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秋晴れの空の下での活動特集
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　　　　秋のイベント報告

新河岸川流域情報
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『彼岸花のむれ咲く川辺を樹の名札つけウォーキング』

『白子川ウォッチング　弥生橋～越後山橋』

新河岸川流域川づくり連絡会報告

イベントカレンダー

柳瀬川水循環マスタープランについて

映山州八叫//氷戸いリ１晴れ》空の下!　ｈｨﾍﾞﾝﾄ報告

,･夕

｀゛’　　新河岸jllをjllくだり　;ほほ昌Ｚ;:。。

　新河岸川の川下りか市民有志によ　　卜真

って企画されました、

　ｔi河岸川にに江戸時代から昭和６

年まで船の交通がiうき交い、川越の

発展に重要な役割を果たしました。

新河岸川という呼び名は川越城主松

平信綱が川を改修し、新河岸場なと

の船肴き場を開設した後にてきた声

いわれます｡水運か華やかな時代に

は、米、麦などの年貢米や材木か江

戸に運ばれ、塩、油、魚、肥料など

を帰り舟が積ん-Ｃ帰ったそりてす、

荷物の積みおろしがFjわれた河陥場

付近には船問屋も建てられ栄えてい

たといわれます。

新月岸川をゆっくりjlも．舟のj厚子

l｡木雨のいろj,1咄より撮影，

　今回はか″コて川越と江戸（東京都

心付近）が舟で結ばれていたことを

体感するために、実際に伺（カヌー

とポート）を使い、新河岸川のＣさ

る限り上流から７ることのできる所

まで行ってみようというものでした｡

　現在の新河岸川は昔のような人の

集まる華やいた場所とはいえません。

また河川改修が進み、都市型の河il

に姿を変え、とても舟が通れるよう

な状態でIまない場所もありまｊ。し

かし、自然が残り、静かな過去の面

彫か感し取れろ場所もありました。
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　当日は初秋の青空が広かり、空気も

澄んてｰいたため、新河卑川の土手から

は富士山を望める場面もありました．

川だけでなく、川を囲む環境を仝身で

感じ取りながら、川の流れや穴を身i斤

に感じられる一日こなりました

　また、静かな川の流れ、鳥や植物の

ざわめきは、川がいろいろな意味で生

きていることを伝凡てくれました．そ

して、かつて舟唄が響き、活気に満ち

た新河岸川を想起させる旅てした．



（2）秋のイベント報告

新河岸川流域　秋のイベント報告
掲載されている活助については、

新河μ川流域駈所沢事務所まで

お問い合せ下さ1ゝ

　TELyFM 042-994-3212
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舟からみた輯河岸川

右岸側の河畔林が見事！

都｢bの喧噪から解き放たれた

静かな空間が続く、

置!蓼のフトンカゴにメダカがいっぱい!

川の中には、各所に大型ゴミ等

の障害もあるが、それを除けば

ー航に支障はない、

与真：福岡運動公国付辺

右岸は十のままの自然護岸，

ゴイサギやコサギの営巣があり、

舟の進むｌｍごとにＳが飛び立つ。

柳瀬川の合流地点て、

水堡の増加Iこ驚かされる．

最後のポートか

午後５時30分にゴール！

写真；最初のグループがゴール!

自転車からみた新河岸川

養老橋のこから、舟紀1を応援。

旧福田家（上福岡河岸記念館）

がすこし見えた。

蓮光寺まえの川辺で舟組のお見送り．

川沿いの砂1･j道をひたすら荊へ．

草か生い茂り、進みづらい場所

もある．土手か高く、川や舟も

5!.にくい．

砂川堀の合流地点を確認，

サイクリングロードスタート

富士見江jlと新河片川の合流点

に４、釣り人が多い、

写真：新河岸川と富士見江JIIの合流

　　　　　　　　　　　　・・

写真：いろは橋から』:汲をみた≪r,W川
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秋のイベント報告（3）

自動車からみた新河岸川

幾老橋を渡るが、車を止めること

はできず‥･

なかなか新河岸川に近付けない

ため、舟組との距離も調整困難、

自転車咀の携帯電話での連絡と

地区を頼りに、舟組をキヤソフ

写真：和舶が塵かれているお宅

いろは檎下流の河原では、

ゴールを祝う盛大な祝賀会ｌ

何はともあれ、無事に終えられ

て、本当によかった．

構報収集のお願い

新河岸川のむかしを知る資料やお

話を市民で集めています。

新河岸川の舟運についてのお話を

知っておられる方、和船をお持ち

の方など、新河岸川の歴史に関す

る情報や資料をお持ちの万は、

ぜひ、その情報を新所沢事務所へ

お寄せ下さい。お願い致します。

」
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みんなでつくる流域　みんなで支える流域

市賄詣画　朗朗11をj11くだり

1健r7

平成13年9月23日（日）Ｊ
午前iO時～午後5時30分

新河岸川
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新河､哨1流域て･は、各支JI!ごとに活動が行われ、新ji】岸JI

