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第９回和光新発見＆川遊び

～親子で楽しむ　さつまいもとヤーコン楓り～

日
集
内

　　　　ぐか

　ヤーコンはキク科の植物で．

ダリアやキクイモの仲徴なんだよ¶

時：平成17年10月29日く土）午前10時～

合：越戸川　赤池嘆親水公国　※午前９時45分に集合

容：ボート遊び、和光高校吹奏楽団演奏、川の写真展示、投網と魚類調査、

　　蒸かしいも、焼きそば等模擬店　など

診i

ぐ抑

　　　　-1･さつまいもとヤーコン堀り（午後１２時開始）の参加には事前予約が必要です．

　　　　　参加希望者は以下の岡合せ先までご確認下さい．

参加費：２００円　必保険料として当日徴収

後　援：和光市環境課

問合せ:048-201-3111 (和光新聞社）

1‘lj’」;i諒､血・水辺、yJ会　ｒベンHi報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
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日　11 :平成10月30日（日）午後12峙～３時半

会　場：練馬区立大泉井頭公園（練馬区東大泉７丁目、痢大農４丁目地先）

内　容：＜ステージ＞　昔の白子川を語る、大泉南小の白子川学習発表、音の泉コンサート。

　　　　　　　ハーモニカと晒り。ゴーバックサタデイズ

＜展 示＞　小学生作「白子川ＭＡＰ｣、大泉地区の昔の航空写真、近隣住民の14・

　　　俳句・写真・絵画作品等．弁天池の絵、しらこがわんこ写真大集合

＜コーナー＞ ブレイパーク、水質・水量検査体験、白子川の生き物・植物展示、

白子川水中映像放映、川遊び体験（ペットボトルイカダなど）　など

後　援：練馬区環境保全課、練馬区教育委員会　ほか　協賛・協力団体多数

問合せ:03-3924-9181 (本田）
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≪[H≫≪-ilt木系水環境辿砧会お知らせ

「身近な川の一斉銅壷2005報告書」の原稿について（お願い）

「身近な川の一斉調査2005報告書jの作成にあたり，皆様の活動紹介や身近な川の一斉調査

(2005年）の哭施内容などの原稿を．畢務局までお送り下さいますようお願い致します．

締切り：平成17年11月６日（日）
内　容：各口】体の活助紹介，各団体の活動写真．身近な川の一斉調査(2005年）のコメント・

　　　　感想．実施写真　など

送忖先：新河岸川水系水環境連絡会　藤井『yfu』I ifguitar ocn ne jp)

　　　　　　　　　　　　　　　　丹野(tanno･･uh. biglob≪.ne. jo)

備　考：「身近な川の一斉調査2005」の報告会は11月27日（日）に開催します．
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THE SHINGASHI BASIN NEWS

新河岸川流域しんぶん
- - -

発
註

t19≫.ぺ●川人戚lllづくり逓縮会11J･下jt-ix ≫n所謂豊皿内;

序●・ROiiSLtHS 4:;　raoj･39:?･K71　fAj!】】･J≪??346

費り日●20:j≫ CTtfT5口0月17 ｅ

10月になってようやく朝夕の涼しい秋らしい

日々を過ごせるようになりましたね！残暑の

戴しかった９月を乗り切り．皆さんもホッと

一息ついている頃でしょうか？

さて、今号では新河岸川流域川づくり連絡会

メンバーである関連団体や見学会・交流会で

お世話になっている新河岸川総合泊水事務所

等の紹介記事を掲載させていただきました．

紙面に限りがあリ．活動や役割の全てを紹介

することはできませんが．本紙を続んで何か

しら気にかけていただき．次のステッブとして

気になるイペント等に参加していただければ

ゆいに存じます．
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柳瀬川下流t或での活動紹介

　州NPQ法人工⊃シティ志恥711又り組み～

P4- 5湧水サロン『案河子（かかしl）の立上け

　　　　　レホー－卜:「都励||で川遊びin/ごまかわ村」

P6- 7　新河岸川勒洽治水4阿房iの取り維みと役割

Ｐ８ 流1或イベント・インフフ1メーション

事務局便り
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瀬川下流域での活動紹介！
～ＮＰＯ法人エコシティ志木の取り組み～

