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芽吹きイキイキ
かっぱも遊ぶ 号

5/19春の北川クリーンアップご参加ください

「僕たち、カエルを触ってごらん」

春のうららかウォーキング

報告
日差しに春らしさが増してきた 3/17(日)、西武・狭山丘陵パートナ
ーズ主催の「春のうららかウォーキング」が開催されました。かっぱの
会も運営側の手伝いとして、コース終盤の北山公園にて水槽展示解説を
行いました。イベント開始時刻には暖かさも感じられる程になり、時刻
が進むにつれてステッカーを付けたイベント参加者も次々とお立ち寄り
いただけました。お年を召された方も子供の頃の川遊びの経験をお話し
されたり、詳しい魚の名前を確認される方もみられました。特にお子さ
ん連れの方は、ザリガニやウシガエルを見ながら親御さんと外来種に関
しての質問をされる方もおられました。かっぱの会が市民のボランティ
ア活動である事をご説明すると、趣旨にご賛同いただける方も多くみら
れ、地道に広報活動をする事が基本であり、大切である事を実感しまし
た。
（久野）
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学校田のその後

報告
昨年末、廃止されることが明らかとなった北山小と回田小の学校田（以
下、旧学校田と記載、北山公園の西側に位置する）については、その後、
市みどりと公園課で対応策を検討していました。この旧学校田の区域内に
は民有地があり、市が地権者の方と調整を行っていましたが、４月上旬に
地権者等の方々のご厚意による水田の荒起こしが行われました（旧学校田
の下流側にある水田などに悪影響を与えないことを主眼とした荒起こし。
写真）。地権者等の皆様方の作業に感謝する一方、旧学校田の区域をどの
ような形にしていくのか、仮にこの区域で稲作を継続する場合には誰がど
のような形で稲作を行うのか、現状では全く議論を行っていない状況であ
ることから、今シーズンは稲作を行うことが困難と思われます。
北川かっぱの会では、北山公園一帯の生物多様性や景観を保全し、優れ
た自然及び文化遺産を後世に残していくために、田んぼの形を残していく
こと、田んぼを残していくために市民参加（ボランティア）を前提とした
稲作の仕組みづくりを模
索し提案していきたいと
考えています。今後、旧
学校田をどのようにして
いくのか、本格的な議論
がはじまると思われま
す。皆様方からのご意見
やご提案をお寄せくださ
「学校田」の看板は外されて↑
い。

外来生物の捕獲で市と協定を締結
北川かっぱの会は、北山公園に生息するトウキョウダルマガエルをはじ
めとする希少種や在来種を保全していくため、４月１日付けで東村山市と
外来種防除に関する協定書の取り交わしを行いました。この協定では、市
と北川かっぱの会とが、対等な立場で意思疎通や連携、情報共有を行い、
当会が活動計画に基づき市が管理する池、水路等の区域に立ち入って駆除
活動を行うとともに、市は公園施設の一部を当会に提供することなどが盛
り込まれています。また、当会の主催による外来生物防除のためのイベン
トの開催や市からの外来種防除活動の市民への周知などもうたわれ、北山
公園の外来種防除活動がより強化される内容が盛り込まれています。北山
公園界隈の自然環境の保全がさらに進んでいくことを期待するものです。
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総会を開催しました

報告
３月９日（土）、中央公民館で北川かっぱの会の総会を開催し、2018 年
度の活動報告、2019 年度の活動方針、2018 年度決算、2019 年度予算が
承認されました。また、役員について一部の変更はありますが、代表や事
務局長、事務局次長、会計担当については昨年度と同様な体制としていく
ことが決まりました。なお、承認された 2018 年度の活動総括と 2019 年
度の活動方針については、当会の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学校田の跡地をどのようにしていくのか →今後の地権者との交渉を
見守っていくが、あくまで市民参加による市民田んぼを目指していく
②アライグマ対策をどのようにしていくのか →当面、アライグマの実態
についての調査方法を検討していく
③会員ではない人のイベント参加を推進すべきではないか →北山いき
ものクラブなどについて北山わんぱく夏まつり同様、会員外の方の参加
を推進していく
④かっぱの会からの情報発信は子供目線からのものが少ないのではない
か→今後は可能な限り、子ども目線を意識したものにしていく
⑤かっぱ通信にこれまで掲載された「かっぱの楽校」の記事（ストック）を再
編集し、新たな出版物等を作成していく費用はどう工面するのか
→予算案を修正し、2019 年度は 10 万円を積み立てていくことにした
⑥かっぱの会の活動範囲が広すぎ、活動頻度も高すぎるのではないか
→今後１〜２年程度で活動内容の選択と集中を行っていく方向とする
2019 年度も引き続き、北川かっぱの会へのご理解とご支援をお願いい
たします。なお、会員の皆様方には「かっぱ通信 127 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。

