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　今年の夏も、新河岸川流域の各地で川

あそびり||まつりのイベントが開催され

よし/ご志木市の柳瀬川でも初めご川ま

つりか行われ、川てのイベントが新河岸

川流域に広がり始めています。

　まだ、新河岸川流域の川は日常的に子

ともたちか遊べる環境とはいえません。

しかし、子ともたちを少しすつ川へ呼び

戻しなから、子どもだちか遊べるような

川の姿に灰す努刀も進んでいます｡

　笑い声の菅く川、そして元気な新河岸

川流域になるこども、今後の琳続的な活

動か展開されれは夢ではないてしぶ､う。
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夏のイベント報告（3）

新河岸川流域　夏のイベント報告

　久々の涼しい天気の中、入関市、不

老川の大森調節池で二回目の大森の池

祭りが開催されました.

■遊びのメニュー：池や土手の生き物

　探し、藪の中探検、水質検査、魚釣

　り〔手綱、投網、ザリガニ取り〕、

　乗り物（カヌー、ボート、熱気丿求、

　俤子車、起震車）

■捕れた魚：フナ、モツゴ、ドジョウ

　メダカ、ザリガニ（冬に水涸れのな

　かった今年は沢山の魚がいました）

●参加した人：３００人

　第２回目の白子川ウオッチングは子

供たちも含めて総勢３５名の参加で開

催されました．西武紹大泉学園駅下－

中島槙から第２調整池のある弥生槙ま

での間を普湧水のあった弁天池、教学

院などの史跡も訪ねながら川に沿って

歩きました．小泉牧場では３ｍも掘れ

ば水みちがあり、大きな水瓶の上にい

るようだとの話で「大泉」と言う地名

の由来を知りました．

　この間の白子川は矢板張護岸又はコ

ンクリート張、直線的ですが河床は砂

11jの部分が多く、水抜きの穴や、東映

橋の辺りでは矢板の下からポコボコと

　北jllと北山公園で夏まつりが行われまし

た．北川の水が少なく、水質も悪かったた

め．カヌー遊びができず、子供達はとても

残念がっていました．でも．ザリガニ釣り

や火起こしに参甲でした．｛写真下２枚1

　　　　　　　　　　　　　　1記．申務馬｝

　入間市．入間市消肪署、入間冑年会議所、新河岸JII流域河川に関わるボランティ

ア団体、川や生き物に興味のある個人の方々に協力いただきました．ありがとうご

ざいました．　　　　　　　　　　（記：中田寛／不老111流域川づくり市民の会）

水が湧いていました．数日前までは渇

水で細くなっていた流れも、先日の台

風のおかげで蘇り、ザリガニや小魚が

見え、川に降りられればもしかしたら

もっと多くの生き物に会λるの７はな　　２二!ｊｉ？？竺２!Σ22!2j!:!!２

いかと思うほどです．

　当日の水量の復活を見ても白子川の

流域は水みちが地表面近くにあり、そ

の影響をもろに受けていることを思い

知らされます．巨大な調整池を作る代

わりによリ自然に配慮した豊かな水循

環の再生を考えられないものだろうか

と思います．　　　（記：須貝郁子／

白子川の湧水と自然を守る市民の会）　写Ｘ上河床は砂IIrですが循岸は矢板直線の河川

　黒目川では元気な水着姿の子供達がいっ

ぱいでした．朝、上流で大雨が降り、一時

的に水かさが増して．川遡びが一時お休み

となりましたが、たくさんの魚と子供遠の

笑顔が見られました．!写真:右２枚)

　　　　　　　　　　　　　(記：奉独扁)
写真上下何度も舟から川に飛込んでは舟に戻る．

　　　　笑い戸がひびき、とっても乗しそう．

癩
詞

みんなでつくる流域　みんなで支える流域

新河岸川流域の各地から、夏に行われたイベントの報告が寄せられましたので、お伝えします。

新河岸川流域の支川は、普段はなかなか近付き器く、また泳ぐには危険な場所もあります。

しかし、危険だからといって川に近付かないのではなく、川での安全な遊び方を大人も子供も

学習しながら、身近な川をより身近な存在するために、川あそびをはじめとして様々な活動が

行われています。多くの人が身近な川へ関心を寄せることで、その姿も変わっていくはずです。

　去る７月２０日、島谷幸宏氏（国土

交通省武雄工事事務所伺を招いて清

瀬金山緑地公園周辺の改修工事の結果

と平成13年度の工事予定区間の工事・

既改修の巨石を使った護岸工事・清瀬

橋の架け替えと合流工事予定地（工事

後の旧川となる右岸には自然豊かな河

畔林がある）までの杓1. Skmを歩いて

検証した．島谷氏から下記のような評

価と提言をいただいたので報告する.

