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梅雨明け早々
夏空イマイチ号

わんぱく夏まつり8/7に開催します！

菖蒲まつりで北川水族館を開催
北山公園 最大のイベント「菖蒲まつり」で、北川かっぱの会は 6/4
(土)、5（日）、恒例の「北川水族館」を開きました。北川水族館と
は、北川や公園の池などで捕れた水生生物を展示するもので、たくさ
んの生き物達に会える、魅力的なブースです。
毎年、公園入口前の特等席に設置されている北川水族館。公園に足
を踏み入れると、カワムツ、モツゴ、オイカワ、カマツカ、メダカな
ど、たくさんの魚達が泳ぐ大きな水槽が来客者達の目を引きます。吸
い寄せられるように水槽の前に来て、大人達は「え、北川にこんなに
たくさん魚がいるの!?」と驚く方が多いです。（確かに北川を橋の上か
ら眺めても、あまり魚達は見えませんよね!?）一方の子ども達は、足
元の大きな盥（たらい）に入っているウシガエルや大きなナマズに釘
付けになり、歓声を上げたり、触ろうとしてみたり…！
このように、北山水族館では「こんな身近に、こんな生き物達がい
るんだ！知らなかった！」という驚きや感動があり、北川エリアの豊
かな生態系を垣間見ることが出来ます。生き物達の活き活きとした姿
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に癒され、私達と生き物との関係、
在来種・外来種問題なんかにも、ち
ょっと思いを馳せたくなったり…す
るかもしれませんよ！
また、北山公園や八国山に生息す
るタヌキ、イタチ（在来種）、そして
アライグマ、ハクビシン（外来種）
の足跡やフンの写真も展示。関心を
寄せて下さる方が多くいました。
この北川水族館、毎月第2土曜日の
「生きものクラブ」や8月開催予定の
ザリガニと遊ぶ子どもたち
「北山わんぱく祭り」でも展示されま
す。ぜひ遊びにいらして下さいね！（藤）

かっぱの楽校 生き物講座 第112回

哀れ

路上のミミズ･･･

このところ、畑や公園などの緑地脇の路上で'日干し'になっているミミ
ズが目につきますよね？ ふつうなら、土の中で生活をするミミズがな
ぜ？ ということで、改めて調べてみたのですが…
陸生の ミ
ミ ズ に
は、畑 な
どでよ く
見る大 型
のフト ミ
ミ ズ 類
（主に 土
を食べ 、
その中 の
微生物を栄養源としている→ウナギやナマズ釣りの特餌）、堆肥を餌にし
ているツリミミズ類（生ゴミが好きでコンポスト器内ですごく増える→釣
餌として養殖もされる）、小型でどこにでもいるヒメミミズ類がいます。
何れも土の中の有機物の分解で重要な働きをする有益な生物なのです
が、多数のミミズの'集団死'が人に気味の悪さや不安を感じさせて、保健
所への問い合わせもあるそうです。
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さて、調べた結果、昔から諸説あったようですが、ミミズの這(は)い出
しが雨の後多くみられることから、「降雨により急増した土中の二酸化炭
素に対する忌避行動である」
という説が今のところ最も有力らしいものの、
未だ解明はされてはいないようです…。 そもそも東村山辺りに、しばら
く雨は降っていなかったし…
謎…です。
きっかけは、何らかの環境の変化にあるとは思いますが、苦しくて這い出
しているのか？ 挙句の果てに、危険大の地表での彷徨？ ならば這い出
したあとの大冒険、途上の舗装面にくじけず'日干し'になる前に、好適な
ところに無事にたどり着けるよう願うばかりです。<康>

大人だけのヤゴ救出作戦

報告
5月23日（月）放課後の15時から北山小プールでヤゴ救出大作戦を行い
ました。コロナの影響で子どもたちは参加できず、先生たちとかっぱ４人
で行いました。５月だというのにものすごい日差しと暑さの中、黙々とた
も網を扱うかっぱメンバー、すくい上げたヘドロと落ち葉の中からヤゴを
探す先生たちという分業制。先生の中にはこわごわ、触っている方もいま
したがだんだん面白そうに「この生きものは何ですか？」と話しかけてく
るように。なぜかトウキョウダルマガエルが泳い
でいて、先生たちに見てもらうこともできました。
やっぱり作業をしながらのコミュニケーションっ
て大事！今年はいかだを浮かべなかったためか、
ギンヤンマのヤゴはゼロでしたがアカネ系のヤゴ
を500匹すくうことができました。一部は４年生
の授業に使い、残りは北山公園へ放しました。こ
の企画は子どもの満足度が高いので、来年こそ一
緒に行いたいものです。（久）
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予告