　’り;‘c;t. .り･い,活動紬fヽヽ第-ほヽ　として．新一t;:jii硫域川づくり辿絡会の内．柳瀬jlﾓ流城

'j･･　1.リ･-りwJ　:がＦこ.|‘:二似丿瀬1･1ﾄﾞiり４ｊ)Ｑ境や福祉．まちづくり7;･に以り細んでいる"NPO

り.',エコンー･り‘j.Lべ.J-iS-M＼こ'．いて紹介L tr.

●環境学習

　７月３０日（１ﾉは、三月町ｎ竹問沢公Ｒ館「竹

の子エコクラブ」主催の川遊びに協力しましft.

場所は!卯JI川石原、悉木大偶のた５とです．

　水生生物調ｉでは、全般にやや汚れた川の咄

咄工物がほとんどで、子供た５は旨残念そうで

したが、そのi曼の、魚の多＜いそうな対岸のｌ

むらを目ｌしてのJI双りや、タモ網を便っての

角取りは、凹段あまり体験しないことだったのか、

たれもが楽しそうな様子でした．

　魚取りの喰は、取った魚を水唱に入れて観察
する水族館や役珊のデモンストレーションなど

を行いまし/こ．竹の子エコクラフの皆さんも、

楽しみながら９近なｌ墳について学Ｓできたこ

とと二思いま１．

　こどもエコクうブでは　･ヽ

ホ１・tt一一に８りtXて　;y

　　川XIびを楽しんだ

　　　ぶうだね～！

水生生物探し

水質指標となる水生生物

を探します．

魚取りの指導
メ・み゛゛ヽ1?　　魚の取り方を指導します．

ｔxμﾑ”｀″　追込み漁が基本ですネ．

●こどもとおとなの自然塾

　９月１０日（土川こは、財団;五人埼玉県主９系

保護tａ会・木支部との只ｔで「こともとおとな

の自然塾～秋の疫に虫の声を聞こうかい～」を

実施しました．

　=frf1585にｌ武東上19 「聊JI川」駅即こ乗合、

ｌ加予定６か全員集まったところで、まずは駅

そばのgjl川へと向かいます．虫除けスフレー

を手足や口周りにしっかりと:l敏いて準一万端１

一心不乱に91を旧いかけること３０分..パッタの

仲閲など６睡頌の虫を;雨まえることができました．

　そのi曼、摘まえた虫を旨で観察したり、ＣＤで

エンマコオ○ギや力早タタキなどの声を確認した

りしました、そして怒後に、3?eaの虫の声を求め

て柳JI川の堤防から舘中央公園まで歩きました．

　木の上で鳴く外来程のアオマツムシの声が大

ａくて、その他の虫の鳴き声は余り聞こえな

かったのは残念ですが、虫に詳しい乃た５から

ｌ々な俑報が司られて、イベントのタイトルと

J5り、子1共も大人も身近な目然について再認識

できたこと:と思います．

!r露四;，

駅そぱの河原で‥

たとえ駅そぱでも．これだ

けの緑があれぱ大丈夫．

観察会の始まり

30分かけて取った虫たち

を観察します．

激流渡り

魚取りのポイント目指して

激流の瀬を渡ります．

お魚ゲット！

租頚は分からないけど、

お魚ゲットで大葬ぴです！

子供も大人も

親子水入らずでの虫取り

の様子..羨ましいぞ！

プレゼント

参加者には漏れなくスズ

ムシをプレゼント！

４､｛|り卜人域で､/)(/.!･l!tirr l

-

　エコシテｆ志4ζは.市民のｆで志木iliの環境プランをつくろうとの目的で誕生しましたA*'Si.かな

ｉ環tlで福祉の充火した地域社会の実現を目桁し. u然･歴史・文化等の地域資産{お宝Jを楽しみ

ながら去来に残す活動を行･}ています．

　なお.活動には.通年を通して継続している活動と.依頼されて実施している講師派遣等の活勁の

2 nifiがあります．それぞれの.IEな内容は以下のとおりです．

通荏ヱ組紐ｋｘいａ活動

こど石とおとなの自然盤:

(５回.･耳J

≫iiajur・fw:?.-tッチング＆ボJM8

(12Lq]/3)

西原斜面μの手入れ

(12回／４)

仰Jj川の四季を親子でいっしょ!二楽しみながら、身近な自然の大切さ、

楽しさを体で思じようというシリーズもののイベントです（２頁§照）、

小孚生までの参加６には「ｇ」1川レンジャーJになれるスタンフカード

をきしあげていまず．

司月第３日曜日に、志木中学校的の柳瀬川から水谷田んぼ§巡るハー

ドウ河ッチングをtうい、８わt2て、司じくる木中学校の同で魚頌牌否

を行い、水laに展示して見てもらっています．

毎月X21!1日に、将来は志木市の縫地公園になる予定の、西原区

iEMiftt区内のわ面林の下草狩りや散ｉ路つくり、済碑石の作業を

など　行っていまび．

講師JSlifl;＆の.盾動

フールのヤゴ救出作戦

学校への1馬師派這

出　　萌 水　　1% 　館

なご

小学校のフールでal生したヤゴをフール開港蔚に救い出し、

生態や鰐司法を靫えています．

トンボの

小学校の総８的な学習の９『司でのｇ瀬川河川敷を利用した自然li境

学習や、小学校・公民館可のエコクラフに出向き旨igをしていまず。

（Ξ一回丿立troi沢公民館「竹の子エコクラフ」のll子を２頁に旧似）

市内のお幇りに、柳瀬川の魚を取り出面で水放館を塙示したり、ご近所

の川に出向き魚類認否の手伝いをしています。

　IS』瀬川･野鳥ウォッチング＆水族館|や1川前水ａ

館、は、以前にぷ紙r ･|ﾘ|'、でも紹介させていただき

ましたね．｢仰瀬fll ・野鳥ウ=!･ソチング＆水族館jの

水玖館の方は.冬場の12月～２ﾇ|まではお休みになる

そうですが.野鳥ウＭッチングの方は．冬場にしか

見られない野鳥も多いので．年問を通してさちんと

ViM実施しているとのことです．

　またにどもとおとなのl:1然塾jでは.身近な自然

環塊をテーマにした体験型イベントを年に５回突施

しています．２頁に紹介しているのは第4 miの

'秋の夜に虫の声を聞こうかい|です．夕ａれ時の

札I瀬川とその周辺で、それこそ子供と人人とがｰ一緒に

なって虫を迫いかけたイベント1!i l jの様子になります．

　この後は､来年２川こ笛５回1｣としてi冬の渡り鳥

を見てみよう１をテーマ|二した、晦月の野鳥ウォッチ

ングとはひと味辺乙､た野鳥観察のイベントをや定して

いるとのことなので､拷瀬川の近くにお住まいの力たち

だけでなく、新河岸川流域内のより多くの皆さんに

参加してもらえることに噂|持しています．

　皿

1993、1994 if 志木ffi lT催の?¶i民・墳大学講座が閑かれる1

1995年7月

環境大学の修了生を中心に､ワークシilッブ

r志木市の環境基本計画を策定するにはど