■平成12年度、金山緑地公園右岸の

　　改修工事について

　河畔林と川を環境的に速続すぺきで、

遊歩道（管理遍路）設置は自然を壊し

た．槙を架けるなど考え、話し合いが

　７月28日、それまでの猛暑とうって

かわって涼しげな風が吹き抜ける土曜

日、志木中学校の北側の柳瀬川で第１

回目の川まつりを行いました．参加費

有料（１家族300円）にもかかわらず、

スタッフを含め63名の参加者があり、

川で遊びたい、水に入りたいという強

い¨需要1‘をひしひしと感じました．

他の流域から、小林さん、菅谷さんな

どたくさんの漁師？、師匠、助っ人に

来ていただき、投網体験、手緩で魚を

捕る体験を楽しみました．東京湾から

上ってきたボラ、スズキ、ハゼの他に

ウグイ、コイ、メダカなどが観察でき

挑戦されている活動については、

新河岸川流域顛所沢事務所まで

お問い合せ下さしゝ.

　Tfum 042-994-3212

つかない時は問題を先送りしても良か

ったのでは…。天然河岸を残すことを

考えるべきである。河畔林と川の連続

性を復元していくことを考えてはどう

か。

■金山緑地公園左岸呼成13年度工事)

　　の工事について

　水位計算{不等流計即を行い、現況

断面で掘削する必要があるかどうか綿

農に検肘する。掘削する必要がある場

合は現状の断面形状を平行移動するよ

うな形で忠実に再現するとよい。この

部分は水裏部であり、爾後は公園とい

う余地もあるので護岸は不必要。噛マ

ットなどの隠し護犀も原則的には不要。

ました．今回は、水■と水質の関係で

・全性を重視し「魚の観察」がメイン

メニューでしたが、１日も単く、安心

して水につかり、とれたてのアユの試

食ができる、柳瀬川がそのような川に

なることを願っています．そのために

もこの地点の水量のはぼ６割を占める

東京都の清瀬汚水処理場と所沢市の汚

水処理場からの処理水の水質がもっと

よくなることを望みます．とにかく、

服を泥んこにして目を輝かせている子

どもの姿が印象的でした.

　　（妃：毛利将範／エコシティ志木）

■平成１１年度施工の左岸の堤防は

公国と一体的に考え、管理退路を巡ら

ず、Ｈ讐Ｌから上部の堤防築造しかなか

ったことは東京都の英断であり、評価

できる.

■柳瀬川・空堀川合流工事について

　ショートカットによって残る現丿可道

は庚河川に廿ず関東圖における貴書な

河畔林は流水を流し保全すべきである.

●清瀬市の柳瀬川改修工事は全体的

には金山僑下流の河道の直線化、巨石

の低水護岸、河畔林の復元等反省すべ

き課題があり、これからの市民の徊言

と活動に期待したい．

　{記：神沢志朗／川づくり・清瀬の会}
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町真よ：みんな、無とりに夢中でした

