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発行 北川かっぱの会
http://kitagawakappanokai.la.coocan.jp/

http://kitagawakappanokai.cocolog-nifty.com/blog/

報告 かっぱの会の活動が新宿駅西口の
イベントコーナーで展示される！

北川かっぱの会は一昨年11月の土木学会市民普請大賞で、全国の準

グランプリを獲得しましたが、そこで紹介した内容を中心に、11月20

日（火）～23日（祝）に、新宿駅西口のイベントコーナーでパネル展

示（1.5ｍ×1.5ｍ）されました。土木学会では、2008年から11月18

日の土木の日に合わせて「土木コレクション」を開催してきていまし

たが、今年は、1964年の一大イベントであった東京オリンピックの前

後で整備された数々の土木構造物の歴史資料、図面、写真、映像など

が展示されていました。市民普請大賞のコーナーでは、グランプリや

準グランプリを獲得した団体の活動について紹介されていましたが、

新宿駅西口ということもあって、多くの方々がパネルを見学していま

した。北川かっぱの会では準グランプリの受賞に恥じない活動を今後

も継続していきたいと考えています。
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報告 今年の外来生物捕獲結果と外来生物慰霊祭
北川かっぱの会では、2013年4月よ

り北山公園しょうちゃん池とその周辺

で、在来生物の脅威となっている外来

生物の捕獲を行っています。今年の捕

獲数は最終的に表のとおりとなり、ウ

シガエル（成体）が44、アメリカザリ

ガニが354を捕獲しました。表には掲

載されていませんが、今年は7月にア

ライグマが網にかかりました。活動の

成果かもしれませんが、昨年以降「ウシガエルの鳴き声が少なくなった」、

「多くのトウキョウダルマガエルの姿を見かけるようになった」などの声

が届くようになっています。

10月21日の北川クリーンアップ終了後には外来生物慰霊祭を開催し、捕

獲した外来生物の霊を慰めました。慰霊祭で改めて感じたことは、個々の

外来生物が悪いのではなく、人間の勝手な所業により外来生物が放たれ、

多くの在来生物脅かされ里山の生物多様性や景観に大きな悪影響を与えて

いるということです。北川かっぱの会では、来年以降も在来生物の生息環

境の改善と外来生物の捕獲に取り組んでいきますので、引き続き皆様方の

ご理解とご支援をお願いします。

報告 北川クリーンアップお疲れ様でした
久しぶりのさわやかな晴天となった10月21日（日）、第47回北川クリー

ンアップが開催となりました。今回から集合場所が３ヶ所に変更となり、

西武園線の鉄橋下から狭山公園に隣接する日向橋の間について、５区間に

分け、市の職員も含め総勢50名ほどで北川のゴミ拾いを行いました。９月
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末の台風24号の影響もあってか

ゴミの量は多く、２トントラッ

クいっぱいのゴミが集まりまし

た。また、宅部遺跡橋の下流で

は、特定外来生物のオオフサモ

が繁茂し、流路を塞ぎつつあり

ました（写真）。

今回も多くの在来魚が気持ち

よさそうに泳いでいる光景をあ

ちこちで確認する一方、ニシキ

ゴイを多くの地点で確認するこ

とができました。早く、ニシキゴイやオオフサモのない清流に戻ってほし

いものです。ご参加いただいた市民の皆様、市役所の皆様、大変お疲れ様

でした。

2018年12月～19年2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

東村山市「環境フェア」に出展
12/18(火)～23(日)９～16時（初日

のみ 12 時から。中央公民館 1 階

定例川そうじ 9:00-11:00

3月以降の毎月第２土曜日 ﾎﾞ
集合：北山小正門前

小学校土曜講座 ﾎﾞ
富士見・南台小 野鳥観察
1/5（土）で調整中

八国山と北山公園、雨天中止

会員向け野鳥観察
2/10（日）10:00-12:00 集合：狭

山公園管理事務所前、雨天中止

川端会議 2/１6（土）10:00-12:00
市民センター。北山公園周辺の環

境整備について、市、市民、市民

団体の話合いの場。誰でも参加可

能です。

北川かっぱの会 会議日程

臨時定例会
1/5(土)16:00～17:30）
2019年度の活動方針などについて
検討（サンパルネ3階）終了後、

有志で新年会を開催予定。

定例会2/10（土）13:30～15:00
2019年の活動方針、4月頃までの
活動の詳細などについて
（サンパルネ3階）

総会 3/9(土)15:00～17:30
開催予定

多摩湖緑地・原風景を守る会活動日程

12/19（第3水曜）13:30 ～
1/ 6 （第１日曜）9:00 ～
1/19（第3土曜）13:30 ～

畑にて維持管理作業と収穫と落葉かき
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かっぱの楽校 生き物講座 95