ういうプロセスが必要か｣を間催

1995年10月 1エコシティ志木jが発足　　　　　　　　　１

1996^
l水質調査｣1プールのヤゴ救出作戦jr川を

歩く会jが始まる

1997fiP 1祁瀬111ウォッチングj(野鳥一畳)が始よろ

t99S年3月 １市民がつくる志木市のI●噴フランjを発行

199B年 rオオプタクサ眼き取り作戦jが始まる

1999年3月
多くの会員が参加した｢志木ifl環境基本S申

一jが策定される

1999年5月
｢とんぼにな～れ１プールのヤゴ救出作戦｜

マニュアルjを甕ti

?000年3月 r柳瀬川散歩1r渡り昆たちの応j･;lhを発liヽ

2000年 り瀬川の魚類調査(現在のr掃滅川水ａ

舘｣)が始まる

2000年11月
「ふるさとづくり頁丿埼玉県喜量で「優秀冥｣

令国吉憂で｢≫909MHj$'≪言す,a、

2001年 エコミュージアム(河童のつづら)の4萬９関始ｌ

2002年８月 rエコシチィ志末jがＮＰＯ法人となる

2002年
�木虞るごと博物踪1河童のつづら｣の名称

が決定.｢おｔ発曼ツアー｣が始1:る

2OO2if.9月
持続司耽な社会へＧＯ！ｍ民が剔る環墳の
まぢ元気大賞"2OO2r≪^≫員賞丿受賞

200?年12月 ｌ西旅1;ISj林の手入れjが７例化ずる

?003年6月 第4回さいたま環境貫r佩民大賞丿曼貫

2003年11月 篤1回お宝交流シンポジウムrS 笛
2004≪ iT● のつづら検定を実施
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兪　　｢案河子(かかし)』の立｣ｺﾞf
P,目iii-''-;?trr)iiぷ,り１る･!t･AiVぼ11:.1.1<≫!計画を;nTめ1ぶ々,なまちづくりの.;r*:/>i|･で．湧水と清流

レリ，リ・　をｰ;たゾこいじ4' . 'ぴ二．今;161jに;1　･j汐，留宋脂かtＱμ)保護と回曳:二関する条例1が
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ヅこ，

゛こ･|･。かｋり冲II. fHt!iなとにIQ!心｡りあろ1，々が染まって，湧水の保令のため科学的データを肌

.:議．ぷ1‘る湧水･叶ロニ　'蛤･引リ･かかい　が,'･ち『がりました．

　ここ'ご;:そ.‘:痛川･引１力りイを≪};･;し１″･!‘．

:にい･■ ;'/,水槽ｈ二　･蛤1引･リかかし １。去ろり|!(1 ii (5り

■*;it!*≫|i?*･y・一･り･』1ｸ,li･i>; tiifi.';:t "･Si ;:てりわれました
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落介川がすぐそばを流れる|刺沢