本川での活動はこれまであまりi‘iわれていまＵんてした．

そこで支川をつなく･新月岸川本jllを知るとともに、支川こ

とに行われていた活動をりなく'試みとし'(、新河片川の(1

下りが市民有志によslて企画されました．

･ ●

:引｜

ぺ

魚の贋豆地点

曜認した魚をその前後に示した

川下りにに必要な一翼を積んてく

れるjlと、駐珊スペースはとても

重要です．今回の川卜りて･、その

ことをつくＪく実感ヴ'ろこと|､.な

ろとＵ、この時は、また気づきも

りずに．はしやいておりました．

坂下噪こ東明寺槙との問に、

「禁漁､区（観賞魚放流地区）』肴板

写真：田谷橋の上流側から見た田谷堰

国道254号と16号が交差し、

川の存在に気付かないほど、

退路が広く．交通皿か多い.

水且が少ないなどの理由から．予定

の場所からボートをドろせないため．

卑が停められ、かリポートを下ろし

やすい場所を求めてさまようが一一．

結局．午前中はj11へ近付けず1;まい．

場　所：川越市～志木市の新河岸川とその周辺

参加者：市民有志２３名

舟からみた顛河岸川
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|弧７河１ｑｊりりし
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水はきれいなようだが、水銀が

少ない．落差工もある．

ｌゝ

●・1

写真・坂下橋から上流をみた新河岸川

　午前10時30分スタート

昭和13年に作られた田谷堰を見学。新河岸川と赤間用水の歴史を知る

写真：新琵琶購からよ渡をみた新河岸

川．水も少なく植物が生い茂る．

滝ノ下終末処理場と横に児童公漁丿

川へはフェンスがあリ入れない，

カヌーとゴムポート、

午後1時30分スタート！

カワセミが右岸に２～４羽いた。

i写Ｘ．田谷橋の下流にある木製の�岸

｜

暉辺沿いを自転車で通行するに

'は勇気が必要。川へ近付き難い、

Ｉ遠くに富士山がきれいに見え、－

|令色に輝いた田んほと彼岸Ｆがき

|れい．のとかな川岸悳爾が広がる．

　旭檎でみんなそろって昼食

ここからは、川沿いの退を行く、

E時には、退なき遵を行く､.とに･･

講童しボート

水質調査
，時刻水温 ccc i;oバ EC

汲１晴　　10 25， 17 2

1谷鳴　.11 30　18 6

０　００?

　　４　一一２　００?

194

怒鳴下流．　　　’９８
Ｏ　Ｉ

京１下晴 16 30 ?1 9 ４　ｎ’