冬の渡り鳥
こんにちは！今年も冬の渡り鳥の季節になりまし

た。今年は仕事が忙しく市内の野鳥観察にもあまり

出かけていません。でも、冬こそ野鳥観察のベスト

シーズン、冬の野鳥観察に行きましょう！冬の里山

のコナラやクヌギ等の雑木は落葉していているので、

葉っぱに邪魔されずに鳥を見る事が出来ます。

我がまち東村山の北西部には、狭山丘陵と多摩湖

があり、冬ならではの観察が出来る鳥がやってきま

す。アオジ、ベニマシコ、カワラヒワ、ウソ、シメ、

カシラダカ、ミヤマホオジロ、ルリビタキ、ジョウ

ビタキ、アカハラ、ツグミ、シロハラ、等々。ざっ

と数えても 10 種類以上、水鳥も入れると、まだまだ

沢山来ています。今年は去年に比べて若干飛来数が

少ないような気がしますが、双眼鏡やカメラを持っ

て出かけましょう。

僕も綺麗な青い

羽根の「ルリビタ

キ」（写真）とオ

レンジと黒のツー

トンカラーの「ジ

ョウビタキ」を探

しに出かけまし

た。どちらもヒタ

キ科の鳥で、群れにならずに単独行動なうえ臆病な

ので、やや見つけにくいのが困りものです。夏の間

は涼しい亜高山帯で繁殖を行い、冬期には平地に降

りてきて、東村山でも見る事ができます。今シーズ

ンは数回探しに出かけましたが、ジョウビタキをち

らりと見かけただけで、ルリビタキはまだ見つけら

れません。皆さんもぜひ森の宝石のような美しい鳥

達を探しに出かけませんか？（中谷）。

報告 今年の定例川そうじの結果
北川かっぱの会では、毎月第２土曜日の午前中に

「定例川そうじ」を実施しています（北山小前～西

武園線鉄橋下）。毎回、ゴミの仕分けを行い、その

量を計測していますが、このほど 2018 年度の調査

結果（毎年 10 月～ 9 月）がまとまりました（デー

タは松村さん提供）。

ゴミの総量は 2004 年度をピークに減少している

ものの、ここ何年かは大幅に減少するような傾向に

はなく、今年度は昨年度とほぼ同様な結果でした。

また、ゴミの内、缶やペットボトルなど「特定ゴ

ミ」の本数は 2003 年度をピークに減少し、今年度

は昨年度と比較し特定ゴミの内、ペットボトルが減

少しています。これらについて、今年度は天候の影

響等から、川そうじの開催を見送った月が多かった

ことから、ゴミの量が減少しているかどうかは慎重

に見極める必要があると思われ、今後の推移を見守

っていく必要があると思われます。

北川かっぱの会では、子どもたちが安心して遊ぶ

ことのできる、地域の住民が愛着をもつことのでき

るような北川の川づくりを目指しています。引き続

き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

報告 法政大学で北川かっぱの会の活動を紹介しました
12月10日法政大学人間環境学部の授業で北川かっぱの会の事例を紹介しました。これは同学部の

地域形成論の授業の中で、清水がゲストスピーカーとして約70名の学生に紹介したものです。

この授業は、持続可能な地域社会の創造を目指して、都市や農山村の環境、社会・文化、経済な

ど幅広い政策課題について、自治体、市民、ＮＰ０など多様な主体の関わり方も含めて学んでいこ

うとするものです。今回の話題は狭山丘陵の自然がどのように守られてきたのかというもので、貯

水池の着工以降の約100年間について、市民活動や自治体政策などの変遷を中心に紹介しました。北

川かっぱの会の活動については、特に川端会議での検討を経て自然護岸や魚道が完成したことを中

心に紹介しましたが、熱心に話に聞き入る学生の姿が印象的でした。

多くの学生に、狭山丘陵の環境保全や北川かっぱの会の活動に興味を持ち続けてもらえるように

創意工夫を重ねていきたいと思いました。
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報告 北川いきものクラブ
昨年の４月から原則第２土曜の午後、善行橋から北山公園に入った処、