北川で発見！カワモズク知ってますか
北山公園内の北川（日光のあたる場所）で
カワモズクが繁茂しています。カワモズクは
淡水藻で、体長は 10 ㎝以内、石に付着して
生育し、冬季から初夏にかけて繁茂します。
環境省絶滅危惧２類の希少種で、北川では最
近になってはじめてカワモズクが繁茂してい
ることがわかりました。カワモズクの状況を見守っていきたいと思います。
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かっぱの楽校生き物講座 97

虫眼鏡で探検しよう！

東村山の方言の中のいきものたち

第一回「えぼたげぇろ」

春になって、草木の芽吹きや開花とともに、多くの虫達も活

東村山に方言があるのをご存知ですか？多摩地区、埼玉南部、神奈川北部で昔

動し始めました。そう！外遊びに出て生き物観察で楽しみませ

から使われている、いわゆる「多摩弁」のことで、
「埼玉弁」などと合わせて広く

んか？目の前の生き物について理解しようとする時のポイント

は「武州弁」とも呼ばれています。志村けんさんがおばあちゃんに扮したコント

として･･

で話す「あんだってぇ？（なんだって？）
」なんていうのが典型的な言葉です。
①よく見ること ②長く見ること
③記録すること

があります。

残念ながら忘れられつつある東村山の方言ですが、その中に、いきものを表す
言葉が多数あります。詳しくは東村山市郷土研究会が編纂した『東村山とその周

そして今回は、①よく見ることについ

辺のことば』に譲りますが、ここでは私が祖母（所沢生まれ）や母（久米川町生まれ）から直接聞いた、

て、特に小さいもの・細かいものを'

いきものの名前を、数回にわたって取り上げていきたいと思います。

よく見る'ため、改めて虫眼鏡(ルー
ペ)を使ってみる提案です。
虫眼鏡を使うと、いろいろな物を拡大してみることができ、
じっくり観察することに繋がります。

⇒ふだん見ている物が、

第一回は「えぼたげぇろ」です。これは「ヒキガエル」のことで、「えぼ」は「イボ」、
「げぇろ」は「カ
エル」を表します。つまりヒキガエルの俗称「イボガエル」が訛って「えぼたげぇろ」となったようです。
ちなみに「アマガエル」は？……そう「あまげぇろ」です。
ヒキガエルは普段は陸地に棲んでいますが、3月の啓蟄の頃から4月にかけて池などに集まり、「カエル

いつもとは違って見えて、きっと面白い発見が沢山あることで

合戦」と呼ばれる産卵活動をおこないます。そろそろ孵化したオタマジャクシが各地の池を賑わしている

しょう。

頃ですね。

野原や林で腹這いになってレンズ越しに見回せば、

小さくなった自分がどこか不思議な場所を探検している気分に
浸れるかも･･･

しかし近年、水辺の減少や、農薬、外来生物による生息環境の悪化により、両生類、中でもカエル類は
世界規模で減少の一途をたどっています。残念ながら東村山も同様で、田んぼや湿地などの水場を含む里

ところで、一口に虫眼鏡(ルーペ)といってもタイプや倍率が
いろいろあります。見たいものによって使い分けられると良い

山環境の保全が急務です。
「げぇろ」という言葉と共に、彼らがのんびりと生息できる東村山を、いつまで
も残していきたいものですね。
（じんだんぼ）

のですが、一般的には３～10倍位までの携帯型がおすすめ。タ

報告

イプや倍率によってルーペの使い方には違いがあります。ホー

狭山公園湧水の池生き物調査

3月10日(日)、狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ主催の狭山公園湧水の池の生き物調査に参加しました。今回
はかっぱの会と北山小の子ども達などで、総勢6名と少ない人数でした。
ほど、見える範囲が狭くなり、高級・専門的になります。
場所は、たっちゃん池の向かいの小さな池。ここで池の中にたまる落ち葉、泥をすくい出し、
興味を持てば、対象物は周囲にいくらでもあります。別に遠出
その中に潜む小さな生きものたちを拾い出しました。まず目に入ったのはアカガエル？の卵、ブ
しなくとも近くの公園でも十分、庭があればそこだけでもいろ
ドウの実を柔らかくした感じでした。ミズムシ、カワニナ、ヤゴ、ザリガニなどの常連の他に大
いろ楽しめるはずです。例えば、小さい生き物の体のつくりや
きなオニヤンマのヤゴが見つかました。立派に育って欲しいと池に戻しました。
（遊星歯車)
ムセンターなどでも購入できるものもありますが、倍率が高い