確認された鳥

｜　刀ワセミ

２　コ･イサこ=i

3　刀ル刀Ｉ

４　コカモく２）

５　カイツフリ（句

６　オオタカい）

？　ソパメ

８　オオヨシ=i-ﾘ

９　コチドリ

10ススメ

11　刀ワラヒワ

12　刀Iノワ

13　モズ

14ハシフトガラス

15ハシ六ソガラス

16　-l*)-!i

17ハクセレノ

く　）内･,り数字Ｕ袖認こきたll

確認された魚

１　モツコＩ

２　１ソノホＪ

３　テナガエピ

４　オイカワ

５　こイ

６　ドジョウ

７　タモ［二

ａ　フナ

９　メク力

10　こメタカ

11　ケンコ･ロウフIナ

12　ウｙカエルＣオタマジｒクｙ

13　ウクIイ

14　ウキｊリ

15　二ｊイ

16　マハゼ

17　ヌマヂチブ

18　ボラ

新河岸川をくだって…

　川と一苫でいっても、jllへ近付く

術!こよこ)て．その見え方がま⊃たく

異なることがよく分かりました．ま

た、新河岸川か可愛がられている地

域と、忘れＺられている地域の荏も

よ＜分かりました．

　川の流れがつながっているのIJ確

かだと分かりました．しかし、それ

に係わる様々な環境は．残念ながら

つながljていまtまんてした．

　本当の意味で新河岸川流域をつな

げる作業は始ｉったばかりですか、

いつか必ずつながります'．みんなが

通れば、“リもの道"カように道が

'Ｃきろはず'(り.
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新河岸川流域記行

1，　　文　松本富雄
歩く見るJ111く

　新河岸川は決して水量の豊富な河川ではない。かつて江戸と川越を結

ぶ舟運が開設されていたが、水量が少なかったため、本流の赤間川に入

間川から引水し水田を潤してきた用水を引き込んだり、田を澗すため設

けられた伊佐沼から九十川を開削し新河岸川に引き込んだり、川遊を蛇

行させるなどの工夫がなされてきた。

　新河岸川には武蔵野台地の奥部から流れ出る支流がいくつかあるが、

これらも決して水気が豊かでない。支流には不老川・砂川・柳瀬川・黒

目川・白子川などがあるが、どの川も水量が少ない。今回は、水量の少

ない支流の特徴である末無川について、歩き見て間く旅をしてみたい。

武蔵野台地に特有な末無11Hすえなしがわ）

　かつて、NHK番組「シルクロード」

で天山山脈から流れ出る川がゴビ砂漠

で消えてしまうことを紹介していた．

下流にまで流れ来ない川は雨量の多い

ヨ本にないと思っていたが、あるので

ある．しかも、私たちの暮らす斬河岸

川の水系にはいくつも知られる．それ

らは総称して末無川と呼ばれる．

　末無川とは、水源からは流れ出るも

のの途中で消え下流まで流れ来ない川

をいう．新河岸川水系すなわち武蔵野

台地を流れる河川には多く知られる．

大きな支流では不老川・砂川がその代

表的な末無川である．また柳瀬川の上

流で合流する空堀川やいくつかの小河

川にこうした特徴が知られる．

不老川（としとらずがわ）

一歳をとらないjllの意味はー

　　「不老川」を「ふろうがわ」という

人が最近多いが、地元では「としとら

ずがわ」と呼び習わされてきた.rと

しとらじがわ」という名称には川の特

徴がよく表われされている．

　水源を東京都西多摩郡瑞穂町高根付

近の狭山丘陵の北麗の湧水に持ち、入

問市宮寺地区から入間市藤沢地区を通

り狭山市入曽地区付近で鎌倉街道１道

　（県道５０号線）を謨切り､堀兼地区を

抜ける．この付近には．後に紹介する

が渇斗状の井戸がいくつか知られる．

川は、やがて狭山市・川越市郊外の武

蔵野の畑作新田を通りぬけ川越街道

l国道２５４号線）を越え、川越市岸町

と砂地区の噴付近で新河岸川に合流す

る．この合流点の少し下流の右岸には

川越五河岸の一つとして知られた扇河

ｼﾘｰｽﾞ第3回

岸があったところである。

　さて、不老川というと現在は生活水

により川が汚れてしまったため、その

浄化のため、新河岸川との合流点付近

に設けられた汚水場で浄化水を上流ヘ

ポンブアップし水量は多いが、かつて

は夏や秋の雨水の多い季節は流れはあ

ったが、冬場ともなるとほとんど川の

流れを見ることはなかったという。川

の流れは､冬場には、水源からＩＫｍば

どで途絶えてしまっていたという。

　しかし、川がつくりだした河岸段fi

はしっかりと観察することかできる。

殊に狭山市水野地区付近から下流には

はっきりと見てとれ、汀戸時代に盛ん

