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　あたたかい春の風に誘われて、水辺の生

き物たちもしだいに姿を現し始めた４月。

　今号の「市民の活動レポート」に登場す

る柳瀬川でも、様ﾉﾏな水辺の生き物がみら

れ、いたるところに春の訪れが感じられま

した。

　番から夏にかけ、各流域の活動もますま

す活発になってきます。『里川』では新河

岸川流域で行われるイベントに密着取材し、

随時皆様にお伝えしていきます！
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（4）市民の活動レポート

柳瀬川ウォッチング＆出前水族館　・＝=e＝=写＝・

３月１５日（土）午前９時～１２時

主催：エコシティ志木／埼玉県生態系保護協会志木支部

　３月の第３土曜日。エコシティ志木では、毎月恒例の柳瀬川ウォッチングと「出前水族館」が開催されました。

珍客オシドリをはじめ、ヒドリガモ、コサギなどさまざまな野鳥が集い、川辺には春の草花が芽吹き始めていた

柳瀬川河岸。参加者たちは魚しらべと野鳥しらべの２グループに分かれ、それぞれに春の訪れを探しました。

　野鳥しらベグループは柳瀬川の河岸を散策し、出現する野鳥の種名と数をカウント。今回は３２種の野鳥を記録

しました。一方、魚しらペグループは投網を用いて魚の捕獲を試みました。この日捕獲されたのは合計４０匹。通

常よりも少ないとのことでしたが、道行く人も足を止めて、普段は見ることの出来ない柳瀬川の魚たちに見入っ

ていました。種類と体長を調査した後、魚たちは再び柳瀬川へと放流されました。

志木中前の土手より柳瀬川を臨む。

土手沿いに桜並木が続き、春にはお花見に訪れる人も多い
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鮒の産卵

投網を打つ参加者。志木中継ポンプ場の流れのな

いところにはヌマチチブやギンプナなど様4xな小

型の急が生息している
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ハシボソガラス。

街中で見られるハシブトガラスより

も一回り小さく、畑や川辺などでえ

さを探す
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脱皮中のザリガニ

出前水族館（魚しらべ）

今回確認された種 匹数

モツゴ（クチボソ）

ギンブナ

ウキゴリ

ヌマチチブ

ドジョウ

ザリガニ

テすガエビ

１
２

１
１６

　１
　１

１８

合計　了種 40

※埼玉南部漁業協同組合と埼玉県から投網などを

便うことの許可をもらってしらべています。
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柳瀬川ウォッチング（野鳥しらべ）