桜の木の下で北川や公園内でみられる魚や貝、ヤゴなどの水棲動物を展示

してきました。東側口からの来園者がまず目を向ける場所ですので、ハイ

キングに来た元少年少女や菖蒲見学目的の人、網を持った家族連れなど大

勢の興味・関心引きまくりでした。

生き物の種類の多さに驚く人も多

く、質問や昔話のやり取りの中で、

外来生物の問題や北山公園周辺の

環境の変遷、生き物の多様性が担

保されているという事の大切さや、

興味を持って'じっくり見る'こと

で見えてくる物事があることなど

を説明･解説できる良い機会となっ

たと思います。

夏の厳しい陽射しの中では、NPOバースさんご提供の日除けテントに助

けられ、スタッフも壮老年に加えて、毎回参加してくれる地元中学生も現

れて、ここまで無事開催してきましたが、12月から来年水が温む時期まで

しばらく休止します。 (康)

報告 化成小学校総合学習を支援
化成小学校から依頼があり、12月6日に3年生の総合学習「東村山のすて

きなところを発見」で、北山公園周辺の自然について話をしてきました。

授業全体では「歴史」や「お祭り」など調べ

たいテーマごとに30人弱の班に別れており、そ

の中の「自然」班の担当です。「いきものマッ

プ」を配布し、パネルも使ってお話ししました

が、いきもの全般に興味のある子ばかりでした

ので、こちらの話をきちんと聞いてくれた上に、

とても鋭い質問をしてくる子が多いのが印象的

でした。

翌7日には実際に北山公園と八国山に行った

ようですが、少しはお役に立てたでしょうか。

こうした活動を通じて、地元の自然を担う子た

ちがたくさん育ってくれたらと願っています。
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今回使ったパネルは、12月18日から23日まで中央公民館でおこなわれる

「環境フェア」で展示します。北川かっぱの会について、北山と北川の由

来、外来生物のことなどもわかりやすくまとめてあるので、ぜひご覧下さ

い。（じんだんぼ）

生物多様性って？
「生物多様性」ってご存知ですか？

生物多様性には３つのレベルがあるとされ、例えば八国山や北山公園には

雑木林、草地、水辺といった環境がありますが、そのような異なる環境ご

とに生き物の集団が存在することを「生態系の多様性」と言います。そし

て、様々に進化して極めて多くの種類の生き物が存在することを「種の多

様性」と言います。さらに、同じ種類でも遺伝子が少しずつ異なることを

「遺伝子の多様性」と言います。そして、これらの生物多様性は食料や水、

気候の安定や防災、伝統文化など人々の暮らしの多くを支えているのです。

しかし、これらの生物多様性は今危機

にあります。１つ目は人間による開発や

捕獲に起因する生息環境の消滅や種の絶

滅で、僅かに北山公園に残る絶滅寸前の

トウキョウダルマガエルもその象徴で

す。２つ目は人の関わりがなくなり生態

系のバランスが崩れたことによる里地里

山の質の低下で、放置されて藪が広がる

八国山も該当します。３つ目はブラック

バスやウシガエルなどの外来種による在

来生態系のかく乱で、北山公園でも彼らに生態系が脅かされています。４つ

目は地球温暖化による環境の変化による危機です。

そこで私たちには、これらの危機から生物多様性を守るために行動する

ことが求められています。地球レベルでは「生物多様性条約」に、国レベ

ルでは「生物多様性基本法」「生物多様性国家戦略」に基づいて様々な取

組みが行われています。そして市レベルでも「生物多様性地域戦略」の策

定が義務付けられており、市民が一体となって生物多様性保全に取組んで

いく必要がありますが、残念ながら東村山市ではまだこの地域戦略が策定

されていません。

今でも各自ができることを行っていくことは大切ですが、市民みんなが

結集して生物多様性を保全するために、早急に東村山市の生物多様性地域

戦略が策定されるよう機運を盛り上げませんか？（ビー永島）
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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

からずご了解ください）。

2015年より「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）」
の区分を新設しています。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 様から備品（網類やリヤ
カーなど）を寄付してただきました。
また、北山いきものクラブの場でも
市民の方々から寄付をいただきまし
た。ありがとうございました。

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8
2円。新一般会員には無料贈呈
『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。
『北川・八国山・北山公園

いきものマップ』
かっぱの会20周年記念発刊。
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。観察会などイベ
ントで無償配布。Ａ２両面版。

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 一般会員：年間 3000 円

支援会員：２年間で 2000 円
学生は２年間で 1000 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。
●編集後記 先日、秋田、青森へ列
車旅。刻々と変わる雪景色に感激。ロ
ーカル線の無人駅から乗車した外国人
旅行者にまたびっくり。日本は見所だ
らけでした。（遊星歯車）

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