に行われた北武蔵野の台地の間拓では、

いち早くこの不老川によって形成され

た低位の台地が対象になった。とはい

え、この低位段丘面も水には苦労した

ようである。掘兼（ほりかね）逃水

　｛にげみず｝などの地名が残ることか

らもそのことはよくわかる。入酋地区

に残る「七曲の井」や堀兼地区の掘兼

神社境内に残る「茲兼の井」などには

水を得るために苦労した様子を知るこ

とができる。

　この「七曲の井」と「堀兼の井」は、

その歴史は、中世まで遡ることのでき

る井戸である。どちらの井戸近くにも

鎌倉街道が走る。ことに「七曲の井」

の脇を通る県道５０号線は鎌色街進上

道といわれる鎌倉幕府から府中を通り

上州や侶州へ通じる中世の主要な進で

あった、「七曲の井」も「堀兼の井」

も、中世になって鎌倉幕府が街道整備

の一環で掘削させた可能性か強い。

　「七曲の井」は鎌倉時代建仁２年

　(1202年）との説もある。

武蔵野台地と末無川縁

不老川の側には「ヒ曲の井」（9月21日撮彫

・台風の後．地卜水は一気にぺかさをあける）

末無川の近くに漏斗状の井戸がなぜあるのか．

次回はその謎を追う．

　さて、不老川という名前の由来は､川

の性質を的確に捉えている．「毎年立

春には川の水がない．人は立春を迎え

て一つ歳をとるでしょ．でも、立春に

は、この川には水がないんですよ．

だから､この川は歳をとらないかわなん

です．」（川越市岸町・明治44年生・

女性）ということである．「節分の夜

に不老川の橋の下にいると、歳をとら

ない」（狭山市入曽・大正12年生・男

性）という話しも聞いた．

7こ:哨
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砂川（すながわ）一砂の川の意味はー

　砂川については前回下流を旅した、

下流には川に水があった。しかし、大

井罫7の大井戸を過ぎ川越街道を越える

と、かつては河通はあるものの普段は

水を見ることはなかった。現在は上流

から汚水が絶えず流れくるので、水が

枯れるなどということは想像しにくい

が、かつては大雨や夏季には下流まで

は流れてきたが普段は文字道り砂の川

たったようだ。水源は狭山丘陵の堂入

池にあり、この付近には冬場でも丘陵

から染みでるように水が湧くが、やは

り水源から３㎞所沢市小手指が原付近

晒武線小手指駅西側付近）で川の水は

途絶えてしまっていたという。現在で

も西武線を越える手的から砂川は暗渠と

なっており姿を地上には出していない。

　不老JIIほどには発連はしていないが

その１流に河岸段丘が形成されている．

江戸時代元禄年間の三富新田（所沢市

中寓・下寓・三芳町上富）の間拓の燦

には、このji】岸段丘の低位面を利用し

浄水を引く目的で上水掘削叶画があっ

たことはよく知られる、しかし、その

工事は途中で断念､三富新田では;叉井戸

を掘ることで飲利水が鮪われた．その

後、その上水計画で開削された河辺は

大雨などのときに雨水を流す排水路と

して利用されていった．排水路敷は租

税を川越藩から免税され、砂川はすで

にそのときから排水路としての役割を

もたらされてきたのである．もっとも、

あくまでも排水路であり、汚水を流す

下水ではなかった．

　さて、砂JIIという名前は武蔵野台地

に多い．狭山丘陵雨龍の立川市砂新田

の地名や武蔵村山市などにも砂川とい

う小河JIIかある．砂川とは「水がなが

れり1?JIIだが．水が流れなきゃ川には

砂しきゃないだろj（東村山市釧田・

昭和8年生・男性）と聞いたが、水のな

いJI:だからこそ付いた名前､地名である

らしい．

空掘川（からぼりがわ）

一乾漆J11とも書かれた川－

　水源は、狭山丘陵の南弱の武蔵村山

市付近から流れ出て、丘陵の南側の武

蔵村山市の野山北公園から流れ出て、

東大和市で奈良橋川などを合流させ、

東村山市をぬけ清瀬市で柳瀬川に合流

する小河川である．この川も禾無川で

ある．　脱によると、この川は途中断

層によっで川の水が地下に吸収されて

いまうとも言われる．かつてこの川は

現在の空掘川という字を使わす「屹濠

川」と有いていたこともあった．新し

い記録では昭和27年の書物にも知るこ

とができる．まきに字からも乾いた水

のない川であったことが理解できる．

　空掘川は、すでに東村山地域に入る

と、ほとんど川の水はなかったようで

ある．東村山市の西部地域に位置する

栄町の府中街道（都道１６号）が空堀

川を越える野口績付近には、「七曲の