今回確認された野鳥（合計32種）

カワウ　　　　コサギ　　　　カルガモ　　　　コガモ

オシドリ　　　ヒドリガモ　　　ハシビロガモ　　キジ

イカルチドリ　イソシギ　　　　タシギ　　　　セグロカモメ

キジパト　　　コゲラ　　　　　ヒパリ　　　　　キセキレイ

ハクセキレイ　セグロセキレイ　タヒバリ　　　　ヒヨドリ

モズ　　　　　ジョウビタキ　　ツグミ　　　　　シジュウカラ

オオジュリン　アオジ　　　　　カワラヒワ　　　シメ

スズメ　　　　ムクドリ　　　　ハシポソガラス　ハシプトガラス

（ドパト）

今回確認された主な野草

ヒメオドリコソウ　　　ホトケノザ　　　オランダミミナグサ

コハコペ　　　ショカッサイ　　　ハルノノゲシ　　　　ナズナ

カラスノエンドウ　　　ヒロハウシノゲクサ　　　　カラシナ

ビナンカズラ　　　　　クコ　　　　トサミズキ　　スイバなど

市場ふれあいの森。

地主の方の協力により、市が借りてい

る公園。市民が緑に触れ合える場とな

っている

　－･

旧柳瀬川。

柏町1丁目付近を流れ、栄橋のところ

で柳瀬川に合流している

いろは樋の模型。

江戸時代、斬河岸川に注いでいた野火

止用水を水田に引＜ために作られ、周

辺の低地に　大な恩恵をもたらした。
畏さが百

ぼ

上もあることから「いろ

は樋」と呼μれていた



（2）特集配事
特集記事（3）

1月24日に「東京の名湧水」が選定されました。「東京都湧水などの保護と回復に関する指針」に基づ

く最初の事業であり、湧水への関心を呼び起こすための大事な機会になると期待されます。湧水保全

ネットワークでは、今後、名湧水について各地域がどのように取り組み、湧水保全に生かしていくか
について学習会が行われました。

開催内容
日時:2月15日（土）13 : 00～1 7 : 20

会場：国分寺市もとまち公民館２階

主催：湧水保全ネットワーク

（参加団体:水みち・究ａ､みずとみどり研究会､八王子ランドマーク研究会､麻１山の

水系を守る会､東久留米ホタルを呼び戻・会､東久留米ほとけとじょうを守る会､賜目

川流哺川つくり懇談会､新河岸jll水系水一一連絡会､朝霞･水の会､北jllかっぱの会、

白子川源流･水辺の会､田無の自然を見つめる会､北多摩自然環境連絡会）

○真姿の池マンション建設予定地見学

○学習会

　１．報告

　　東京の名湧水選びの経過について

　　　　小倉紀雄（東京農工大学農学部教授）

　　請願提出に至る経緯について

　　　　星野順子（みすとみどり研究会）

　　自治体の対応：

　　　　国分寺市、日野市、板橋区、練馬区、

　　　　東久留米市、調布市他。

　　市民団体の対応：港区、東久留米市、国立市他

　２.ディスカッション

　　名湧水の今後の取り組み

　　湧水保全の今後の方策

　　シンポジウム企画とネットワークづくりについて

○真姿の池

マンション建設予定地見学

　　　　　　13 : 00～14 : 00

　全国名水百選に選ぱれたことも

ある国分寺市、真姿の池の湧き水。

この湧水地点のハケ直上にある

３０００坪の敷地に、マンションを

建設する計画があります。マンシ

ョン建設により、湧水の地下水路

が断たれ、湧き水が枯れる恐れが

あります。建設予定地の３分の1は、

事業者の協力もあり、国の文化財

の指定を受け、国分寺市が買収す

ることに決まりましたが、残り３

分の２についての建設のあり方に

ついては、みず、みどり、文化財

●真姿の池湧水郡とは？

旧環境庁による「名水１００選」にも選ぱれた

都内有数の湧水で、５つの湧水源があります。

交通ＪＲ中央線・武載野線「西国分寺」駅徒歩15分

　　　ＪＲ中央線「国分寺」駅徒歩２０分

場所国分寺市東元町３丁目2446番地

●真姿の池湧水郡飲料水として持５帰る市罠も多い

の３つの専門部会を立ち上げ、市

職員、事業者、市民、それに研究

者も加わり、それぞれに協議を進

めています。

○学習会

第1部・報告

　　　　　　14 : 10～15 : 40

　第1部は東京の名湧水選定委員

会の小倉委員による、「東京の名

湧水選び」の経過報告と、みすと