写真t‘:投網に抗戦！練習の成果でうまく投網が

　　　　広がりました
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新河岸JII流域妃行

1，　　文松本富瞳
歩くJむる511く

シリーズ第２回 砂川堀中上流編

　今回から斯河岸川流域の支流のいくつか、そして支流の特徴を知る場所を歩き、見、間さしてみたい。

　これらの川の中でも砂川は他の川とは異なった要素がある。現在、残念ながら川として認定されておらず、行政上では「砂

川堀都市下水路」と呼ばれている。昭和４５年に都市計画決定され、大雨時を中心に排水不可能になった上流都市部の水を流

す役割を持たせ、水害から防ぐ目的で大改修が行われた。砂川の最上流はともかくとして（写真１：堂入池付近）ほとんどが

三面護岸さらには中下流域ではV字形に深く掘り込まれたコンクリート護岸となってしまって今は排水、下水の流れ込む河遣と

化している。しかし、かつて砂川は人とのつながりは排水、下水という機能ではなく、もっと深い関係を持っていた。

今回は砂川の下流、中流域を訪ね、かつての人とのつながりを紹介し、砂川の川にもどりたい卜いう叫びを紹介したい、

・水鳥と魚と豊かな自然はあれど

　砂川河口付近1富士見市伊佐島地区】

　砂川は狭山丘陵北麓に流れを発し、

12､992mの旅を終え、伊佐島地区（富

士見市）で新河岸川に合流する．合流

点にはコンクリー’卜製のアーチ状の卜

ンネル式の水門が設けられており、そ

こから勢いよく滝のように新河岸川に

注がれている．私が写真を撮るべく訪

ねたのは夕立のあった翌朝早くであっ

たこともあって、新河岸川へ落ちる水

量は普段より多かったし、砂川の水の

色は茶色く変色していた．新河岸川の

水の色と異なっているため新河岸川に

落ち込んだ水か新河岸川の水と少しず

つ馴染んでいく様子がよく見てとれた．

茶色く変色した水は関東ローム層（ア

カツチ）の武蔵野台地を通り貫けてき

た旅の記憶である．

　しかし、河口の砂川の水には関東口

一ム盾の台地の紀憶ばかりが残ってい

るだけではない．悲しい記憶も感じ取

れた．臭いである．雨水が多かったこ

ともあってずいぶんうすめられてはい

たが、汚水の臭いが感じとれ、都市下

水路という砂川に与えられてしまった

使命を果たしてきたことを、川は主張

していた．

　河口にほぼ隣接した上流には、３年

前伊佐島調整池が完成した．大雨時に

砂川の水は新河岸川に流れ込む前一端

この調整池に貯えおかれる．周囲を高

い土手に囲まれ、その内部には３年も

経遇すると葦や真菰（まこも）などの湿

地の植物がかなり繁植し、ところどこ

StL＼ ≪入の泄（水源1よ緑に囲まれた自然を保つ）

ろに水も溜まっている．３年の間に水

鳥の飛来地にもなってきている．今年

の冬、ここで水鳥の観察をしている人

に出会えたことがあったが、既に１２

種類ぐらいの水鳥を観察することが可

能であるとのことであった、その人は

　「水鳥にとっては安心できる空間なん

ですね．彼らが病気にならなければい

いのですが、下水路なんて汚名をはず

してもっと自然にやさしい川にしてあ

げなければ‥．鳥のエサの小魚もこの

調整池にはのぼってくる．汚れていよ

うがここに棲もうとするんです．鳥が

それをエサにする．」と語っていた．

　確かに洪水配慮はあるが、それは人

の為．環境全体に配慮した知恵は、ま

だまだ絞りきれていない．

　残念ながら写真には撮ることができ

なかったが、河口の落ち口をみている

と、滝の上に水の飛来のようなものか

時たまキラリと光る．なんだろうか．

それは水の飛来ではなく魚が新河岸川

から砂川へ俎上しようと滝にジャンブ

する姿であった．ほとんどの魚が登れ

ず再び滝に落ちていくが、伺匹かは滝

を越えて飛ぶ．上流へと登っていくに

違いない．「がんばれ、しっかり登れ

と思いつつも、上流はずっと汚れてい

るし、まだまだ難所が多いんだぞ．無

理して登るな！」と複雑な思いで見入

ってしまった．

耳鼻２新河岸川への流れ込む妙』|ふ

(小魚がこの湾を登ろうとしたときシャンフする)

λ砂川の河口、伊S左鳥調整池へは

　ふじみ野駅から｢砂川都市下水路｣

　にそって徒歩約１５分

　または鶴瀬駅から市内循環ライフ

　バスで市役所前下車徒歩10分

写真３砂川叫でウ４－キングを楽しむ人

■新しい街と砂川のいにしえ

　ふじみ野駅付近

　（大井町東台、市沢、大井地区）

　東武吏上線ふじみ野駅は、近年鶴瀬

駅と上福岡駅との間に新設された駅で

あり、駅を中心に区画整理事業が行わ

れ、大型店やマンションが林立する新

しい活気のある街である．区画整理事

業のしかたも、これまで以上にここに

慕らす人々に配慮され、この地区で砂

川は生かされた活用がなされている.