井」と同じような「まいまいず井戸」

が数基掘られていたと聞く．

なぜ、武蔵野台地には

末無川が多いのだろうか

　日本の川の多くが山間地を水源にも

つ．山間地は保水力があり、常に豊富

な水を供給する．しかし、新河岸川は

本流も支流も共に武蔵野台地に水源を

持つ．武蔵野台地は東京都西部と埼玉

県西南部に広がる多麿川が形成した降

起扇状台地である．武蔵野台地西方の

多摩の山並みから流れ出る多摩川は、

かつてはこの台地を形成してきた（10

～1万年前）が、作り上げた台地に阻

まれ、台地を南にさけて流れ、台地に

は外から雨水や河川の水は流れこない．

また、武蔵野台地は平坦な台地（中央

部に狭山丘陵があるものの低位な丘陵

である）であり、量的に山間部ほどに

地下に貯めおく力はない．さらに、武

蔵野台地を覆う関東ローム層は極めて

７嘱川野○嘆付近（近年、親水を目的とした

公ｌが川脇に設置され河原に降りることがで

きるようになっている〉

ヤ
生
－

「七ａの井」へは

入館駅徒歩５分夭

「観神社と観の井」

入善駅から約２�

か
牛
－

ａ,ｔ。・。;゛，　Ｊ

　　　　剛｀

　　　　Ｓ，

％ａｘ粂砥練

登所沢

空堀川

新河岸川流域を歩こう（5）

吸水性に乏しく、大雨が降っても地表

面を流れるが、地下への浸透力は弱い．

こんな特徴があるため、河川は常に水

を満たすことかできないのである．ま

して渇水朋の冬場や樹木が地下水を必

要とする呑先には川に水を見ることは

少ないのである．しかし、台風などの

大雨時には台地に降った而は吸水され

ることが少なく一気に流れでるから、

河道は確保されていなければならなか

った、普段は砂の川であり乾た濠であ

り、節分には歳を重ねない川だ･こ）たの

である．水を必要とする春先には川に

水を見ることは少ないのである．しか

し、台風などの大雨時には台地に降っ

た山は吸水されることが少なく一気に

流れでるから、河道は確保されていな

ければならなかった．普段は砂の川で

あリ乾た濠であり、節分には歳を重ね

ない川だったのである．

空堀XII野に橋付近．八坂神杜（この神社近

くにも漏斗状の井戸があったと聞く）

夭散策地図　その１

匍兼付近から下汲には

ａ戸時代の畑作新田の

様子がよく残る

氏島降1･ｉ

　　　　　ゝゝ

　八坂駅　－％
¶％i　　　　西武新宿璋

鎌倉lt7道を北へたどれぱ、

毛呂山町、鳩山町、嵐山町

などに通じる武蔵田の中世

武士のふる里に通じる

λ散策地図　その２

夫野○構付近へは

西武新宿線久米川駅から徒歩1ひ分

　　//　東忖Ｕ｣駅から徒歩10分

酉武多摩湖縁八坂駅から徒歩５分

空堀川の上を遇る府中街道に

「東山逼」という官道であった

　ことが近年分かりつつある．



（6）　而民の広場

新河岸川流域市民の広場一市民の活勤しポートー

彼岸花のむれ咲く111辺を樹の名札つけウォーキンヴ

　日時：９月２２日（土）

　25cmほどの大きな亀の発見から始まり、

自然護岸の土と草の緑におおわれた水際

に、メダカ・クチボソ・フナ・カワエビ

・アカガエル・ザリガニそして、むっく

り太ったドジョウなど、バケツいっぱい

の生き物たちがと出会った今回は、驚き

と喜びいっばいのウォーキングとなりま

した．また、川沿いには、ビガンバナ・

キツネノマゴ・ツルボ・ケンノショウコ

主催　不老川流域川づくり市民の会

などの花が咲き．水と緑と生きものたち　　写真：樹への名付け作■中

そして、人との出会いを楽しみました．

第３回白子川ウォヽｙ千ンヴ大泉氷11鴎～八坂歩進橋

日時:9月２４日（月･祝）　主催白子川と流域の水環境を良くする会

コース

①比丘尼通勤公園入口

②あかまつ公園緑地→もみじ山憩いの森

　　-・中里泉公園

③八坂神社の森・中里富士

④済水山憩いのａ・湧水→

⑤li荷山恕いの森・湧水･４八坂台児童公園

⑥中里幼稚園・湧水

⑦越後山公園

(S)八坂小孚校

　第３回白子川ウォッチングが行われま

した．棟馬区には白子川に沿った緑地が

憩いの森として保全されており、川と緑

地、とくに崖線との関係がよく感じ取れ

る環境が残っています．また湧水の多さ

から、かつて自子川周辺には水田や畑地

が多く、その望かな湧水が農聚に利用さ

れていたことか容易に想像できました．

　しかし．現在の白子川はコンクリート

で覆われているため、緑地から流れ出た

湧水が川を流れているという印象が薄い

ことは、残念なことです.