みどり研究会の星野さんによる「『東

京の名湧水』選定を湧水の保護と

回復に有効に生かすための請願」

提出に至る経緯の説明がされた後、

各自治体および市民団体の対応に

ついて参加者から発表がありました。

１。「東京の名湧水選び」の経過報告

　（小倉紀雄:東京農工大学農学部教授）

　湧水は池や川の貴重な水源であり、

都民に潤いと安らぎを与えるもの

です。しかし、都市化の進展など

による水質の悪化や水一の減少に

より、湧水が失われつつあります。

そこで湧水を保全一回復するため

には都民の関心を高める必要があ

ると考え、「東京の名湧水」を選定

することにいたしました。選定基

準としては、水量や水質の他に、

由来や景観なども取り入れました。

区市町村ならびに都民から推薦さ

れた湧水のうち、一般公開されて

おり、都民が身近に触れることが

出来るものを対象に選考した結果、

５７箇所を「東京の名湧水」とし

て選定しました。また、公開に制

限があるため、名湧水として選定

できなかった４箇所の湧水を、あ

わせて紹介することにしました。

２．「『東京の名湧水』選定を湧水

に推薦した。

・　湧水の推薦に市民の参加が出来

なかったことが残念。市としては、

東京都の名湧水とは別に、市民に

よる湧水の選定もしたい。

〃･　　■-･--･･'-r-●f-・ - ･=－ミミ.-
の保護と回復に有効に生かすため　第2部・ディスカッション

の請願」提出に至る経緯

　（星野順子:みずとみどり研究会）

　名湧水の選定は急な出来事でし

たが、条例で湧水を守る取り組み

をするという指針が出たのは画期

的なことだと思います。行政側に、

開発で危機に瀕している湧水を守

る姿勢が見られたことは評価でき

ますが、自然環境部および名湧水

選定委員会が市民団体との連携を

はかることな＜、独自に選定を進

めたことに問題があると思います。

そこで、「選定作業を公開し、都

民参加ですすめること」や「名湧

水選定にあたっては、今後の保全・

回復対策も含め検討すること」を

東京都に請願しましたが、議会で

不採択とされ、私達が求めていた

市民の名湧水選定への参加は実現

しませんでした。

３．各自治体及び市民団体の対応

について

・「名湧水」ということで聖域化さ

れ、市民の自由な立ち入りが制限

されるカ向へ向かうのは望ましく

ない。

・　自治体としては、今後は市民の

了解のもと、環境基本計画の中で

湧水の保全に取り組んでいきたい。

・　東京都から湧水の指針が出たと

きに、各自治体の担当者に説明は

あった。しかし、具体的な進行日

程に関しては未定だったため、区

のほうでも区民と連携を図って準

備を進められなかった経過がある。

・　水星や水質などの基礎データお

よび他の市町村への兼ね合いを考

慮した結果、数箇所のみ東京都に

推薦できなかった。

・　選定基準の中でも、自然的景観

に注目して選考した上で、東京都

　　　　　　　15 : 50～17 : 20

　第２部では、選定された名湧水に

ついての対応や選定されなかった

　湧水についての見通しなどにつ

いて、参加者が意見を述ぺあい、

各自治体の担当者による湧水連絡

会のネットワークを機能させるこ

とや、湧水保全ネットワークによ

るシンポジウム開催など引き続き

活動をしていくことなどが確認さ

れました。

・　湧水保全の他にも、涵養の問題

がある。涵養域の特定は難しいが、

都市開発が水みち・陳層へあたえ

る影響について法整備を進めてい

＜必要性がある。

・街づくりは法や条例だけでなく、

市民の合意を満たすことが必要な

ため、自然に影響を及ぼす恐れの

ある開発は、市民パワーによって

押さえをかけることが出来る。

・　各自治体としては、東京都の対

応を待つのではなく、ネットワー

クを作り、積極的に活動していく

とよい。各自治体の足並みをそろ

えるためにも地区ごとや問題別に

分けて行動することで、より活発

な運動にしていくことが出来る。

・　東久留米市では、みどりの延長

線上に水の考え方が出てきている。