動くしくみ、草木の葉の表面や縁の様子、花の細かい所などを
より詳しく見てみる･･･など。

今日、北川わんぱくで水生生物の調査に参加しました。9時15
分頃に集合で、僕の家族とかっぱの会の人が来ていました。ミ
ズムシやヤゴ、かえるの卵、エビ、アカムシ、その他色々見ること
ができました。色々な水生生物を見ることができて良かったで
す。 北山小の林 奏人くんが感想をよせてくれました

とりあえずのお勧めは、虫の顔かな。食べるものに
よって個性があるし、初期の仮面ライダー
©石森プロ.

そっくりの顔も見つけられるでしょう。目
の数もセミやカマキリ、ハチの成虫は５個、

身近で見られるクモは'目'の数が８個もある種類
が多いらしいですよ！〈康〉

注意!!

お日様だけは絶対見てはいけません。
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自然が大好き！
僕は、物心ついた時から、動物、
植物、生き物、自然が大好きだ。
もちろん、今でも、大好きだ。
ただ、残念なことは、それを仕事
にできなかったこと…まぁ、それ
はそれと割り切って今の生活を送
っている。ここ、東村山に越して
きて 2 年、少しでも自然と関わり
合えることができて、僕としては
充実している。これをリア充とい
うのかな？これから、幼少期から
高校生、大学生、いまに至るまで
(諫早～鹿児島～蕨？～東村山)自
然とどんな風に関わってきたのか
振り返ってみながら、ちょっとず
つ東村山にふれながら書いてみた
いと思う。
僕は長崎県諫早市西郷町(にし
ごうまちと読む)に生まれた。家
は一軒家で隣には平屋の祖父の家
があり、遊べるくらいの庭、野菜
を植えた畑、裏手の方にはニワト

リ小屋と犬小屋があった。生まれ
ながらにして、生き物たちに触れ
る生活を送っていた！幼い頃はい
つもニワトリを抱っこして遊び、
生まれたヒヨコにはピーコと名前
を付けて手を叩くとピヨピヨとつ
いてくるまでになったことを覚え
ている。ピーコの羽毛はほんとに
ふわふわで、気持ちよかった…
あれ、なんだか、自分の思い出
ばかりで、全然、東村山にふれて
いないような気がします。エッセ
イを書くって難しいですね(笑)次
回は、もう少し東村山を登場させ
ます！今回は初回なので、ご承知
ください。(田舎少年)

新会員登場
余田彩子 (よでんあやこ)さん
（東村山市多摩湖町）
かっぱの会との出会いは 10 年前、
現在高校 2 年生の長男が小学１年

生の時でした。北山小学校の土曜
講座で、かっぱの会の方々に大変
お世話になりました。育児と家事、
仕事に追われる毎日で、入会は諦
めていました。この度退職を期に、
入会をしました。まだ退職した寂
しさもありますが今まで出来なか
ったことを、やってみたいと思い
ます。これから、どうぞよろしく
お願いいたします。
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2019年4月末～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

