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エコンテ仁リヽｆベニ･卜哨11

河童のつづらrお宝発見ツアー』

水とのかかわりを肪ねて（第９回）～柳瀬川のよ流を少く～

日　時：平成１７年９月25日（日）午後１闘～　ｓｍ天中止

侃　合：東武東上線『柳瀬川』駅改札前　ｉ １１０９ の電車に乗車

コース：東Ｕ山～北川～多摩湖

参加ｎ：３００円　４中学生以下は無利

共　催：財口l法人埼玉県生６系保護協会　志木支部

問合せ:048-471-4275 (毛利）

「いろはふれあいまつり」

日
会
内

町:so月１日（土）午m 10 n～午後４９．

場：いろは遊学館

回答:≒ヤ

Ｉ白召肛？ヅご多丿

皆さんも奮って
参加しでFさいネt

２日（日）午前10時～午後３鴎

容：エコシティ志木は３階で柳瀬川の魚やパネル等を農示します．

問合せ:048-471-1297 (いろは遊学誼） ぐか
　亡か

川ji交通■f＼yTl川l･tKi>'J川事i^ifirベント伯報

荒川ロックゲートを体験しよう（クルージング体験コース）｜｜

第４回の見学会で視察した荒川ロックゲートが遂に先成しました！今回は船上で「水のエレ

ベータ」を体験して見ませんか？
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�いずれt,土竃日で．町間は扱船場所に

より罠なり寡す．瞬白先で確1恵してネ１

略：平成17年10月15日、11月12日、12月17日

合：小松川リパーステーション　もしくは　スポーツ会舘前船着場
脳

容：荒川の小松川リバーステーションから小名木川のスポーツ会錠前船－場の区間をオリ

　　エンタル号でクルージング１ロックゲートではr水のエレペータ』を船上で体験１

参加費：無l:4

問合せ:03-3902-8745 (荒川下流河川串務所地域連携課）

備　考：上記の「クルージング体験コース」に合わせて、

　※平日の午前10M～午後411受付

闘近にロックゲートを見学する

｢大迫力！現地体験コース｣も爽施します．実施日は.10月22日、11月19日.

12月１０日の３日関(いずれも土曜日)、久合場所は荒川ロックゲート釣です'．

こちらのコースにも１ってご参加下さい１　　　　　　●闘合せ等ば上巳と同樟です．

jjk§yCEj)。。。。。・・・・・・・・・・・・－・－・－－・・

　-?:≪;?!のリレーフｌステｆハルlj、６:可川の川Ｊつり、新刈4りIliilfiフ１－ラム「既河岸川な

ら1;;山til^ir*^λてみようｰ-～一一」こもに温兄の内に1ぎ了し、111一局として５ rlﾓ1っＪこ喝を

li･でＦろしている次1むでｌ、

　しXJ･し、いつＪでも､余間に;ifっているわ|づにばいさＪt!ん．君かった豆が去って手節が秋にtx

りれ|･x、1火に|訓::KXy?,l*iがあるので!ﾇ．リし－７１ステ･ず八八.?二IJ入らなかっ7こ!111載内の川まつ

りやりJならで!Ｊのィヘントなど、この

４もトントン13nしていき3.J.

　ｌ川しんIS;ﾉいｙ哨||つくり連嗜食の

.610!二ついてのJj哩い８t!や情報1:βjl

にTつきまして’Ljl、石の連腿先までお9.

･1にどうぞ’１

●1!l昭先

〒115-<X>:2 !l!京都北区己茂5-41-1

新河岸川流:殲川づくり遼腿会　事務哩

(国１交通£[{{!<I!!I<]方一一司飢川下沈;弓川T'Kfyi JWBilCT)

TEL　03-3902-3220　FAX : O3-3902-2346
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THE SHINGASHI BASIN NEWS