湧水保全に向け、基礎調査を開始

した。単独の自治体だけでは難し

いので、流域の他の自治体との連

携を図っていく予定であるが、ま

ずは単独での条例化を目指している。

・　地球環境改善という全体的な取

り組みの中で湧水の保全を考えて

いくとよいのではないか。

・　６月に全国レベルで湧水保全ネ

ットワークのシンポジウムを開催

する予定である。

「東京の名湧水」一覧
名称　　　　　哨任地 名称　　　　　Ｍ在池

１柳の井戸　　　　港区元麻布1-6B'S5lt

２ゐとめ山公園　　　新宿区下落S2-10

3関□芭罵庵　　　文aRIHO2-11･３１

４ｇ犀不動尊　　　目黒区下目≪3 2O26

5多●Jllうｹｯﾄｸうﾌl珀Ｘ田区田園調布1-53-10

6湾水窪弁財天　　　大・ｇ北干K1-Z6

7田I≫E7III1≫八1同水大田区田菌譚布本靭３９

８六嫌月水沿い洗い堤防大田区田園iim25

９剱Ｑ刀i§・辱勾刀不動●U!田谷区笏ﾉﾏｶ1-22先

１０鳥山弁天浪　　　世田谷区北鳥山４･３０

１１岡本部罷鬘緑地　　世田谷区岡本2-23

12 JliEのμ　　　　渋谷区代Ｑ木!≪aei

13 BS寺川御供米橋下・杉勉区大宮2･24

14吟羽ｇ然観察公園　北区一羽酉５-２･３４

１５不勧の滝　　　　松橋凶赤塚8-11

１６清水山憩いのｎ　　練ｌ区大家01-6

１７叶谷槽池　　　　ハエフ市叶谷911079

18 7安呻Ｕ　　　　ハΞ子市中野山・2-Z3

19 rt*り公園　　　ハ王子市子安92-22

20片(TMIlI公轜　　　ハ王子市片言町2475

21 rか吉公一　　　　八王子市悦司2-41-6

22矢111緑地　　　　立』||雨羽衣03-26

23 Kill公Ｉ　　　　三鷹i5大沢

24右漓水く小潭酒造)笥梅ii沢井2-770

25 BH中湧水　　　呪q]印西府中1-43

261訪一町　　　　昭醐市宮沢斑2べ32-12

27脂漏寺　　　　　昭農市拝島815-2

2S深大寺不動の滝　　調・市深大寺元BJ5-15-1

29露井神社　　　　小金井FS貫井一喝3･8

30瀋浪宗楓　　　　小金鍔?i買井一司3-2-28

31 "UM研一記岩美倚鰐　小金井市中町1-1t-3

32黒川湧水　　　　９野市堅豊田3-29

33 ipsea書箆下溝水　　日野ゆ豊田2-49

34小沢緑地　　　　日野ｍ三沢2-15

３５姿見の池　　　　国分寺市西ｓケー１

３６新次al池　　　　国分寺西雨司１-７

37 187谷戸庭但　　　国分寺一両町?TB

38 saの遠・興要の泄豚水5 ISiJ9市西元町1 13

39ママ下湧水郡　　　国ｎ市谷保2963

40常盤のｌ水（谷侃天満宮）国立市谷保5209

41肩料呪　　　　　嘔生市福缶507

42渥畔男二緑地　　　緊大和弔iWfZ-ICM-1-219外

４３ニツ池公ー　　　東大和市鴻W3-1085

441沢緑地　　　　東久紡Ｘ市肖沢3-9

45竹林公園　　　　東久留米市再沢１-８

４６願Ｄ川天岬町罰　　東久SXIMIIIIZ4-15

４７ＳＩの入不動尊　　　武倣邨山市三ツ木!5-9-5

48穴ｌ天神社　　　咄城市矢野D3292

49威光ｉ　　　　　昭城ls矢野O2411

5C二宮神社　　　　あ窓る野市二宮1189

51ハ雲神社　　　　あきる野市野辺!316-1

52 4安寺の肩章　　　奥多摩町tll341

53獅子□の湧水　　　奥多摩町大円一字e7B5ii

54鑓の水　　　　　奥多ｌ靭小丹波オタキ下191

56多早湧水　　　　神｜鳥植字多幸湾4

56つづさ湯水　　　神・島村字吉塚山69

57大息分川　　　　御蔵島村字川国

公開に制限があり、紹介にとどめたもの
名勝　　　　　誦圧吻

１ぴま池　　　　　湯区

２一明の森みつ池　　世〔B谷区

３日立中央研究珀　　国分寺巾東忿ケ窪1-280

4ｌ立�菓高校棒rt農痛論ずiiJtiax5r≪m4-i6-23

※詳細は東京都環境局のHP (http //nr≫2.kankyo.mtro. tokyo. ks/si zen/yuusui 57seiV ich I ran hWにて

