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

3/7(土) かっぱの会の総会を開催します

報告「野鳥をみよう 北川・八国山」
1 月 24 日、南台・富士見小土曜講座・水のふしぎ探検隊の児童とスタ

ッフ 10 人余りで、野鳥観察会を北山公園・八国山で行いました。

野鳥はフィールドスコープで観察するだけで、直接触ったりできる訳

ではないので、いつももう一つ盛り上がりに欠けるのが悩みの種でし

た。そこで、今回は野鳥でビンゴという企画を行ってみました。

ビンゴゲームの番号の代わりを鳥の名前とし、鳥を見つけたら一つ当

たるというもの。ゲーム感覚で楽しむことができ、みんな一生懸命野鳥

を見ようとしてくれました。この日は鳥達もサービスが良く、青いきれ

いなルリビタキ（写真）もたっぷり見ることができました。いろいろ見

ることができたので、歩くコースもいつもより短くなってしまいまし

た。特に熱心な女の子は、なんとトリプルビンゴを達成して、今年度最

後の土曜講座は盛り上がって終えることができました。（ビー永島）
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予告 3/7 総会を開催します
3 月 7 日（土）16時より、廻田公民館で総会を開催します。総会では 2014

年の活動総括と決算、2015 年の活動方針と予算などについて討議します。

北川かっぱの会は、この５月に創設 20 周年を迎えますが、「創設 20 周

年記念事業」についても検討する予定ですので、アイデアをお寄せくださ

い。会員皆様の参加をお待ちしています。

2015 年の活動方針では、以下の事項を中心に検討します。

①北山公園の水環境の改善と在来生物の保護 …北山公園に生息、生育す

る在来生物（特に絶滅危惧種）を守っていくため、通年での水（流水と

止水）確保を目指します。また、しょうちゃん池奥の氾濫原の改良（当

初の目標どおり、湿地を中心に生き物が生息しやすい環境としていく）

やしょうちゃん池の改良（池底にワンドのようなものを作っていく）に

ついて検討していきます。さらに、在来生物にとって貴重な生息、生育

の場となっており、北山公園の

景観としてなくてはならない水

田（民有地）を、将来にわたり

守っていくための仕組みづくり

について検討し、提案していく

方向とします。

②北川や北川流域の環境の改善…

北川では、善行橋より下流の「落差工の改善策案」を検討し、北川への

アユの遡上を目指します。また、引き続き川そうじ（クリーンアップ）

に取り組んでいきます。

③外来生物の防除 …北山公園「しょうちゃん池」を中心とした区域や北

川でのアカミミガメやウシガエルなどの防除と、北川のオオフサモの駆

除を重点的に行っていきます。

④継続的な環境調査の実施 …引き続き、魚類調査や水質調査、ゴミ調査、

外来生物調査に取り組んでいきます。新たに北山公園内の水路や池など

の水辺の魚類調査に着手します。

⑤北山わんぱく夏まつりの開催と環境学習の支援を継続 …今年で 20 回

目の開催となる北山わんぱく夏まつりについては、次世代にわたり継続

して開催していけるような夏まつり運営の体制づくりを目指します。環

境学習の支援では、小学校の児童向けを中心に、八国山や北山公園、北

川での学習プログラムを充実させていきます。
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⑥市役所や関係団体との連携を重視 …北山公園や北川の環境保全、多摩

湖緑地の維持管理等のために、引き続き市役所との連携を重視していき

ます。川端会議（北山公園整備計画等意見交換会）への参加にとどまら

ず、北山わんぱく夏まつりや北川クリーンアップ、外来種の防除、北山

公園内の魚類調査などのイベントの機会を通じて連携を図っていきま

す。また、様々な課題の解決を目

指し、引き続き西武・狭山丘陵パ

ートナーズや八国山たいけんの里

自然部会、生態工房、東村山の原

風景を守る会、空堀川に清流を取

り戻す会、柳瀬川水系水環境連絡

会などとの連携を強化していきま

す。

⑦地域住民への情報発信の強化 …

引き続きホームページやブログ、かっぱ通信、北山公園「水と緑の掲示

板」などにより情報発信を行っていきますが、発信の内容については、

より訴求力を高めた内容としていきます。

⑧活動の底辺の拡大 …北山わんぱく夏まつりや川そうじ（クリーンアッ

プ）、外来生物の駆除、水と緑の掲示板の編集、多摩湖緑地関係の事業

など、ボランティア募集を拡大、強化していきます。また、従来の一般

会員とは別に、主としてカンパで参加していただく「支援会員」の枠を

新たに設け、活動の底辺の拡大を図っていきます

⑨創設20周年記念事業の検討 …創設 20 周年を記念した事業を企画しま

す。記念イベント、出版物の発行などなど様々なアイデアを募集します。

白鳥が来ているのですが・・・
福島県南相馬市の国道６号脇にある休耕田（津波の被害で耕作放棄？

されている）に白鳥が百羽単位で来ています。半湿地状態で枯草がたく

さんあるようなところで、休んだり採餌したり、まとまって飛んだりし

ています。

でも、みなからだが薄汚れていて、泥水に頭を突っ

込んで採餌するので、頭が泥だらけになり、遠くから

見ると頭のだけ真っ黒！ たくましく生きているけど、

湖の白鳥とはずいぶん違うなぁ 〈康＠いわき〉
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かっぱの楽校 生き物講座 76 報告 川端会議 「北川ルール」スタート！
春！ 海もいいですよ 2 月 7 日（土）川端会議（北 に生き物が生息し