定例川そうじ 毎月第２土曜 9-11時
北川かっぱの会 会議日程
臨時定例会 5/5（祝）16:00～17:00 6/8、7/13（土） ﾎﾞ
サンパルネ3階（６月までに開催のイ 集合：北山小正門前
ベントの詳細について検討予定）
川端会議 東村山市主催
定例会 6/8（土）18:00～19:00頃
5/11（土）10:00～12:00市民センター北
サンパルネ3階（９月頃までの活動
山公園等の整備や管理についての市、
予定等について検討予定）
市民団体、市民による意見交換会。ど
小学校土曜講座 ボ
なたでも参加可能です。
会員皆さまのご協力をお願いします。
北山いきいものクラブ ボ
北山小・ヤゴ救出作戦
5/11、7/13（土）毎月第2土曜
５/25（土）9～12時頃 北山小
13:00～15:00頃、（6/8 はお休み）
雨天の場合は翌日に順延
北川や北山公園で捕獲した魚類等
の展示と魚とりなど。雨天中止。
北山小・ホタル観察会
6/15（土）18～20時頃 狭山公園パ 北山公園の外来生物駆除 ボ
ークセンター集合 雨天中止
5/11（土）13:00、6/1（土）8:00、
7/13（土）13:00開始 カゴアミの仕
富士見小＋南台小＋北山小
掛けと回収、日光浴ワナの点検；
落合川へ行こう
6/29(土)10～16時頃 東久留米南 各60分程度 その他、不定期での
点検作業あり（日程はかっぱブロ
沢湧水 雨天中止（詳細は検討中）
グに掲載）
北山小・八国山虫とりハイク
春の北川クリーンアップ ボ
7/13（土）午前5:00～7:30
5/19（日）10:00～12:00
北山小正門前集合
北山公園管理事務所前、宅部遺跡
富士見小＋南台小
橋または水道橋集合；雨天中止。
八国山昆虫採取
長靴、軍手などを持参。
7/14（日）調整中10:30頃～八国山た
いけんの里集合（予定）雨天中止 菖蒲まつりでの北川水族館展示ボ
6/1（土）～2日（日）北山公園本部テ
多摩湖緑地・原風景を守る会活動日程 ント 北川や北山公園で捕獲した魚
5/5
(第 1 日曜） 9:00 ～
類等の展示、トウキョウダルマガエ
5/15 （第 3 水 曜） 13:30 ～
ルを守ろうキャンペーンの開催
5/18 （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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『北川・八国山・北山公園
全国の川・一斉調査 ボ
6/2（日）9:00～12:00 廻田公民館
いきものマップ』
集合 北川と前川の 10 箇 所につ かっぱの会20周年記念発刊。北川・
いて水質調査を実施;雨天決行。
八国山・北山公園では、どこにど
夏まつり実行委員会
んな生き物が見られるか、環境ご
第1回 4/29（祝）17:00～18:30頃
とに誰もが普通に見られる種を主
サンパルネ3階 昨年の夏まつりの 体に示したマップ。観察会などイ
反省点などを踏まえ、今年の夏ま ベントで無償配布。A2両面版。
つりの基本的な方向性について検
かっぱの会会員募集
討します。
第2回 6/8（土）17:00〜 18:00頃
狭山丘陵の東麓、トトロの故郷北
サンパルネ3階 夏まつりの内容の 山公園一帯の緑の保全とその前を
概要について決定します。多くの関
流れる北川の清流復活という夢を
係者の参加をお待ちしております。
もって作られた会です。自然と野
北山わんぱく夏まつり ボ
外の遊びが大好きで、趣旨に賛同、
開催日時や遊びメニューの概要に
活動に参加できる方(参加、入退会
ついて、５月初旬に「かっぱブロ
グや FB（「北川かっぱの会」で検 自由)を広く募集しております。
●会費 一般会員：年間 3000 円
索）」にアップする予定です。
支援会員：２年 間で 2000 円
ご寄付に深謝
学生は２年 間で 1000 円
沙羅の会様より、また春のうらら 「かっぱ通信」年５回をお送りします。
かウォーキングや北山いきものク
ラ ブ の 水 族 館 展 示 の 場 で 多 数 の ●問い合せ・申込み先
方々から寄付をいただきました。 http://kitagawakappanokai.
cocolog-nifty.com/blog/
ありがとうございました。
●会費振込先
北川かっぱの会刊行物
『未来の川へ・北川復元プラン』 〔郵便振替 00120-6-104476〕
北川復元プランのパイロットケース 〔りそな銀行東村山支店
(普)3605694〕
として、北山公園周辺の北川が変わ
加入者名 北川かっぱの会
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 ●かっぱ通信は市内の公民館と図
2円。新一般会員には無料贈呈
書館に置いています。
『北川流域マップ
●編集後記 新緑がいい季節。4月中
－未来の川へ－』
旬、北山公園とそのバックの八国山が
北川公園、八国山を歩くための地
なんともいえない緑に染まっていた。
図。流域の生き物ミニ図鑑付き。
淡い緑。抹茶のような薄い緑。連休は
Ａ２両面版
頒価200円
八国山で。緑の足下は花が迎えてくれ
『八国山・北山公園の
（遊星歯車）
生き物観察ガイド』 るだろう。
A2 両面版の生き物ミニ図鑑と解説。 ●発行:北川かっぱの会
連絡アドレス CZT12221@nifty.ne.jp
観察会などイベントで無償配布。
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7,1,2,6,5,3

8,1,2,7,6,3

参加者全員で記念撮影

公園を歩く人もどんな鳥がいるのかと注目
4。
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