［ウォーキングを楽しむ

　砂川は、ふじみ野の街の南はずれを

流れる．ここでも都市下水路としての

機能をもたされているため三面護岸の

深い溝を形成しているが、その両岸は

区画整理串業により、ここに暮らす人

々がウォーキングやジョギングを楽し

めるような股計や川に沿った雑木林を

保存し都市公園を股けている．

　両岸に設けられた舗道は人にやさし

い木通にしたり桜などの街路樹が植え

られ日彫を形成している．また、ウォ

ーキングやジョギングを楽しむ人のた

めに歩行距離が分かるようなメートル

表示がされた標4tなどが整備されてい

る．都市下水路と言え川端にこうした

親しみ易い空間が形成されているには

少し安心を覚える．また、左岸の斜而

林も都市公園として残されているが、

ここにはかつて湧水があり、地元では

ここに弁天社を建立していたことから

弁天の森と呼ばれている、今は湧水が

涸れてしまっているのは残念であるが

森と名が残ることは嬉しい、

回古代の遺跡と砂川

　ふじみ野fj近の砂川の両岸には夥し

い数の原始・古代の遺跡があり、区画

整理がマンション開発に先立ち発掘調

査がなされてきた．中でも、砂J:|の右

岸すなわち区画整理地区の対岸に広が

る東台遺跡からは、この付近の暮らし

と砂川との関係を知る多くの遺構や遺

物が発掘されている．

　東台遺跡は発掘調査の結果、旧石器

時代のキャンプ跡、縄文時代中期の大

集落、平安時代初期の製鉄関連遺構な

どが発見された．殊に製鉄関連遺構は、

この付近でも稀有のものであり注目さ

れる．

　製鉄関連遺構としては、燃料となる

炭を焼いた戻焼窯９基、製鉄炉７基、

製鉄用炉材粘土採掘穴が発見されてお

り、この遺跡に残された鉄宰は５ｔに

も及んだ．

　平安鴎代初期に、この地になぜこれ

ほどまでの特殊な高度な技術を持った

製鉄工房群がつくられた意味は…．こ

のことを探るためにはまだまだ周辺の

発掘調査がすすまなければ解明はでき

ないが、言えることは砂川は大きな役

割を果たしていたと言うことはわかる．

　この付近には(Ｄ砂川が長い時間をか

けて流銘に厚く堆積させた粘土層があ

ったこと、②香代武蔵野台地は、その

ほとんどが草原であり樹木はあまりな

かったようであるが、砂川が形成した

低位段丘面は地下水も豊かで肥沃でも

あったため燃料としてのナラや赤松が

繁植していたこと、③製鉄には冷たい

水を必要とするが、砂川の水は地下水

を集めて流れているため水の確保も容

易であったことなどがあげられる．製

鉄に必要な砂鉄はと問われると思うが、

他地域にで発掘される製鉄関迎遺構の

多くの場合この地域と同様に鉄の生産

地でないことが多い．製鉄の原材であ

る砂鉄を運びこむことと燃料を遅びこ

むことでは、砂鉄のほうが量少なくて

済むのである．１回の溶鉱にｌｔ近く

の木炭を必要とすると関いたことがあ

る．燃料の木炭の原材である樹木が豊

かでなければ湯鉱はできないと聞いた．

この発見から読み取れることは砂川の

形成した低位段丘面には古代かなりの

樹木がおいしげっていたと想定できる．

　砂川は古代文化をも草聞かせてくれ

たのである．

　表市沢から大井戸にかけては

　ふじみ野駅を下車し、東武東上鎗の

　線路づたいに酋瀬駅方面に歩くと砂

　川に出る．ここを上流へ歩く．

■大井の地名のおこりは大井戸

　川越街道、鎌倉街道付近

　(大井町大井)