立春が過ぎ、里では梅の花も咲き始めまし 山公園整備意見交換会）が開 やすいようにワン

た。まさに光の春！来月になればヤマアカガ 催され、市と市民、市民団体 ドのようなものを

エルの産卵も始まるでしょう。 とで北山公園等の整備や保全 設置していく案な

さて、３月も中旬になると、海では満月と について意見交換を行いまし どについて意見交

新月前後の大潮の日、昼間の干潮時に大きく た。北川かっぱの会からは 7 換が行われまし

潮が引くようになってきます。････というこ 名が参加しました。 た。

とは、渚でもふだんは深くて行けないところ 今回は、市より「北川ルー

まで行けるということです！ ル」の看板 3 種類を製作し

野山川もいいですが、たまには海での生き たとの報告があり、北山公園

物観察と採集？いかがでしょう？ 近場でお 内に設置されることになりま

勧めの場所（ただ！）をこっそり教えましょ した。北川ルールは 2 年ほど前から北川かっぱの会が 12 月 20 日（土）、千葉県習志野市

う。家族で楽しめます。 提案していたもので、「子供が安心して遊べる北川に！」の東邦大学で開催された「淡水ガメ

●お台場海浜公園：びっくりするような風景 や「在来生物が行きかう北川に！」、「ゴミのない北川 情報交換会（主催；認定 NPO 法人

のところです。砂浜でアサリばっちり、最干 に！」していくための行動規範などがイラストととも 生態工房・東邦大学理学部地理生態

潮時に行けるだけ深いところを足先で探れ に示されています。北川をはじめ市内の河川に清流を 学研究室・神戸市立須磨海浜水族

ば、ホンビノスガイ（外来種でクラムチャウ 取り戻していくための一つのきっかけとなってくれれ 園）」に参加しました。この会合は、アカミミガメ等

ダーの正統派原料、和名シロハマグリ）も採 ばと思います。その他、北山公園内の水確保の必要性、 の防除やニホンイシガメの保全に関する各地の最先端

れるでしょう。また、護岸部分ではカニや貝 また公園内の希少な生き物に関する調査や水路・池等 の取組みや、最新の研究成果についての発表を基に情

類など多様な生き物が見られます。ただしカ の水辺の魚類調査の必要性、さらに市民主体での水田 報交換を行う我が国では唯一の情報交換会です。当日

キ殻でのけがには注意。 景観の維持策などについて意見交換が行われました。 は約 100 名の参加者がシンポジウムに参加し、夜の

●葛西海浜公園：水族館の西側の人工渚（西 意見交換会の後半は場所を北山公園に移し、しょう 懇親会も含め、熱心に情報交換を行いました。

渚）では、アサリは厳しいけど、塩を穴に入 ちゃん池東側の保護区域(通常は立ち入り禁止)を見学。 淡水カメの産卵や食性、生態についてはわからない

れて採るマテガイが面白くて美味しい。シオ 池東側の氾濫原を見ながら、その再生策（湿地を中心 ことが多いこと、アカミミガメ等外来生物の駆除を優

フキなどの貝類に加えて、４月に入ればイサ に生き物が生息しやすい環境づくり）について、また 先的に行うべき場所についての議論が必要なことなど

ザアミやエビジャコの他、ハゼやカレイ等多 しょうちゃん池の湖底 を理解することができました。また、多くの同士と知

彩な稚魚がたくさん見られます。遡上前の透 り合え、たくさんの元気の素をもらいました。

き通ったアユもいますが、手網では捕れない 20 日の情報交換会では、北川かっぱの会より、こ

だろうなぁ。〈康〉 の２年間、北山公園しょうちゃん池や北川で実施して

きたアカミミガメ等の防除策について発表を行いまし

た。北川かっぱの会では、今年もより深化した内容で、

外来生物の防除を推進していきたいと考えています。

報告 淡水ガメ情報交換会に参加して

îしょうちゃん池の下流部分には大きな水たまり
ができ、生き物の住みかになっている様子でした。

ìしょうちゃん池の
東側の葦原。湿地状
になり生き物隠れ家
になっていました。
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2015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 3/7（土）
16:00～18:30 廻田公民館

定例川そうじ 毎月第２土曜 9-11時

3/14、4/１1（土）

集合：北山小正門前 ﾎﾞ
かっぱ定例会
3/22（日）12:00～12:30 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
(西武・狭山丘陵パートナーズ主催)

