程度
カゴ網を仕掛け、翌日回収する作

業。未経験者も大歓迎。

春のうららかウォーキング ﾎﾞ
3/23（日）9:00～10:30東村山駅西口

当日受付 西武・狭山丘陵パート

ナーズ主催 北山公園→八国山→

雑木の森→多摩湖堰堤→東大和公

園→狭山公園を廻る約 10 ㎞のウォ
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ークです。

北川かっぱの会ではミニ水族館を

展示したり、北山公園や北川のガ

イドを行います（9:20-10:30 頃）
「八国山・北山公園・観察ガイド」

も配布します。

ﾎﾞ魚の捕獲や展示、解説など

寄付金に深謝
沙羅の会様 4,600円

（祝賀会）小林寛治様 10,000円、

田中自動車様 5,000円、青木建設

様 5,000円、birth様 お花、大

江泰成様 ワイン

●新会員登場

杉山俊也さん（東村山市）

斉藤 創さん（羽村市）

金本敦志さん（所沢市）

北川かっぱの会 会議日程
２月22日(土) 16:00～18:00

総会 廻田公民館

３月23日(日) 11:00～12:00

定例会 北山公園（雨天時は茫々亭）

DINING MOGU MOGU 紹介
会員の｢シゲ｣こ
と萩原繁郎さん
が飲み屋さんを
始めました。本
誌持参の方は初
回ドリンク１杯
無料とのこと。
TEL： 042-403-

6553
●編集後記
昨年はかっぱ通信年４号体制でしたが、
紙面がぎゅうぎゅうで年５号体制に戻
します。200 号への道が５年縮まり 20
年先になります。そのころには川がほ
んとにきれいになって欲しいものです。

（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
〔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。
北川かっぱの会刊行物

『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
『八国山・北山公園の

生き物観察ガイド』
Ａ２両面版の生き物ミニ図鑑と解説で
す。観察会などイベントで無償配布し
ています。

●発行:北川かっぱの会

連絡アドレス CZT12221@nifty.ne.jp