　ご覧いただけます．
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川づくり連絡会報告（7）

埼玉県からのお知らせ

●雨水浸透マス設置のお願い

　現在埼玉県では､東川流域､不老川流域､新河岸川流域の３流域で雨水浸透マス設置の事業を実施しています。

東川流域 所沢市 平成６年から

不老川流域 川越市・狭山市・入間市 平成12年から

新河岸川流域 志木市
朝霞市

平成９年から

平成12年から

雨水浸透マスの普及にご協力を！

　都市化が進むにつれて地面が屋根や舗装で覆われて地下への浸透が減少し、河川に流出する雨水が急速に増

大するとともに湧水の枯渇、水質の悪化など水循環に悪影響が出てきました。

　そこで埼玉県では、流域対策として一戸建ての家を対象に浸透マス設置事業を実施しています。費用負担は、

一切ありません。場所だけ提供してください。皆様のご協力をお願いします。

①治水対策

　雨水を自然の土に浸透させれば、洪水を減らせます。

②地下水かん養

　浸透させることにより、地下水かん養が図られ、湧水が復活します。

③地質改善

　地下水が保留されることにより河川への湧水が増え、川の水がきれいになります。

雨水浸透マス設置の手続き

　　申請書を提出して　　　　　　現地を確認し、ｊ

いただきます　　　　　

２

マスの大きさなどを

　　　　　　　　　　　　決定します

新河岸川流域川づくり連絡会とは？

Ｊ 工事を実施し、
その後県が完成検査を

行います

４ 県に確認書を

提出していただきます

平成14年度　第４回

国土交通省荒川下流工事事務所と市民の方々との情報交換の場として定期的に開催しています。参加を希望される方や、詳細
につきましては、荒川下流工事事務所または新所沢事務所へお問い合わせください。