3/22（日）9:00～10:30狭山公園パー

クセンター当日受付

東大和公園→多摩湖堰堤→雑木の

森→八国山緑地→北山公園→狭山

公園（ｺﾞｰﾙ）の約 10km のコース

（所要約 3 時間；小雨決行、荒

天中止）；詳細は 3 月初旬頃「か

っぱブログ」でも紹介予定。北川

かっぱの会では、北川で採れた魚

の展示と北山公園・北川のガイド

を行います（12:30 ～ 14:30 頃）

→ 11:00 ～魚とり、 12:00 頃～

14:30 頃展示、～ 15:00 頃あとか

たづけ「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

八国山緑地わいわいミーティング

(西武・狭山丘陵パートナーズ主催)

2/28（土）9:30～12:00；集合：八

国山踏切口の広場（たいけんの里

近く）テーマ；「湿地」のこれか

らを考えよう！

市制施行50周年市民講座

「緑のシンポジウム」（東村山市主催）

2/28（土）14:00～16:00 市役所

いきいきプラザ3階マルチメディ

アホール

北川かっぱの会もパネラーとして

参加予定。当日、直接会場へ。詳

は市報 2/1 号参照

狭山公園「湧水の池」の生き物調査

（西武・狭山丘陵パートナーズ主催）

3/8（日）9:30～正午頃；集合：狭山

公園パークセンター；「たっちゃ

ん池」の上流にある「湧水の池」

の泥や落葉の中に潜む生き物（ヤ
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ゴなど）を調べます。併せてアメ

リカザリガニなどの外来生物の駆

除も行います。今年も主催者、狭

山公園友の会の方々とともに作業

や観察を行います。生き物好き大

集合！です。ボ（池の生き物捕獲、

同定など） ì写真は昨年の様子

投稿 「ちょっとおかしくないですか？？」
発売以来、累計 12 億冊を販売

したおなじみ「ジャポニカ学習帳」。

多い時は半分近くの表紙が昆虫写

真でしたが、2012 年から昆虫写真

が使われてません。きっかけは教

師や親から寄せられた「気持ち悪

い」という声だったと言います。

モンスターペアレントならそうい

う声を上げるのはわかりますが、

教師がそんなことを言ってくるな

ん て 信 じ

ら れ ま せ

ん 。 そ も

そ も 判 断

基準の「気

持ち悪い」

って何？。

教 育 的 観

点 は な い

の で し ょ

うか。

虫って子供が自然と付き合う最

初の一歩です。私が関わってる土

曜講座は、毎回違うテーマの中の

１～２回だけが虫をテーマにして

いて、それだけに虫なんか見たく

ないって言う女の子も結構いるん

です。だけどしょうがなしに虫捕

りしてるうちに、男女問わずほと

んどの子供が終わる頃には平気で

虫を触れるようになってるんです。

それまで機会がなかったから（親

が嫌だから）虫を避けてただけで、

子供は本来虫と接することが好き

なんです。でも「虫捕り→生き物

に興味を持つ→自然に興味を持つ

→自然を大切にする（人としても

成長する）」って言う流れの最初

の芽を、平気で摘んでしまってる

のが世の中の風潮です。こんなこ

とで良いのでしょうか！？（ビー

永島）

多摩湖緑地・原風景を守る会
活動日程

2/21（第3土曜)午後1:30～
3/ 8 (第2日曜)午前9:30～
3/28 (第4土曜)午後1:30～
4/ 5 (第1日曜)午前9:00～

畑にて維持管理作業＆収穫
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今年度の会費の納入について
3/7(土)開催予定の総会では、活

動の支援をしてくださる方の裾野
を広げるために、従来からの一般
会員（年会費 3000 円）に加え、「支
援会員」の新設について討議しま
す。

「支援会員」は主としてカンパ

で支援してくれる方を対象に、
2000 円の会費で２年間「かっぱ通

信」や本会発行の出版物を送付す

る案を検討しています。
2015 年度の会費の納入は、新た

な会員区分や会費についての決定

をお知らせする本通信次号（107
号）の発行以降（４月末）にお願

いいたします。

●新会員登場
一ノ関恭子さん（東村山市）

はじめまして、一ノ関恭子です。
生き物と自然と東村山が好きで、
今年からかっぱの会会員になりま
した。どうぞよろしく！

北川かっぱの会 会議日程
３月７日(土) 16:00～18:30

総会 廻田公民館
３月22日(日) 12:00～12:30
定例会 北山公園（雨天時は茫々亭）

●編集後記 春めいたと思えば、
また冷たい北風。それでも季節は一歩
ずつ進んでいるのを実感するこのごろ。
先日案内してもらった北山公園しょう
ちゃん池東側の立ち入り禁止エリア。
2012 年の改修のおりはどうなるか心配
した大工事。3 年たちすっかり自然に
なってビオトープとして定着が進んで
いるように見えました。ほんの小さな
スペースですが貴重な東村山の自然、
大切に見守りたいです。（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

〔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 82 円
新会員には無料贈呈
『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。
観察会などイベントで無償配布。

●発行:北川かっぱの会 連絡アドレス
CZT12221@nifty.ne.jp