.･^rT"!･.判にとjr口･水・iかμ;fl,冷:二T″jいて．をテーマに．:!0年以1･.gこβliり41久留米市内力

,･り?;::!Q!'1'る,凋1゛,こを･1･･でいる，出Jり.'/■Iyyfi!;ａ;巾環嶼デザｆンlツμ1刈|||研究室　.liHI啓-･教授

に,.''.H^'!Ｊ!にてむ･でｙ.･１レ゛こ，|プこ内乱１以ド£とおりでず．

・－合川の地下水の流出点については、湧水（同沢、竹林など）から５０％、河床から５０％の割合で、

　落合川周辺の疏層の勾配に関係して約５００ ｍおきに流出点が現れる．

・落合川・黒目川の年平均流量は３０年前に比べて約３割程度減っているが、多皿地区の他河川と比較

　すると霞化が小さい（減少Ｉが少ない）．これには豊富な湧水の影響も考えられる．

・落合川・黒目川ともに、周辺の降水量から蒸兌皿を引いた値よりも流出量が多いことから、地表の

　集積面積の２～３倍の範囲から地下水が集まってきていることが考えられ、空堀川の水が地下水と

　なり流入してきていることが想像される．

・地下水の経路を追っていくのはとても難しく、河川の近くを

　流れている地下水でも、河川と反対側に向って流れている箇所

　も珍しくない．

・雨水の地下浸透を促進していきたいが少なからず工事費用が

　かかるので．両生ブラスチックます、塁、砂聴．シート、

　スコッブ．つるはし等の材14で、自ら作れる「簡易浸透ます」

　を甘及させてはどうか．

　・流域や沿川の皆さんにはr落合川・鳳目川は日本一の都市河川

　である』という自負を持って欲しい． 法政大学工孚部価市環境デザインエ学科

　　　河川研究室山田啓一教授

案月子（かかし）の目的：

叫む・9!を「!xl久留米市.**j5の俣1●と回ｉに閲ｉる条例．|こ反映ｉるととも|二、11采の子供た51こ、こ

のj､1為らしいlx!久・釆「11のホ・IQを引き･1!ぐこととしていまｌ．また．この会では自由1こ怒只を交わｉ尼

め、畝えて咄咄と':t t!ｌ 「ワ○ン」として、肖日の司会６と話題121≪fiを15＼-Jるだ|こ1としていまｌ．

案月子（かかし）の由来：

昌．人りの一ｌな良ｈであるr末jを守るため|二ｎてられたrねヽなしJ.どうして「案山子」という字になった

､ｙごし､1うひ.1､6のlflを疾うｑや糞xlこ５１山へと1gくこいう懲;1戻が乃るのてしぶうか？いずれにしても

そこにIJ、口亀lこjnlを？ろうとｔえたIJ人のlj惣が見えまｌ．

ＩＪこ５１Ｊ.･.､･･し.v≫≫S:こ!jQλるむヽ５しれないりど. ^.9.留米市の川の「かかし」＝「案珂子」として、

口lj;こ11sのａ人として．９こ）’てきるむヽ、何をしなくて!まいりないかを君えたいこ忠いまｉ。

レポー･ド嘴ｔij:jシ　’ｔｉ・| ｒ ｌかかい；J･.りｌり１!･　|･』

　後ｔは.iliHI教授への質疑応答や参加者の意見交換などがりわれました. liな意見は以ドのとおi〕です．

なお．ド２つの.ほ見（井戸データの検Xfならびに1¥の利川方法）については次i･･1のテーマとして,laし合う

ことが決定しました．

・東久留米の個性は「水」であるので、どうすれば関心のない人に

　伝えられるか、もっと議論していきたい．

・落合川を覆うフェンスが河川とその周辺の景観を台無しにしてい

　るので、市民の要望としてこれらの景観を向上させていきたい．

・現在行っている井戸調査のデータを持ち寄り、検証していきたい．

・井戸や水車の所有者に昔の利用方法について話を聞きたい．

　当連絡会としては.今後も4!久留米iliをはじめとする新一|;!川流峨内の湧水やii*; ,4:の傑１活動7;･に

ついて．注目していきたいと思います．