８／７（日）第24回

北山わんぱく夏まつり

北山わんぱく
夏まつり宣言

北 山公園 ・北 川・ 八国 山は 東村

「自然にどっぷりとつかり、
自 分の 責任 で楽 しく 遊ぼう ！」

山市内 の自 然の 最後 の砦で す。

私た ちは この 豊かな 自然 と、 そ

の 中で 自由に 遊ぶ 子ど もた ちの

姿を未 来に 引き 継い でい かねば

なりません。

子 ども たち に自由 に遊 んで もら

うた めには 、事 故は 自分 の責 任

という考え方にたちます。

そ うし ない と禁 止事項 ばか りに

なっ てし まい、 遊び がつ まら な

いものになってしまうからです。

夏 まつ りは 多く のボ ランテ ィア

により成り立っています。

今日は保護者の方たちも含めて、

子ども たち がの びの びと 遊べる

よう に見 守り をお 願いし ます 。

共催：北山わんぱく夏まつり実行委員会、東村山市
「北山わんぱく夏まつり」の季節がやってきました。ボランティアも含め、
多くの方の参加をお待ちしています。
【重要】暑さ対策のため開催時間は午前中となります。
新型コロナ感染状況によっては中止となります。
なお 、夏 まつり関係 の最新情報 は、「 かっぱ ブログ（検 索；北川か
っぱの会）」に掲載します。
8/７(日)8:30～12:30（雨天中止。中止の場合は「かっぱブログ」に掲載）
会場：北山公園親水広場周辺
遊びメニュー：カヌー遊び（小学生以上、定員あり）、北川ウォーク＋魚とり
（定員あり、幼児は保護者同伴）、北川水族館、ザリガニ
釣り、生きもの探し、紙芝居、木工、など。

準 備 日 程 ボランティア募集 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。
7/18(休)16:00～17:30頃 第3回夏まつり実行委員会(中央公民館第5集会室)
8/3(水)16時～北川の堰き止め作業
8/5(金)13時～夏まつりの事前買出し
8/6(土)９時～ザリガニ釣りの竹竿製作など
8/7(日)7:00～15:00 テント設置、カヌー乗船補助、魚捕り補助、外来
生物捕獲・解説、北川の堰撤去作業他
下記の北山わんぱく夏まつり実行委員会サイトからも情報発信してい
ます。 →検索: 北山わんぱく夏まつり
ブログ: http://kitagawakappanokai.cocolog-nifty.com/blog
ホームページ: http://kitagawakappanokai.la.coocan.jp/wmaturi/
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北山小4年生の総合的学習を支援
川のゴミ ６月２７日、北山 とりを体験しました。魚捕りはは
報告

じめてという児童もたくさんいま
小４年生の総合的学習を支援しま
したが、ガサガサで多くの魚やエ
した。この日のテーマは川のゴミ
ビ類を捕獲することができました。
から川の環境を考えようというこ
児童たちの魚捕りに夢中になっ
とで川そうじの体験をしました。
ている姿が印象的でした。
２つのグループに分かれ川のゴミ
を拾いましたが、思いの外、多く
のゴミを拾うことができました。
児童たちは、見かけとは異なり川
に多くのゴミが落ちていたことに
驚き、川にゴミを捨ててはならな

いこと、川の環境を保っていくた
めに川をきれいにしていきたいこ
となどについて学ぶことができた
のではないかと思います。この貴
重な体験が、故郷の川の環境保全
につながっていくのではないかと
感じました。

魚取り

７月８日は魚とりを
テーマに総合的学習を支援しまし
た。当日は２つのグループに分か
れ、北川と北山公園内の水路で魚

捕れた魚は、モツゴ、タモロコ、
ドジョウ、クロダハゼ、オイカワ、
カワムツ、カマツカ、スジエビな
どでした。アメリカザリガニやウ
シガエル（幼生）などの外来種も
捕獲しました。また、水性昆虫も
多く平べったいコオニヤンマや、
ハグロトンボなどのトンボのヤゴ
も見られました。
終盤は、少し深いところに首ま
で浸かって遊び出す子どももいて、
絶滅危惧種の水ガキがここ東村山
にもわずかに
生息している
ことが確認で
きました。
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当会前代表 三島悟さんの墓参り
５月22日快晴の下、奥多摩駅からの送迎バス利用組と自家用車組で、伊
豆からいらしたご夫人含めて13人が参加しました。黙祷の後は、故人を偲
びつつ…当然？の献杯！ 霊園の場所は山の上で素晴らしい景観、三島さ
んご自身が選んだとのことに皆さん納得でしたが、ご夫人曰く、「ここで
おとなしくしてないで、あち
こち飛び回っているかもね…」
故人を偲んだ後は奥多摩駅
に戻り、多摩川の河原で昼食
会をしてきました。
〈康〉
※JR青梅線奥多摩駅から霊園の送迎
バスで山の上の休憩所直行が便利！