新河岸川流域しんぶん

季節はもう状です’暑かった夏の終わりととも

に今年のリレーフェスティバルも盛況の内に終

わり、ｌ務局一『司「ほっ」と一息ついています．

さて、今liではそんなリレーフェスティバル

の内、８月に行われた４つの川まつりと新河

岸川流峨フォーラムを報告掲載しています．

川まつりの報告では前号と岡様．紙面の許す

限りではありますが．「今後の川まつりへの

朋待」について一重ずつ伺い掲載しました．

秋の夜長に遇ぎ去った夏を思い起こしつつ、

新河岸川流域内で盛り上がった川まつりと

フォーラムの様子を．本紙にてご確認いただ

ければ幸いに俘じます．

刈
一

里

　目次

Ｐ２－４　特集：新河岸川流t喊フ刀一ラム

P5-7　レぷート：2005年「Ｑ」川まつり

　　　　312Kとして

　　　　黒目川（新座）、柳.頼川（志木丿

　　　　黒目川（朝霞）、不老川（入閲）

　　　　　　　　　　　　　の４河川を媚占

Ｐ８　　　流t或イベント・インフ河メーション

　　　　事務局便り
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新河岸川流域フォーラム

　　　　＿　　　._.__　_　‥　　_　　_　　　　　　　_･

一部

仙

新河岸川から狭山丘陵を考えてみよう～～～
　711Tもりレー－フェステｆパルのとりとして.8 1127 H (1:ロニlfi沢の!,t稲田大学|ISり教室にて．

新11111;り11流域７１--ﾗﾑを実施しました．ここではフ･ｌ－ラムのlifについてfitVします．

　’IJ』中;:12グルーブ;こ分かi＼..＼グループは!,t稲川人学桐内Ｂ地区lU地．Ｂグループは比良の丘

～･;,幡6j地～さいたま11のａ:岬物朗(人?り-j11地)～!,tＭⅢ人学構内Ｂ地区－地をめぐるウォーキ

;,グを行いました.

　'|っ唆は．･,!稲川人学の大堀先生g二よる'8SH岸川支川諒流域の湿地保令について｜の基調講演を

1rい，その授．り･!ｎ】のメインテーマでもある1新("I l;りIIから狭山丘陵を考えてみようヽ』について

yi'り1デｆスカッシｘlンをliいました．

●Ａグルーブ

砂川輝琉郎のtl子

敗日前にｇ.Ｊ/1111むあヽっｰ

で偉防が確認できました．

・ 〃 －

●Ｂグループ゛‾゛

大谷戸湿地

湿地保全型のｓ渡部につ

いて学ぴました．

ﾐご泌ぶ彭．
ls7jさコ.T.<-ぶ・・・

八幡湿地

田園保全型の源流郎につ

いて学ぴました．

比良の丘

眺めも良くて気持ちのい

い場所でした．

こららは午前の部、つ・－

Ｂ地区壇地内

一列になって砂川にか

かった板の橋を渡ります．
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　基調講演はバF前中のウ:1－キングでＢ地区Ｓ地を111極的に案内してくださった1、堀

先生に､新河岸川支川砂川源流郎Ｍ地の生物の多様性とその保令lこついて話してもらい

ました．

　主な内容は以｀ドのとおりです．

・吠山丘陵の成り41ちとその特徴

・生物学的な観点から見た狭山fl陵の11U11!件

･保全生態学の観点からも狭山fi陵の雑4ζ朴と

　周辺11｡1地は多!l性という点でil{Ｓ!

・Ｂ地区湿地は県内252哨所のilll地の内最人級で．

　かつ生物多様性に恵まtlている

・Ｂ地区1?i地の現状と保令活助の方法

ｌ掟講涙:39ら出入７の

人ごi吸１にtjM: ＼しｌし!こ．

大堀聴（早稲田大学
　自然環境調査室調査主任）

　基調al演の咬のパネルディスカッションでは.基調講演の人堀先'l:を　　　　　　　　　　　　　　　｜

ぶLJ5 A≪/‘”‾゛‘“1゛)゛゛゛“1ぺこ!二．ljgXｦE‘!3:り;｀111?”・

恵小百合（江戸川大学敏授）

水lit確傑という点では．農業

の水の使い力が変化しており

水の還元策で1ﾐ人が川来ない

か、自然のSli生は時間がかか

るものなので、あるril度の先

をl’1標に;XIいて議論するとこ

が瓜慨だと思います．

正田浩司（県立所沢高校教諭）

地形のことを･Sえる必藍があり

ます．水はfltl≫ところに流ね．

再び地表に湧水として湧き出し

ます．降った雨は下水道にすぐ

流すのではなく．地下に杖透さ

せる自然の調整機能を活川する

司会：水石文明

(砂川堀流城川づくり懇談会代表)

午喩の81jで13、騏一1馮滴こ八？几･

ディスカッシ３ン51jいました.