0) tt丘尼橋周辺

比丘尼橋上流調整池は２万２千�あり、

びくに公園多目的運助公園になっていま

す．また、比丘尼下流調節池のエ順も夕

められています．この周辺には東京外か

く環状道路か通り、大きな道路が立体的

に交差している環境で、深く掘られコン

クリートで固められた白子川はゆっくり

と流れています．

②あかまつ公園緑地

全薬工業（製薬会廿）の湧水を引込んだ

池があります．この周辺は遺跡（愛宕下

遺跡、ハケ谷戸遺跡）もあり、音から水

に恵まれていたことが伺えます．また、

荘茂助水車もあり、昭和初期までは水田

や畑作地か広がっていたそっです．

③八坂神社

周辺が見渡せる富士塚（高さ8-12m;

があります．明治期に!J一面の水田地が

見渡せたそうです．大きなカヤの木かあ

り．たくさんの実をつけていました．

④済水山憩いの森

湧水が滴れ出ており．その水は白子丿川こ

注がれていま１．それまで静かな白子川

が鰻いていたため、川へ流れ落ちる水の

音が印象的でした．演水山憩いの森はａ

豊かな公園として保存されており、力夕

クリの群生も見られ、湧水の池にはカワ

ニナもいたそうです．かつては見留平八

水軍も架けられていました．

可良　済水一想いのａから自子川へ流れ

　　　落ちる楳了を兄学

写真　魚とりの様子．たくさんの魚に出会い

　　　喜びと驚きかいっぱい１

is;でFげ,l･1と:!l(≪≪*rqiSを只く１る会

び名称ｶ;間違-1べむ･|土した. ;ii>;lx.

お･詫び巾乙「;fl･4-.

⑤稲荷山ｌいの森

練馬区にある「憩いの轟」の全体面積の

杓４分の１が、この稲荷山憩いの森″C.

豊かな目然が残っています．そこからの

湧水且は一日に約ドラム缶250杯分あるそ

うです．また、東西が植樹林と雑木林に

分かれており、どちらが貯水地として遇

しているのかが確かめられる貴重な場所

でもあります．武蔵野の面影を残すこの

地は「豊聚園」と呼ばれ行楽地となって

いたそうです.

⑤中里幼稚園

中里幼稚園には．白了川北－斜面から流

れ出す湧水を恥用したプールがあります．

また、その近くにある八坂台児童避圓に

も湧水の池がつくられています．当日ば

残念ながら湧水がなく、確認することli

できませんでした．

まとめ

八坂小学校の会議室をお借りして、まと

めを行いＺした．この区間の良い所．問

題点．提案を出し合いました．

r里111しんぶんj掲ｕ轜を大礁し糾1

みなさ

等を募集しています．身近な情餓などをは

がき．お手紙、ＦＡＸまたはＥメールで下

記までお寄せ下さい．お持ちしております、

＼3SW≫0所沢市弥生町2996-61F

新;可岸navi川づくり連絡会栽所沢事務所

　　　TELyTM　042-994-3212

　　　　E一慟il iiraatitvKti oai nt.ID

新河岸川流域川づくり

新河岸川流域川づくり連絡会報告（7）

II.ﾔﾆ:5・こ二　　　　ｒlii成１３年度第５回～第６回

新河岸川流域JIIづくり達雄会とは？

　　　　　　　　　　　　　　　　㎜㎜㎜　■㎜　■　㎜㎜　　■■　　　　　　　　　　　　　㎜ｌ土交通雀荒川下流工軍事務所と市畏の力々との情報交換の場として定期的に間催し

'(います。参加を希望される力や、ilしく内容につきましてlj、荒川下流・事事務仰i

または新所沢事務所へお問い合わせ下さい。

第５回　平成１３年　８月２０日

新河岸川流域フォーラムについて

　li:JI･ljの111づくり連絡会で寄せられた

意見を鷲S約し、ls務L5で作成した≫f(rj

ｌ川流域ツォー･っムの企画捉案書をも

とに､がしａいを行いました。

{llテーマについて

　Miri管理者である都・県などの|銅係者

との対話ができていないという現在の状

況を改酋できるように、r住氏とfj政が

協働できる|||づく11jなどとした力がよ

いのではないか、

{21パネルディスカッションについて

・ａｉ域でlaけるブース;こついてはT

　ln申だ:1てはなく、ＩＨを通して利

　川してもらえるようにしてはどうか。

第６回　平成１３年　１０月３日

{llフォーラムismcriについて

　荒lllﾄﾞ流_IL11111筋･fiより．新一間||流

域フｔ　ラムを、厳冬期の2jlに開催す

るのではなく．水ぬるむ家年度のjμ|～

5Jj:こ開催することを|;む･iする、

:ｔ連絡会'c圖催日を211:こ決定した経

　緯や、年度が変わることに関する問題

　もあるため、開催11を変史するのであ

　れ:f、連絡会の橘!友メンバーに確認じ

　て:ましい．

　で2･ｉ川F滴!:事事務所が口1¥を決定す

　るのであ41ば．述絡会でx､1議する.ａ味

　がないのではないか．

　;'ｌ･今ll･Iの連絡会で開催日の変更を決定

　１るのではなく、欠席占した他の構成

　メンバーの意見を聞いて決定する必９

　がある.