2022年7月～9月 活動スケジュール
ﾎﾞ は ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集 の略、会は会員のみの略
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

コロナウイルス感染防止のため、変更、中止となることがあります。
「かっぱブログ」等で最新の情報の入手をお願いいたします。
定例川そうじ ボ
夏まつり実行委員会
毎月第２土曜 9～11時
7/18（休）16:00～17:30
8/13、9/10、10/8 集合:北山小正門前 中央公民館第5集会室
北山いきものクラブ ボ
小学校土曜講座
毎月第２土曜 13-15時 9/10、10/ 7月は中止、9月以降は未定。
8北山公園善行橋付近で北川や北山
川端会議
公園でとれた魚等の展示と魚とり 9/10（土）10～12時(東村山市主催)
など。（雨天順延）。
市民センター。北山公園の整備計
北山公園の外来生物駆除 ボ
画方針について検討、どなたでも
北山いきものクラブと同日時。これ 参加可能です。
以外の点検日はかっぱブログ等に掲載
かっぱ定例会

北山わんぱく夏まつり
8/7（日）8:30～12:30
詳細は 4 ページ参照

9/4(日)16～18時頃 中央公民 館
を予定。市＋指定管理者のヒアリ
ング、11月頃までの活動について
検討
- 6 -

ごとに誰もが普通に見られる種を主
新会員登場
分部光春さん（市内久米川町在住) 体に示したマップ。観察会などイベ
この度中谷さんのご紹介で、入会 ントで無償配布。Ａ２両面版。
かっぱの会会員募集
させて頂いた分部光春と申します。
狭山丘陵の東麓、トトロの故郷北山
空堀川の会で２０年程活動してい
ますが、青葉小学校の学習支援活 公園一帯の緑の保全とその前を流れ
動で、ウシガエルの展示にご協力 る北川の清流復活という夢をもって
頂いたのをご縁に入会させて頂き 作られた会です。自然と野外の遊び
ました。これからも宜しくお引き 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
回しの程お願いします。
く募集しております。
ご寄付に深謝！
●会費 一般会員：年間 3000 円
三島元子さま、鈴木昭三さま。
支援会員：２年間で 2000 円
また、北山公園菖蒲まつりの水族
館展示の場で、5月の北山いきもの
学生は２年間で 1000 円
クラブの場で多くの来訪者からご 「かっぱ通信」年５回をお送りします。
寄付をいただきました。ありがと ●問い合せ・申込み先
うございます。
http://kitagawakappanokai.
北川かっぱの会刊行物
cocolog-nifty.com/blog/
『未来の川へ・北川復元プラン』 ●会費振込先
北川復元プランのパイロットケース
〔郵便振替 00120-6-104476〕
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 〔りそな銀行東村山支店
(普)3 6 0 5 6 9 4〕
の姿を探る一冊。頒価1000円 送料8
加入者名 北川かっぱの会
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－』 ●かっぱ通信は市内の公民館と図
北川公園、八国山を歩くための地図。 書館に置いています。
流域の生き物ミニ図鑑付き。Ａ２両
面版
頒価200円
●編集後記 今 年 の 梅 雨 明 け は 異
『八国山・北山公園の
常に早くて、暑さは大変なものの
生き物観察ガイド』
夏を十分楽しめると期待。しかし、
Ａ２両面版の生き物ミニ図鑑と解 この頃の天気はイマイチ曇りがち。
説。観察会などイベントで無償配布。 変な天気に夏の計画は迷いがちで
『北川・八国山・北山公園
す。
（遊星歯車）
いきものマップ』
かっぱの会20周年記念発刊。
●発行:北川かっぱの会
北川・八国山・北山公園では、どこ
連絡アドレス
にどんな生き物が見られるか、環境
CZT12221@nifty.ne.jp
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7,1,2,6,5,3 4
左上:アライグマ
左下:ハクビシン
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