　　　　　　　　　　　■湧水サロン「案河子（かかし）」に関する問合せ:　0･<24-58-1537 (前嶋）

｢都幾川で川遊びinたまがわ村｣ 2005.9.19

　今川お邪魔したのは「都幾川で川遊びinたまがわ村｣～おとなも子どもも人集合･身近な白然で遊び

ましょう～というイベント．埼玉県は比企郡、玉川村で行われるイベントに、我らが川づくりの会より、

黒口川流城川づくり懇談会の小林さんをはじめ､新河岸川流域の各地から6?lの川まつり好きが応援に

駆けつけるというので.まずは現地に飛んで．どんなイペントか取材してきました．

　l-fti!はこの辺りで活動する1もりんどjとf比企の川づくり協議会｣の皆さん．間くところによると．

二の玉川村には身近に感じられる自然が多く残っていますが.近年ではそんな自然の中で遊ぶ子も少な

くなってきているとか．そこで、かつての子供たちが身近な自然を避び瑚として多いに活用し、その中

から様々な11Sを学んだように.玉川村の身近な自然の

ｰ･つである都幾川で.川遊びや生き物岡べを通して、

自然から色々な事を学ぽうと､今何のイベントを催した

とのことでした．

　イベントの内容としては、

　・生き物を探してミニ水族館を作ろう

　・カヌー体験＆お気に入りの川遊び

　・自分だけの川地図を作ろう　　　など

となっており､新河岸川からの応援部隊もr水を得た

魚」の喩えのごとく.各々が十分な働きを見せている

ようでした．

　参加した川づくりの会メンバーからは「玉川村

川辺は､川があり森があり沢山の自然が残っていて

草の根を足でガサガサｔて魚

を追い込みます．指導にも

熱が入りますね～．

どか　とても素晴しい所でした．新河岸川流城にも待ちに待った遊びの時間．
こ!jμ二a　　こうした白然を少しずつでも取り戻していきたいカヌーとポートに衆って、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こでa3:ﾇ1　です」とｊった感想が聞かれました．　　　　みんな楽しそうですね！

写良提供は『東久留米・ホタルを呼び戻す会』の小松原さんでした．　　）

ミニ水族鉉をつくった後は

お勉強の時間です．今日

は幾つ覚えられるかな？

身近な自然にふれ親しんで

今日はとっても楽しかったね

～！記念の集合写真です！
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新河岸川総合治水事務所の取り組みと役割

　･t;ill-c *.≪≪;･.掲載している.111-jく･|址学会・交流会／4では.1!学会時の14施設の説明や

ijl‘;:1･疑1咄ﾆﾐ1する:･･!?S，１た．交μ:会lり〕.a見交換等々で，いつも人変お|りlliになっています

　恥･り!.■fi＼icf->治水‘ls一･‘.'f; カ以り細みやＱ割:こついて紹介します．

　加巾;ll･ifc.'r治水･ll SI･11では.地城flT民や11:K'.im-なとと連携した河川整備等．さまざまな

収･りII-'・をii-rz:・１ ‘;1'.そ剔それj)mi}mみ;二ついて以ド;二簡甲:二説明します．

tl!詰りIL流.吸畦づｘｔ懇鼓会

ifi,･･lllll,11も'j.lり･llfff!iilをり･らけ政ＱＵとlyi河岸川流域の巾民･111民1:1体とが･帖にな-Jて

二れか･乙八Ill -j くりに'ｙ･て．ゐしａう屯として．す･成17 fl:度より間催しています．

りi-'im＼と11:Ｋ ・:lf民り¶体とか. i'ili^・協働を;;く1るための;らｰ･･μとなります．

地域と連携jとたJ!Lゴｔり.

≫ligl･ノ，な･J'it!(lV＼・が刻刻ﾋする111で.河川にtlしてもり,々な機能が求められるようにy£り.