　ｊ.:･2月は寒い時期であり、春の暖かい

　時川に変吏となることは良いと思う．

　黒II川の現蝿で、川と触11合うには春

　に'ノォーラムを開催した力が良いだろ

　う．

　また，新河,';uiiの５支jllだ;1でなく．

　他の,li民団体にも参加し'こもらえる

　ようなj11を設けれ|=rより多くｅｌＪ,々

　に関心をも-jてｎえろのではないか，

・７４－－ノムWifで，柳瀬川水循環マ

　スター－プランの内容を発表できる場

　を設;･jることも考えられる.

・コーデｆネーターには新たな話題を

　提供してt,らえる力．また行政関係

　削こ積極的に参加してもらえるよう

　な方;こ依頼するなど，現1り)候補以

　外に孝,検討必要がある．

{31フィールドワークについて

・フィールドワークは２つのグ几－ブ

　に分けて行うことを摺案しているが．

･15･現任、黒目川で改修'I:事が着Ｔしよ

　うとし､ている．また. ,'.≪｢1川を総ry学

　習の場として活川しようとしており、

　学校斜|の.敏一も高ま・ている．

{2}フォーラムの企｛内容について

　.‘!T開催日の変更に伴い、｀li然フ才－ラ

　ムの内群をIli検11する必要がある、こ

　わまでは、2 11に開催することを|絢提

　として･.･･たが．作1二変史するなら水の

　･11に入ることも出来るため、IXI約条件

　等が変わるので内容を詰め直す必要が

　ある、

　忿内容については、開催日が決定して

　からとすぺさである．開催日を変史す

　ること;こつい'C、構成メンバー全Ｕの

　意見を間くことを優ｔすべきである．

（開催場所）斯所沢事務所本紙P8参照

（お問合せ）新筋沢事務所または．

新河岸川流域JIIづくり違絡会事臍局

国土交通雀荒JII下流工事事務所調査諌

lEL 03-39ffi-}2加FAX O3-3902-23≪

参加者が共通認識を持てるよう;こ．

いくつかのグ､I L 一 ソ;こ分けで河|||樅

察と？11f探訪の両方;こ参加できるよ

うにしたらどうか、

HIフォーラムの準一会について

・今|,l】のフぐ　うムの開催は倒霞･卜と

　いうこともあり．準備会などをr4｀め

　た'ノォーラムの話し合いの1川こは朝

　脚市の担｀!i者にlj加わｰ,てもらう必

　ｉがあるのではないか．

・フォーうム開催前にrli民と行政の問

　で，参加するにあた-jての銕通認識

　を持てるような場(準備会，勉強会

　など1を設けてもらいたい．そうす

　ることで．住民と行政の対話をより

　Ｈ索化していきた1一一.

|:ll？集会の企画内容について

　=!1フ･|･ラムの企画内容をふまｉた学

　習会で．フォーうムの内容を変更する

　可能性があるならば、学習会のテーマ

　３を決定することも難しいのではない

　か.

②学習会の企画内容､!二しては良いと思

　う．島谷さんに来てもらうことは良い

　のではないか．

邨フｔうム開催の■liiiaに、学集会で

　自治体の参加占に関心をもってもらう

　機会を設けることは良い事だと思う．

･J4丿学習２のデマとして、改修計両が

　変吏すろ余地があるため具体的な方策

　の検討や．住民参加の可能性を加えた

　い．

第７回以筒の日程は末定ですので、

事務局または糾所沢事務所へお問い

合わせ下さい。



（8）　新河岸川流域情報
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111とくらし・環境参ちづくり講座

