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

５/１５(日)清流復活 北川クリーンアップに参加を！

北川・八国山・北山公園 いきものマップ を発刊！
この度かっぱの会では、新たな「いきものマップ」を発行しました。

これは北川かっぱの会創立 20 周年を記念して企画されたもので、８ヶ

月余の編集期間を経て、この 3 月に発行しました（Ａ 2 判,3 千部印刷）。

北川・八国山・北山公園では、どこにどんな生き物が見られるか、環

境ごとに誰もが普通に見られる種を主体に示したマップです。北川、林

内、林縁、草地や水辺で見られる生き物を写真で紹介し、主にそのエリ

アで撮影した写真 150 点程を用いています。また、当会が力を入れて

いる貴重種の保全や外来生物の駆除に関する解説も行っています。

マップは、当会が主催や協力する講座や観察会、イベントなどで配

布・活用することとしており、今年は次の講座や観察会、イベントで配

布・活用する予定です。
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・東村山市４小学校（北山、富士見、南台、化成）の土曜講座等：11 回

・北山わんぱく夏まつり ・北川クリーンアップ（川そうじ）：春秋の２回

・東村山市八国山たいけんの里主催の「自然観察会」：２回

・狭山公園パークセンター主催「春のうららかウオーキング」：１回

北川かっぱの会としてはこれらの機会を活用して、様々なこども、市民、

特に生き物や自然のことをあまり知らない方々に利用してもらうことを想

定しており、少しでも多くの方に北

川・八国山・北山公園の自然や生き物

に興味を持ってもらい、地域の環境保

全活動につなげていきたいと考えてい

ます。

なお、作成に当たっては一部に「遠

藤記念三多摩自然環境保全基金」を活

用させていただきました。（ビー永島）

報告 宅部池のかいぼりその後
１月 17 日に実施した狭山公園宅部池（たっちゃん池）のかいぼり後の

状況を西武・狭山丘陵パートナーズの斎藤創さんに報告いただきました。

■外来魚を根絶！

かいぼりで、増えすぎたブラックバスなど、外来魚を根絶しました。こ

れは北川かっぱの会をはじめ、認定 NPO 法人生態工房、ボランティア、

東村山市、東京都のみなさまとの協働により成し得た大きな成果です。

■水がキレイ！

エメラルドグリーンに輝く水面！

（写真）澄み切った水際。宅部池はま

るでリゾート地の湖のように水が綺麗

になりました。これは約 1 ヶ月間の水

抜きと天日干しにより、濁りの要因と

なる窒素やリンがなくなったからで

す。

■私達が守り育てる

綺麗になった宅部池に水草が生え、トンボが産卵、多くの小魚と貝類が

生息し、それを目当てにカモやサギがやって来る。そんな生きものが豊か

な宅部池を目指し、これからもみなさんとともに頑張りたいと思います。

これからもよろしくお願いします。
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報告 総会を開催しました
3 月 19 日（土）、中央公民館で「総会」を開催し、2015 年度の活動総

括案と 2016 年度の活動方針案、2015 年度の決算案、2016 年度の予算案

が承認されました。また、役員については、代表や事務局長、会計担当は

昨年度と同様ですが、事務局の機能を強化するために、新たに事務局次長

を設けることとしました。

なお、承認された 2015 年度の活動総括と 2016 年度の活動方針につい

ては、ホームページで見ることができます（「北川かっぱの会」で検索）。

総会の場で議論になった主な点は、以下のとおりです。

①外来生物の防除関係で、アライグマやハクビシンの対応をどのように行

っていくのか →北川かっぱの会だけでの対応は困難。今後、関係者と対

応策を模索していく方向

②底生生物調査について、毎年６月の水質調査時に片手間で広い地域で実

施するのではなく、北川クリーンアップ時に定点観測地点を決めて毎年、

調査していくのがよいのではないか →今年から５月のクリーンアップ時

に北川と前川の合流点等で実施する方向

③かっぱ通信の発行時期を再考してはどうか →主要なイベントの周知時

期や季節ごとの記事量などから検討し、昨年度と同様の時期に発行する方

向

④予算案の中にある交通費について、必要があって交通費が発生する場合

にはどんどん請求すべき →請求してもらうよう周知していく方向

⑤決算案で、前年度からの繰越額が多額になっているが →今年度当初に、

新規に発行したパンフレット「いきものマップ」関係の多額の支出を見込

んでいるため（予算案の中の「20 周年記念事業費」）、

繰越額が多くなっているとの説明

⑥事務局に業務処理が集中していることから、新た

に事務局次長を置き、併せて各イベントや北山わん

ぱく夏まつりの各パート（カヌーや北川ウォークな

ど）にリーダーを置いて活動していってもらう方向

としたらどうか →このような内容で実施する方向。

などでした。

この１年の活動についても、引き続き皆様方からのご支援をよろしくお

願いいたします。なお、会員の皆様方には「かっぱ通信 112 号（本号）」

と一緒に、別刷で決算や予算、新役員についてお知らせしています。
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かっぱの楽校 生き物講座 82