･1'成りIM･.(11り.1釦lでは.その11的の申にこねまでj)治水･利水にり11えてi河川環境の慎一

と俣７　が卸わるととも;ニバロ11111afiへのf ll民tt)dのり;映が盛り込まねました．

こｙ４う,な,1り;をＱ丿.川|1111．り整備計画を策定する:こあたっては.if政,地元自治会および

l昿!1･!Ilff.力.0戈が･J1!さねた川づく|.lをI lIS とし.411り!1;綜よりﾄﾞ流の仄間において地域と

池汽した改修を実地し．引き続き.4!dり口l抑からll流の・Ｈ川鳩までの約I. Tknの1ぺ間に

ついても'μ11をとめるｒ定でいます．

寺随員節羞旦出ｊ

す或15;口j.ylC,凋節池が完成してからこれまで1二．

,ｊｋＥ］('?:≫八･u＼m::'「わねた７川11の;SMり１

rr.5f7 Hの出前講座を実施しています．

ついて; t次貞をり照ドさい．

新河岸川放水路・びん沼川の浄化躍動
・　　４　-　-「　　　=-　-=　-　-■■¶-　■-¶四■¶=w-･--　　　･-

i･i同心111!IC水路およびびん,μni;i都制t二の迎む流!11の111こあｰ,て.WiRな観水レクリェーション

';-';iiiじご魚釣りや敗･μなと多くの,1，々:こ睨しま才lていますが．･部の心ない人々によるポイ

捨てや’,法投吏などもi!られ１す．

そこで.･r ･j'C2 ''I'Uから.富1:見,lf南畑地区のfl:民や関係企１･

≪!'.*:･‘;･;こよるボラニチｆｙを中心;こ唄哨浄化運動をりって

；･じr，

ｍ　ｋ

'A i.V.-l.口:!?i≪fl;Kで;ﾕ.&μF11りを豊かで師く県１づくり

キ1･ j. ヘーベペII間として．以内の公lt胞ａ見？会や･IV SS

iμΓなどをlUifiiするなど,身近な県llづくりを紹介しています．

みli･･』岸･lifer?治水･|v≪･‘liで;i.itSiに　IL口lf排水隋41見学会』

やむφ11;1111・WflOJIlC　り,･こうj:，などを開ｌ:しています．

見７会・交jl合で|ぷ、いつも

　AEXJt!!MIこなってま１’

ふ当1こあり1;゛こうごさいｉ亨！

折1・;rsiii*i:介治木゛t･fち･fiのなり111みとＲ刈　(71

　出前講座とは､公共事業について.仕民の理解を深めてもらうために、県などの行政職Ｕが

自ら出向き、'μ吏についての説明や講演、講習などを行うものです．

　新刈岸川総合治水･μ哨所では､寺11!一節池を利用した出前al座を､これまでに合計７川実施

していますが.ここでは今年の６月に行われた７回[|の;11座について価甲.に紹介します．

　去る６月21日（火）に、上福岡市立福岡小学校４年生１１６名

の皆さんを対象に出前講座を実施しました．

　出前講ａの主な内容は、「新河岸川のはなし、寺尾調節池の役割、

施設見学、魚取りの実演、池内散策など」となり11す．

　生徒さんたらは午前９時に小学校を出発．寺尾調節池までの

約2.6kmを、約１時聞かrﾌて歩いてきてくれました．皆さん汗

を流しながらも元気な顔を見せてくれました．

　初めに寺尼鯛節池限水櫃噫の１階ポンブ室で、新河岸川の概要、

歴史、寺尾調節池の役割、新河岸川周辺の生き物なとについて

学ぴました．次に２陪操作蚕で、調節池に股置してある監視

カメラの操作を実体験してもらいました．

　池内散策では、釣りをしている人に魚を見せてもらったり、

望遠眼を便っていろいろな弓を探してみたりしまし/已．越流哩

の近くにもたくさんの魚が泳いでいました．

　約１時間半かけていろいろなことを学んでもらいました．

終了時閻がお昼を回ってしまい、歩いて学校に戻った時に給食が

Ｍされているのかどうかとても心配でしたが、とにかく皆さん、

今日はお疲れ様でした．

　　取り組みの詳細はホームページで確認できます！

lhttp://ｗｗw.r.1. s･Itua. 11 Jp/Aa8/BC02/ldx. htil

　　　　r新月岸川へようこそ！ｊをご覧下さい１

監視カメラの操作体験

＆ｉ回liraF"|n JI口泗|し．

越流堤の近くには魚がたくさん

　なお､新河岸川流14内各河川の整備等を担当する埼jl県内の上な事務所を以ドに列挙します．

括弧内はそれぞれの事筋所が川肖する河川になりますのでご確認ドさい．

新河岸川総合治水事務所（新河岸川、びん沼川、柳瀬川、束川、黒目川、不老川）

朝霞県土整備事務所（黒目川、越戸川、白子川、谷中川）

川越県土整備事務所（新河岸川、九十川、柳瀬川、束川、不老川）

飯能県土整備事務所（不老川）
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