白子川源流まつり

身近９川の一斉調査報告会

●行政から●

ず

幽

①11月８日（木）くらしと川・今昔物:a

②11月15日く木）生き物たちと川

③11月22日く木）不老川リバーサイドウォッチング

④11月29日く木）川を活かそう　不老川再生プラン

時　間：cTxasi　!3 30～16 30　③10 00～16 00

場　所：入間公民館と現地（全て）

主　催：不老川流域川づくり市民の会

申込み：丸橋　042-959-3831 (お早め1こお申し込み下さい;1

¶

日　時:11月18B (日）正午12助30分～]m30分C雨天中止l

場　所：井頭公園

主　催:　「白子川源流まつり」実行委員会

悶合せ：白子川源流・水辺の会

　　　　lEL 03-3SZ4-9181 （本田) / 03･3923一一843D (菅沢）

日　鴎:11月24Eﾖ〔土〕午後１時～･［未定3

場　所：朝霞市産業文化センター

内　容：調査結果の発表だけでなく、講演や楽しい発表も

　　　　企画中です。詳細は報告会を乞うご期待！

問合せ：串務局　藤井宅　IlL 048-39 1-2365

一廓話と写真でつづる「所IRQ自然とく弓し」一

日　時:11月24日（土）午後７時～

講　師：大舘勝治先生｛埼玉大学講師;

場　所：小手指公民館分館

参加費：１００円【資料代】

主　催：小手指の森に親しむ会　共催：砂川流域ネットワーク

問合せ：TEL 04 2-949-0 545 （木村方）

イベントに関するお問い合せは

斬河岸川流域新所沢事酬�yFAX 042-994-3212

変更も考えられますので、事前にお問い合せ下さい。

新河岸川流域でのイベント情報を専業しています。

フィールドワークや学習会などの情報もご連結下さい。

環境市民団体交流会

日　時：Ｕ月10日（土）午後２時～午後４時

講
講
場

演：市民による環境調査　くぬぎ山の現状

師：関口　鉄夫（信州大学環境学科）

所：さいたまコーブ・コーブブラザ２階大会議室

問合せ:TEL/FAX 042 943 ･6286 （平林) 04Z-959 3831 <丸橋）

日
集

第３一里山（紅葉）ウォー々

時:11月23口（金・祝）午前10時-ヽ午後３時（雨天噸延）

合：東村山駅改札口９時　八高綿箱根ケ崎改札口1｛J:05

参加費：200R･戈通費　800円)

問合せ：北川かっばの会　TEL 04 2-39 1 -･2 3 6 5

F nail : kanaPabeam o(n ne JP

　　URレhttp://ｗｗｗ.ocn.nc.ip/'kapa/

第５回白子川ウォ、チンク家鳩慌～落合僑(河口)

日　時

集　合

参加費

持ち物

申込み

11月23日（帝・祝）午前９時30分～午後３時

東埼槙（東上線成増駅下車徒歩10分〉

１００円

弁当　飲み物　筆記用具　暖かい服装で！

白子川と流域の水環境を良くする会

事務局（堀) TEL/FAX 048-462-31 ８３

里山Ｑ自然･文化･産策を生か寸地域づくり

日　時:11月25日（日）午前10時30分-ヽ一一午後31時30分

会　場．東京経済大学（５号館－２０１教室）

参加費：無料

主　催：財団法人トトロのふるさと財団

問合せ:TEL 042 947 6047　FAX 042-94r-6057

E一nai) ' officee:otoro o･ JP

　　URL : http //ｌ四 lotoro or JP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳瀬川流域水循環マスタープランについて

　柳瀬川流域の水循環をよくしていくために、「柳瀬川水循環マスタープラン。を策定しています。

　水循環マスタープランは、流域での水の諸問題を解決し、よりよい方向へとすることによって「望ましい流域

像」を実現していくことを目的としています。　これまで、学識者、市民、行政からなる検討会や、市民からな

る市民懇談会や、シンポジウム等を開催し、「望ましい流域像」について議論してきました。

　柳瀬川流域水循環マスタープランについての検討会や市民懇談会等の内容は以下のホームページで参照できま

す。ぜひお立ち寄り下さい･　　　　　　　　　　　　　　　http://ｗｗｗ.ａra.ｏr.jp/arage/yanase/index. htnl

●事務局から●

秋も深まり朝夕は肌寒いくなりましたが、体を動かす外での活動に最適な季節となりました。

新河岸川での川下りや、各流域での活動もますます活気あるものとなってまいりました、

また、新河岸川流域でさまざま魚が増えてきているという情報も入ってきております。

新河岸川流域は、日々変化し続けていることを実感します。今後も変わり続ける新河岸

川流域の情報をみなさまにお伝えしたいと思っております。
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