みずの中のへんな三角関係
この１月のかいぼりの時に、宅部池でヌマガ

イとイシガイ(写真)が見つかりました。これら

の二枚貝は、近年放流された

可能性も高いのですが、タナ

ゴ類が繁殖するためには必要

不可欠な存在なのです。

なぜって？？ なんとタナゴ類は、イシガイ

類の出水管に卵を産みつけて、孵化～しばらく

の間、貝の中で安全に育つのです。

一方、イシガイ類の繁殖も変わっていて、親

貝の中で孵化した幼生は水中に放出された後、

主に底生性の魚（ヨシノボリやドジョウなど）

のえらやひれにくっついて過ごし、変態して稚

貝になると魚から離れて、底で生活するように

なります。宿主の魚がタナゴさんで良ければ'相

思相愛'：共生で問題なしですが、これがなんと

タナゴさんは嫌いっ、ヨシノボリさんやドジョ

ウさんじゃなきゃいやっ･･･とのこと。

いやはや･･･ヨシノボリさん達にとっては、良

いことがないのですが、タナゴの繁殖には、こ

の三角関係が必要なのです。残念ながら、宅部

池には現在タナゴ類はいませんが･･･〈康〉

* * * * 
* 

幼生 

タナゴ ヨシノボリ 

（稚貝） 

イシガイ類 

タナゴ稚魚 

成長 

 

報告「春のうららかウォーキング」
を応援しました

3月26日（土）、西武・狭山丘陵パートナーズ主催

「春のうららかウォーキング」が開催されました。

コース中の北山公園で、私たちかっぱの会が今年も

「自然ガイド」を実施しました。

今回で６回目となりますが、例年にも増してウォ

ーカーの数が増えたように思われます。主催者によ

ると1000名を超える方が参加されたそうです。

公園の水と緑の掲示板前で、その日の朝に北川で

とれた魚などを水槽展示しました。ほとんどの方が

足をとめて見入ってゆかれました。時には、後ろの

方が水槽がみえないほど人だかりとなっていまし

た。夏まつりで子どもたちに人気の水槽展示ですが、

大人にもこれだけ関心をもってもらえるとは驚きま

した。「子どものときよくとりに行った」などと、

昔を懐かしむ感想も聞かれました。

今回は川の水が澄んでいたので水槽にいれてもよ

く見えました。が、手間はかかりますが、夏まつり

のように水道水をつかって反対側まで見通せる透明

度を確保したほうがいいかもしれません。

13時ころから都合3回のガイドウォークをしまし

た。合計で50名くらいの方にご参加いただきました。

外来種、貴重種、自然護岸、八国山景観などについ

てガイドをさせていただきました。僕が担当したガ

イドでは、北山公園に棲んでいる、貴重種「トウキ

ョウダル

マガエル」

を連呼し

てきまし

た。

(はんべぇ)

報告「狭山公園湧水の池」
の生き物調査に参加して

3月12日（土）午前中、狭山公園パークセンター

が実施した狭山公園湧水の池の生き物調査に参加

した。北川かっぱの会、狭山公園友の会など、小

学生３名を含む総勢11名での作業になった。

肌寒い曇り空、

春はまだ先という

天気の中で、水生

生物の調査、アメ

リカザリガニ、ク

レソンなどの駆除

を実施した。

場所はたっちゃん池(宅部池)と多摩湖の間、崖

下にある小さな池だ。園内道路のすぐ脇にある。

多摩湖からその巨大な水圧がかかるのか、ボコボ

コ湧いてこそないが、まだ冬涸れの季節にもかか

わらず、しっかり水が張っていた。

調査目的は、ホタルやトンボその他の生き物が

生息しやすい環境づくりの基礎的なデータを得る

ことだ。昨年同様、マツモムシやミズムシ、カワ

ニナなどが多く見られ、トンボ類ではヤマトクロ

スジヘビトンボやシオカラトンボなどのヤゴを確

認できた。

公園スタッフの士気が高い。自分たちの手で作

り上げる公園という人工的な空間でありながら、

小さな虫たちは温暖化など自然の影響を大きくう

ける。「地球的に考え、地域で行動する」に大いな

る意義を感じ活動しているようだ。

地球環境をも視野に入れながら活動する公園スタ

ッフの横で、目の前の虫たちの名前がわからない

小学生以下レベルのワタクシ。こちらをまずなん

とかしないと。喫緊の課題だ。(はんべぇ)
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今年の外来生物防除活動スタート
4 月 5 日、北山公園しょうちゃん池に、