平成14年度　第4回新河岸川流域

川づくり連絡会

１､日時：平成15年1月２３日

　　　　１９：○○～２１ ：００

２．場所；新所沢事務所

３.所沢市の河川の現状について

　第４回連絡会においては、所沢市下水

迢部河川課の方にご出席頂き、「所沢市

の河川の現状」についてお話をして頂き

ました。以下にそのお話の一部とその後

の質疑応答を示します。

●所沢市の河川の現状について

所沢市下水道剖　河川課より

＜砂川掘について＞

・砂川掘は、上流から誓詞橘までは普通

河川（水路）で「砂川掘」よばれ、誓詞

橘から青葉台（一宮製作所近辺）までを

　「砂川掘都市下水路」、青葉台（一宮製

作所付近）から下流側は「荒川右岸流域

下水道砂川掘雨水幹線」となっている｡

・都市下水路は主に市街地の雨水を排除

する施設であり、砂川掘都市下水路にお

いては、狭山ケ丘地区否の雨水を排陥す

るための施設である。流域下水道は流域

をひとつの単位として２つ以上の市町村

の下水（雨水）を集めて処理するための

もので、「荒川右岸流域下水道砂川堀雨

水幹線」は４市２町で維持管理をしている。

＜不老川について〉

・かつては非常に汚れた川で「日本一汚

い川」とも言われたことがあった。しか

し、流域の人ﾌﾏが努力をした結果、現在

は改善が見られている。

・不老川においては、水質改善の事業が

あり、例えば川越の下水処理場の浄化し

た水をさらに高度処理をして上流に流す

といった事業も行っている。また河川を

直接浄化する施設も設置している。

く今後の河川・水路等の整備について＞

・河川等の整備は、水害防止等治水を目

的としているが、平成９年度に河川法が

改正され、河川の持つ多様な自然環境や

水辺空隙こ対する国民の要請の高まりに

応えるため、従来までの「治水」、「利

水」に加え、「河川環境」（水質、景観、

生態系等）も考慮することになった。水

路は河川法の適用外であるが、所沢市で

は水路を改修する場合も、できるだけ自

然的な考えを取り入れていく方針として

いる。

・国土交通省、埼玉県および流域２５市

町村から栂成されている「新河岸川流1威

総合治水対策協議会」に所沢市も加盟し

ており、新河岸川流t或全体で治水対策と

して河川や水路の改修はもちろんのこと、

調節池の整備、浸透マスの設置等の展開

を図っている。

・質疑応答

Ｑ．「普通河川」と「都市下水路」と「流

域下水道」の予算の財源は？

Ａ．「流域下水道」については４市２町で

維持管理費を負担している。改修工事の

場合は、一部県の費用と国費が出る。所

沢市は下水ｉの特別会計から出している。

　「都市下水路」については、大きな改修

工事がある場合について「ま国と県から補

助金が出るが、維持管理については所沢

市下水道部の単独の管理となる。「昌通

河川」は河川課が主管であり、一般会計

の予算から出している。普通河川は河川

法以外の河川となり、補助金はない。（所

沢市）

Ｑ.河川法では川づくりについて住民参加

を進めていくこととしているが、下水道

は必要であるとｌうが？

Ａ.下水道に関しては、市民代表等で横成

される「都市計画審議会」と「議会」で

事業計画等に関して審講や承認が行われ

ている。住民参加ができるような仕組み

は必要と思われる。（所沢市）

Ａ.行政側も住民を巻き込んで計画を作っ

ていくことが必要になっていくと思うし、

また住民側もある程度の盛り上がりとい

うのか、動きがでていないと、行政側も

ゼロから住民を盛り上けていくと官主導

のものになってしまうと思う。よって住

民・行政双方に参加に向けてある程度の

１台ができた段階で両方が手を握って進

めていくということが理想的な姿である

と思う。（荒川下流工事事務所）

平成１５年３月ＩＯ日　第５回新河岸川

流域川づくり連絡会　議事録は次号に掲

載いたします。

　（開催場所）新所沢事務所本誌Ｐ８参照

　（お問い合わせ）新所沢事務所　または、

新河岸川流域川づくり連絡会事務局

国土交通省　荒川下流工事事務所　調査課

TEL 03-3902-3220　FAX 03-3902-2346

についても計画・竪備について住民参加　　糖4回川づくり滴絡会のょぅす

雨水浸透マスとは？

屋根に降った雨水を桶からマスに導き、地下に浸透させる貯留浸透施設です。屋根に降った雨水はトイか

ら雨水浸透マスに流れ込み、マスの側面や底面から砕石の間を経て地下にしみ込んでいきます。

●雨水浸透マス標準施工図(㈲

網などによる、
落ち葉などごみ取りスクリーン

この雨水浸透マスは水を通すマスの

周囲に砕石を詰め込んだものです。

(左)設置前の雨水浸透マス本体

(右)フィルターを入れ、ふたを
　　すれば雨水浸透マスの完成
　　です。

ﾄﾞﾖド

２ ． ５

6０

一 一 一 一 ・

(準一：ｃｍ)