６７０ｇがS9加しました.i｀!）ｇの水

６さん（写良ｔ）が、ハネうーの

寒見をと:りまとめてくｎまし,";:.

　　ことｶ哺要だと思います．　　　渉旨ﾀﾞ庖

相馬和彦（不老川流城川づくり巾民の会代表）　　’
不老川の水lit確保という点において狭山liQ源流の保令は･lt栽で､その

ためには森林を如f･･1に竹理するかということだと思います．

小林寛治（空堀川に清流を取り戻す会理事）

空峨川の水飢確保という点S二おいて一つは地下水利川が出4;ないか

という点､もう　･つは源流である六道山公園に植林を行い水力涵羨

ができないかという､吠みをj5えています．

　午後の郎では.二れらの講演等に合わせて.パネルＭや資料展示などを行いました.訂細は次ペー

ジを蓼!M下さい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※次ページに続く
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不老川漑域川づくり市民の

会のパネル展示「こかわを

訪ねて」の様子
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　/1ネル114には．小老川流域川づくり市民の会．

所沢源流の;?'ii稲川人;学自然環境調r,1竃＆ＷΛ

VOC".川づくり清瀬の会. ,'un川流域川づく

り恕ａ会の501休が秘1ﾇ1し，日ごろの収り以みや

ｆペンIヽのOd″･などを報告しました．

　Ｍ優に水ぞ,さんの総括と質疑応答をもって.

'＼-^Jlデぞスカッシ丑1ンならびにフォーラムを

終j'しました．

鯉賢で

武蔵野を探る会の松本さん

が作成したr柳瀬川のマッ

ブ」を資料として展示

‥卜‥卜…iトレi卜　小　･‖　|卜〉|……･||･　i･lj　ll･|Il
!|i　l　ll･　吽＼･Ili　!■ jil･　Ilj　ll･jj il=jjj･11　j･li j･|l　ji･|･jj11111jll･jjji･|･jj,illjjj･11,11 jli･|　lijj il　ilj　i･lj　j･ll　l

アンケートとで見るフォーラムの様子など！

　ヮ･1－ラムに参加した杵さんにsit!人・投函してもらったアンケートjanからもt｀i ljの様ｒをうか

がうことができます．

＜ウォーキングに関する感想＞

ＱＩ：ウォーキングの内容はおもしろかったですか？

ウォーキングの内容については．「とてもおもしろかっ

た」が37 2%、「まあまあおもしろかった」が2S. 6Xで．

これを合わtlるとおもしろかったと答えた人は62 1%と

なりました．図答者だりに限ると全員がおもしろかった

と答えました．

Ｑ２：特におもしろかったり、興味を持った場所はどこ

　　　ですか？

ｎにおもしろかったポイントは、「Ｂ地区湿地（28.0ｓ）」

が最も多く、次いで．「さいたま緑の森噂物錫（16.0％）」、

「狭山丘陵の自然（14 7X）」、「堂入りの池（13 3％）jと

なりました．

＜バネルディスカッションに閲する感想＞

Ｑ３：パネルディスカッションはいかかでしたか？

「まあまあ興味が持てた」が39 5X.「とても興味をもて

た」が37 2%で．これを合わせると76 7Xの人が興味を

Ｍてたと答えました．

フォーラム（午後の郎）の様子
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　８月のリレーフェスティバルは､黒川川は新座の|第７川わいわい川あそび!からＸタートです．