新規に製作したアカミミガメ用の「日光浴

ワナ」（写真右）を仕掛けました。秋まで継

続して仕掛ける予定です。また、今年も４

月末よりウシガエル等の外来生物の捕獲を

本格化する予定で、一緒に作業していただ

ける方を募集しています。

また、環境省から「アカミミガメ対策理

解促進ツール」(写真下)が届きました。送

られてきたのはアカミミガメの模型ぬいぐ

るみ （大

小一 つづ

つ）やピクチャーカード（紙芝居）など

です。これらのツールはとても親しみや

すく、アカミミガメの問題点をアピール

しやすい内容であると感じました。今後、

小学生向けの講座や北山わんぱく夏まつ

りで活用していきたいと考えています。

報告 川の日ワークショップに参加
３月５日（土）、第 11 回「川の日」ワークショップ関東大会に参加し

ました（主催；「川の日」ワークショップ関東大会実行委員会）。会場の江

戸川大学（千葉県流山市）には、関係団体や発表者のグループなど約 40
名が集まり、発表や意見交換が繰り広げられました。

北川かっぱの会からは、１月 17 日に実施した狭山公園「宅部池」のか

いぼりの状況について、かいぼりに至った経緯、当日の状況、捕獲結果、

今後の課題などを報告しました。

当日は、新河岸川流域で市民団体と連携

した水質調査事例（法政大学）や江戸川新

八水路での魚類の定期調査事例（江戸川大

学）の報告の他、小学生による多摩川全域

の水質調査事例の報告などもあり、若い世

代を中心に興味深い報告が続きました。
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2016年4月～7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

「いきものマップ」完成記念祝賀会
5/1（日） 17:00 頃～ 茫々亭（どな
たでも参加可能）

夏まつり実行委員会
4/30（土）17:30～19:00 茫々亭・
昨年の夏まつりの反省点などを踏
まえ、今年の夏まつりの基本的な
方向性について検討します。多く
の関係者の参加をお待ちしており
ます。

北山わんぱく夏まつり ボ
開催日時や遊びメニューの概要に
ついて、５月初旬に「かっぱブロ
グ（「北川かっぱの会」で検
索）」にアップする予定です。

北川かっぱの会 定例会日程は次頁

定例川そうじ ボ
毎月第２土曜 9:00～11:00

5/14,6/11（土）集合：北山小正門前
川端会議 東村山市主催
5/14（土）10:00～12:00
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。

春の北川クリーンアップ ボ
5/１5（日）10:00～11:30
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。

北川の水底生物調査 ボ
5/１5（日）11:30～12:30頃 北川クリ
ーンアップ終了後、北山公園で実施。
雨天中止。
北山公園の外来生物駆除 ボ

小雨決行(カゴアミ仕掛けと回収、日
光浴ワナの点検。各30 分程度)
4/28（木）15:00～,4/30（土）16:00
5/22（日）9:00～,5/27（金）16:00～
6/26（日）9:00～ ,7/1（金）15:00～
全国の川・一斉調査 ボ
6/5（日）9:00～12:00 廻田公民館
集会室集合 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。

小学校土曜講座 ボ

会員皆さまのご協力をお願いします。

北山小・ヤゴ救出作戦

５/28（土）9～12時頃 北山小

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

６/4（土）10:30頃～八国山たいけん

の里集合（予定）。雨天中止。

北山小・ホタル観察会

6/25（土）18～20時頃 狭山公園パ

ークセンター集合 雨天中止

富士見小＋南台小＋北山小

落合川へ行こう

7/2(土)10～16時頃 東久留米南沢
湧水 雨天中止

多摩湖緑地・原風景を守る会
活動日程

5/1 (第1日曜)午前9:00～
18 (第3土曜)午後1:30～
21 (第3水曜)午後1:30～
6/5 (第1日曜)午前9:00～
畑にて維持管理作業＆収穫
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北川かっぱの会 会議日程
4/30(土) 17:00～17:30

臨時定例会（６月までに開催のイ
ベントの詳細について検討予定）

6/5(日) 12:00～12:30

定例会 廻田公民館 全国の川・
一斉調査終了後に実施。９月頃ま
での活動予定等について検討予定）

会費納入のお願い
今回、今年の会費について未納の

方には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（一般会員；
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。悪しからずご了承ください）。
2015 年より、新たに「支援会員（主
にカンパで支援していただける方が
対象で、２年間で 2000 円（学生は
1000 円）」の区分を新設しました。
振込用紙の該当欄に記入をお願する
とともに、これまで一般会員だった
方々には、引き続き一般会員の区分
で継続していただけますと幸いで
す。なお、りそな銀行あて送金され
る 場 合 に は 、
shot-1205@kjc.biglobe.ne.jp 吉田あ
てご一報いただけますと幸いです。

ご寄付に深謝
NPO birth、沙羅の会様、その他

ありがとうございました。

●編集後記 ３月のうららかウォー
クの折、北山公園の池でインドホシガ
メらしき外国産カメの死骸を発見。誰
が捨てたのやら、カメは寒い環境で生
きられなかったらしい。ペットを飼う
なら、死ぬまで見届ける覚悟を持って
欲しいものだ。（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