お問い合わせは‥‥

埼玉県都市整備部

埼玉県新河岸川総合治水事務所企面調整担当

TEL 049-235-4838

FAX 049-235-4876



(励新jllSjll流域焼物
●ｌｎｆｏｒｍａｔｉon

噛イベントカレンダーで

・ｉｔ2‰
癩８場所：断－岸川「旭橘｣mi敷および日amtvm 10：α)～１５：{}Ｏ

主催：新河岸自冶会／高砂自治会

k)ぱいです。また、旭橋の岸から旨の舟運を瓢んで

　（天候や新河岸jllの水�によっては、中止になる場合もあります）車でのご来珂はご還慮ください、

　・お間い合わせ:04&-246-2027 (IJI越巾観光案内所〔ill越駅自由－路内〕）

　・狐狸岫閲:900～16:３０霧1休日：年中無休

■総合治水施般見学会

・日喝:５月１８日〔日〕

・見学鳥所：－川の訓爵池く溝瀬市、東久留米市）および下水道の工事飛皿（東久留米市）

一刻象：小学４年生以上（小学生は保�壱同伴．汚れてもいい圖装で）

・費用：無剥（‐食は昌自指診）

・参加申し込み：往復はがきに到便謹弓・住所、参加者名・年・、電話霜号を記入の上．

　　　　　　T163-8001≪SiaiBIB計画同都市屡館剖内事鰐同へ（４月２３日必槌）．抽選で１００人．

・jsnitsわせ:03-5388-3298 (東京都都市計�喝都市基盤部凰殷計画課）

■エコシティ志木　イベント情報

●斜面林の手入れ

・日恥:４月12日〔±) 10:CX）～12:ＯＯ（雨天中止）

・輿８：肥罵3児童公園（志木二小いきいきサロン角）

・主催：エコシティ励本／埼玉県主態系保�協会廓木支部

・お問いａわせ:04847) -1338 (天田）

●河童のつづら・お宝免見ツアー

・日qi:４月２Ｃ日（日）14:○｛｝ヽ16:oo

・賃８進一：いろは遭学館1階第1会誦室

・お問い８わせ:048-471-4275 <毛利）

●柳瀬川ウォッチング＆出前水族館

・日時:４月19日(±)9：○○～１２：○○

一日陥:５月17日<±)9:○（）～12:（Ｘ）

　　（いづれも雨天中止）

・薦包会揚：高木中学校前の柳瀬」||土手

・内容：魚しらぺ（柳瀬||咄肋水旅館）と野瑚しらぺの

　　　　２グループに９かれま１

・主瞳：エコシティ恚木／埼玉県生態系保・協会志木支部

・８問い８わせ:070-6114-O905 (飯塚）

●こどもとおとなの自然塾

①「審の野草を見てみよう」

一日|百:４月27日<B)9：Ｏ｛｝ヽＵ：３０（両天中止j

②「ツバメの子育てを見てみよう」

一日哺:５月２４日（日）９:（Ｘ）～11 :３０（両天中止）

・薬包会場：聚－東上綴「佃浬||」駅サミット前広場

・持ち物：肇記用貝、図・（あると便利）

・主催：埼玉県生態系保護喘息志木支部／

　　　　エコシティ志木／志木巾敦脅りーピスセンター

・参加申し込み／お問い合わせ:

　　　　　　　048-471-2211 (a陶サーピヌセンター｝

「里川新闇」掲載桶報を大募旗します１

　各流域や地域での活動報告やィベント情報を舅集して

います．身近な情報などをお手紙またはＦＡＸで新所沢

事務所までお寄せください．

〒359-0043所沢市弥生町2996-6 1F

新河岸川流域川づくり連絡会所沢事務所

TEL/FAX 042-994-3212

新所沢事務所

里川しんぶんについてや、話動についてのお問い合わせは。

断所沢事務所まで、お気軽にどうぞ！

　　鮪館一関

　月・木・兪●日　　午後１純一午後５純

　土・日曜lﾖ・祝日　午前IC時～午後５時

・火・木曜日　　　休館

会議などでご利用になる場合は、開館鴫間の変更も可能です。

ご利用の方は新所沢事務所までご達箱ください。
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