どの会場も晴天に恵まれて人勢の参加片で賑わいました．ここでは､８川中に４哨所の会場で行わねた

各支川の川まつりをレポートします．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．／-ﾌ?、＼

8。7

第7回

黒目川（新座）
わいわい川あそび～アユのいる黒目川～

く

7 11（出に行われたj削1川（新座）の川まつりについては. ni(^Jの口1り11 １で*f.if

だった.ふじみ環境クラブの伊藤さんがレポートしてくれました．魚捕りやスイカ割りなど．旨く

ても楽しく遇ごした夏の日の一日が日に浮かぶようですネ．
4こ弓の嘉ＩＲ江川Lこ晒いて．

ふじみ涅;員クうフの伊－さんが

レボートしてくれました．

写爽りi>BaA,の撮影で可．

亀い

◆新座・黒目川　r第７回わいわい川あそび～アユのいる黒目川～

【日９】平或１７年８月７日（日）１０９～１４時

【主催】瓜目川流域川づくり懇談会

【協力】新河岸川水系水環境連絡会、新河岸川沢眼川づくり連絡会

【後援】新座市、国土交通省荒川下流河川事務所

【参加・】４０名

【スタッフ】１０名

【天眼】聊れ

【坦所】栗原１丁目公園横の黒目川

【同れ/ご水生生物た５】

　・ォイカワ（ヤマベ）　・カマツ力

　・アブラハヤ　・メダカ

　・モツゴ（クチポソ）　・コイ

　・ドジョウ　・ウキゴリ

　・タモロコ　・アユ　・ギンブナ

　・モクズガニ　・アメリカザリガニ

【内§】

水槽の魚たちに興味津々

な子供たち．できればこの

魚を捕まえたいなあ１？

　魚1両りの前に、川の中を掃除しslした．！

その後、魚の種類を勉強しました．勉強収

後は、アメリカザリガニは欲しい人が持５

帰り、残りは川へ戻しました．

【感想】

待ちに待ったポート遊び

の時間です．我先にと

ポートに乗り込みます．

魚取りに夢中な参加者の

皆さん．狙った魚は取れ

たのでしょうか？

スイカ割りもＳしそうです．

写真の子供の一刀両斬に

は恐れ入りました！

　多くの親子に参加してい/ごださ、楽しみながらお魚同りをしました．また、身近な川で

も生き物が沢山いることと、魚が11みや１:いｌ鳴の大切さを知ってもらう、とても艮い機

会となりました．主催の一人、新井さんに「これからの川まつりに期時すること」につ

いて伺ったところ、「凪目川（新座）のgわいわい川あそび』においても、束ス回米

市の落合川『わくわく川掃除＆川あそび』のように、焼きそぱなどの吸殻店を出したり.、

いろいろな団体からの協力を得て、今以上に子供の参加を増やしてい８たい」とのことで

-
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　なお．アンケート凋fiの回芥者数は47蔡で，性別は男性が約７割

((17.4X).な性が約３割(27,3UとなりましたUl%は焦回答)．

また.年齢は60代が全体のta(5I.2X)を占め,次いで40代(16.31).

50代01.6X)の順になりました．回答者の仕まいは.所沢11fが約,1割

(37. 21)と最も多く．次いで東京W (32. 5X).その他の埼'R県内

i'ih.C‘いとなり．所沢巾内と東水都からの参加者が多かったことが

うかがえます．

　　　　　　　゜'ＷＡＶＯＣ：早11田大学平山郁夫ボランティアセンター
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8。21　柳瀬川(志木)
柳瀬川・野鳥ウォッチング＆水族館｜

　吻瀬川（忠木）では1一瀬川・野鳥ウ:fッチング＆水族館jが行われましft.

3 [muに行われている定例のイベントで.以前にも木紙で紹介したとおり.野鳥

館展示組みに別れ．聊瀬川ﾄﾞ流域の生物を観察するものです．今回．エコシティ志木では．

例のずベントを川まつりに位置づけ,参加者の拡充に努めました．

と水族

この定

　今後の川まつりについてエコシティ志木代表の天田さんに閃いたところ.1今後は.年１回のイ

ベントとしての川まつりというよりも、現在．年に５回liっている「子供と人人の自然塾」の中に

川や魚を題!4として収り人れ.地域の人々が川と接する機会を設けたいと思います．年１回のイベ

ントということで.一度に人勢の人々が参加すると､仰瀬川の場合は水Ｍが多くて危険なところも

あり監視tmが人変だｰ､たりもします．それよりも．私たちのll々の活動の中で､人々が川に親し

んでくれる咳会が設けられれば良いと思います』とのことでした．

脚瀬川冶いを歩きつつ野

鳥を17します。イカルチド

リが沢山いました。

こちらは水族館の様子．
設言前から過行人が足を

止めます．

8。21　黒目川（朝霞）

投網を投げての魚取り．

ちゃんと漁協の肝可を得

ているそうです．

さて今日は珍しい匁が取れ

たでしょうか？水族館は10

時からのオーブンでした！

黒目川・川まつり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｘ

　同じく2日1（田にtiわれた黒目川は朝霞のり財1川・川まつりjは.11記

瀬川（志木）の川まつりが火質的には無かった1二岑しいこともあって、おそらく１

柳

r･Otたちまでがこぞって黒目に押し寄せたのでしょう..とにかく人勢の夢加者で賑わいました．

　イベントとしては．川掃除の後に川遊びを火施，ザリガニ釣り．ポート遊び.魚取り，スイカ割

りなどが楽しめました．また.直ぐそばの堤肋Ｌには焼きそばと焼さ鳥の模擬店も川店，人いに遊

んで腹ベコになｰ,たf供たちのお腹を満足させていました．

　とにかく，入数の多さとヽ?i Ljの回さにスタッフも人忙しです．参加右には麦茶やタオルの配給も

あり.水分の絹始と94さ避けには特に久をつかっているようでした．本当にお疲れさまでした１

川まつり会場の全量です．

まずは天候に恵まれて良

かったですね！

タモ網を配るスタッフの皆

さんも大変そうです！ちゃ

んと順番は守ってね～！

こちらはザリガニの釣り堀１

スルメイカをつけた竿で狙う

は「超特大の一匹」か！？

カヌーが楽しそう！でも、

木深が浅くてオールは上

早くｌげませんでした！

8。21　不老川（入問）

1,ポート　:w,ni：ｌａ．川£゛ｊ･j 31JH i:

鳥になろう魚になろう第６回大森の池まつり　　　　　　　　　Ｘ

　不老川でも2口j「出に1人森の池まつり」が行われました．今年も好甜･の

ﾄンポ取りや魚収りなどのイベン1ヽの他.流域内の市民1,11体が川店する模擬店も沢

た川まつ|】になっていました．

　また．今年の新企画としては．子牛を２朗権に人れ．動物とのふれあいを体感できる｜μ1･とあ

そぼjのコーナーがありました．中l二はf･iBViaiも牛の前から離れない于供もいました．なお．人人

気のカヌーの安令管理等は.今年も駿河台人学の生徒さんが１伝-jてくtlました．

　以下に,川まつりの当日に.･F老川流城川づくりili民の会の丸橋さんからお聞きしたｌこ才1から

の川まつりにKmすること」について記しました．この先も，少しずつでも．そんなl lQI持する川

まつりｊに近づいていけるといいですネ１

lUBfS?た凛。

・・・_｡~=やＪ吻l　j,・・

『子牛とあそぼ』のコー

ナーの子牛たち‥　可愛
いですねえ～１？

大人気のカヌーは今年も

駿河台大学の生徒さんが

手伝ってくれました．

カヌーの順番が待ちきれ

ずに、コースを歩き出す
子供たちもいました．

こちらでは自作の水鉄砲

の威力を試しています．
何処まで飛ばせるかな？

　　　　　　　　　　　　の｜　つｌに　　　　こ

　この２年間は熱気球イベントを行っていませんが．それなりにひ加者も増え、地域の

人々にも定着してきていると思います．然気球イペントを斤うと．久球を口当てに約･100

～500人位の参加者は確保できるのですが．他の川遊びをする人が少なくなってしまいます．

それでは川まつりとしての愈味が無いので、今後の熱気球イベントの４入については判断

が難しいところですね．

　これからは「人森の

池まつりjのような川

まつりが、狭山巾や川

越市の不老川で開催す

ることができれば良い

と思います．

　　　　　　　　　　　こちらのイラストは
a;12115　　　　不老川沢域川づくり

　　　.1.１　　　　　郡民の會の田よさん

　　　　　　　　　　　にお願いしました．
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