　ふじみ野の区画整理地区の西端の川

越街道近くに、やはり発掘調査され移

築復元された大井戸跡がある．これは

砂川を下水路として改修する際の昭和

５０年に改修予定地内の発掘調査で発

見されたものである．地元では伝承に

　｢大井の地名の起こりは砂川に沿って

大井戸があったからだ｣と言われてき

た．この伝承に基づいて大井町教育委

員会が発掘したのが大井戸である．砂

川改修によりやむを得ず隣接に移築修

復されて保存されている．

　この井戸は南北長軸１　８ｍ、短軸

１５ｍの楕円形を呈し、深さ14mと決

して深くはないが、この低面の一部を

さらに深く掘り粘土層直上の砂層から

湧く水を得ている．上段の1.4m部分

は砂川の砂疎であり、上部は疏のくず

れを防止するため広く掘り、かつ周囲

をなまこ石で石垣を組んでいる．規模

といい、形といい七曲井戸などのロー

ト状井戸とは異なるが、構造は似てい

る．榛層面の崩れを意識した上段の形

成のしかたや水脈近くに至、て部分的

に深く掘り下げるところなどは瞭眉面

下に必ず伏流化した水脈があることを

知った知恵である．

写真５大井戸今●（はるぱると果てない武蔵野

　　をきた旅人には甘露であったことであろう）

　　この大井戸の西隣には川越街通があ

　るが、この井戸は成立の時代からみて

　川越街道よりも井戸の東隣の鎌倉街道

　を意識したものである．武蔵野を旅す

　る人は水の少なさに苦労をしたことは

　古くから伝承や記録に多く残るが、そ

　うした中世の旅人に水を供するためこ

　の井戸が股けられたものと思われる．

　　砂川があるのに何故、その川の隣に

　井戸を掘る必要があったのかという疑

　問をなげかける人も多いかと思われる

　が、最後にそのことに触れて今回の旅

　は終わりにしよう．

　　武蔵野を問柝して流れる河川はどの

　川も水量が決して多くはない．後背地

　に高い山々を控えた河川であればとも

　かく、いずれも台地であり保水力が少

　ない．そうすると渇水期には河道はあ

　っても水がない状況もしぱしぱ生じる．

　ことに中でも砂川や不老川はその典型

　的な川であった．しかし意外や河道近

　くの地下には伏流化して水脈層が形成

　されているのである．従って河道近く

　に井戸を掘れば一年中水は枯渇するこ

　とがないのである．古代から人々の知

　恵が生かされたのがこの大井戸である.

li真４聾台金山公扁(舎山とrZ明冶の頃まで

この付近に金山神吐があったことに旧来する)
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&

新河岸川流域市民の広場一市民活動しポートー
゛!擲蓼1゛;:

里山ウォー々開始・トトロの森と荒幡富士コース

　北川源流から海まで歩く［かっばウ

ォーク］か１年かけ、東京湾にゴール

しました．延長約70kroの行程は川の変

化を知るだけではなく、そこにいる生

き物、まちの顔や文化・歴史丿11仲閻

との出会いなど、貴重な知識と体験を

得ました．この成果を新河岸川流域の

聖域である狭山丘陵に移し、狭山丘陵

の自然を皆で探究する「里山ウォーク」

を企画しました．

　第１回目は７月１４日（土）、東村

山市にある北山公園に集合し出発しま

した．北山公園では花の終わった菖蒲

の株分け作業が始まり、北山たんぽの

青々と育った稲が夏の到来を知らせて

くれているようです．北川にそって上

流へ歩くと東京都立狭山公園、ここに

は北川の源流ともいえる湧水がみられ、

背後に多摩湖（44山貯水池）を抱えて

います．多摩湖堰堤から見える八国山

は狭山丘陵の東麓にあたり、丘陵の先

端に延びている場所です．その八国山

から久米水天宮・鳩峰八幡神社を通り、

山の道へ入ります．このあたりは埼玉

県、所沢市で管理されている公国です

が、一般的な多目的利用の公同とは違

い、雑木林と自然林を活かした公園と

なっています．枯木で作られた「虫の

家」もありました．途中、トトロのふる

さと財団のトラスト基金で購入された

トトロの森２号地があります．鳩峰の

森をくぐり抜けて荒幅富士のある市民

の森へ．荒幡富士は人の手で造られた

築山で、一合目、二合目と標丿栽に沿っ

て山頂へ上ると一面に視界が広がりま

す．狭山丘陵が一望でき、遠区に連な

新河岸11t流域身近な川の一斉調査

豪一々検討会Ｑあ知らせ　主催新河岸川水系水環境連絡会

　今年も、６月１０日の日曜日に「身

近な川の一斉調頁」が実施されました．

約２００の測定地点を５０を越える団

体及び多数の個人参加の方々の協力で、

採水・測定することができました．ご

協力ありがとうございました．現在、

データの入力が終了し、結果の検討か

始まるところです．今年は予想以上に

希釈が多く、希釈倍率も高い測定会場

もあったようです．

　また、クリンメジャーによる透視度

もデータ数が増え、新河岸川流域の新

しい特徴が発見かできるのではと期待

しています．

　データ検討会は９月２４日、朝霞市

のリサイクルプラザで、まとめとなる

報告会は１１月２５日、同じく朝霞市

の産葉文化センターで哭施の予定です．

多くの方々の参加と発言をお待ちして

おります．

報告北川かっぱの会

る秩父連山を眺めることができます．

見下ろすと住宅地が目立ちますが、な

お更に、この狭山丘陵の起伏に富んだ

地形とみどりの大切さを実感しました．

市民の森には「いきものふれあいセン

ター」があり、展示の他にも炭焼きな

ど体験できる施設もあり、おもしろそ

うです．ベンチに腰掛け、次回の里山

ウォークの見所を打合せ、森の中は木

立を風か吹きぬけ爽やかなくらいです．

水分もたっぷりと補給して市民の森を

後にし、第１回目の里山ウォークを終

了しました．

揖２回については本紙Ｐ８をご覧下さい．

北川かっぱの会（n 042-39卜2365)

E-irail　kaoaSabean oca ne jp

　　URL http://ｗｗw.o:n.ne jp/｀kapa/

原稿にっいての連絡は宮本までaM2 56? 334e

　「llしんSん」顛情報を大募集しますｆ

　みなさまからの各流域や地域での活動報告

　などの掲載記事．|里川しんぶん』に到す

　るご意見や、新河岸川流域に対する巴いな

　どを募儡しています．身近な情報などをは

　かき、お手紙、ＦＡＸまたはＥメールで下

　足までお寄せ下さい．お待ちしております．

■7K9-CKM3

埼玉県所沢市弥生≪J299S-6山ロピルIF

噺河岸JlO域川づくり遣廠会新所沢事務所

　　　TEJflA 042-994-3212

　　　E-Bil iinBsi(≪≪sta.(icnnjs

新河岸川流域川づく

新河岸川流域川づくり達縫会とは？

　　　　　　　　　　　------------･--　　　　　　　--国土交通省荒川下流工事事務所と市民の力々との價報交換の場として定期的に間催し

ています．参加を希望される方や．詳しく内容につきましてlj、nit＼下流工事串務所

または新所沢事一所へお問い合わゼ下さい．

第３回　平成１３年　６月１８日

１．新河岸川流域フォーラムについて

１)テーマ

・昨年ltのー唆教育ではなく．川川を対象

　としたｊ－マとして似案する.

・・111河IIIをまちC)顔とするjを提案す

　る．只体的なアイデアは無い.

・水と軸が繋がりａうjlにｊくりをテーマと

　して捉案‘･1る，

・ａ如||での砧･勅紹介，情報交換．流域でit

　邨;での7.=XAアッブが■Raと巴う.

・41京都，埼|;県により．各支111の河川改

　俺の双状. rawi点などをfli;'. L　て孝,ら

　ｰ,てはどうか.

・環境学習，水ｎ一穴結・を知占しごはと

　うか．

・水循環に関わる機関ｃド水ji・農業等)

　と連携する･eヽ･胞があると思う，・テーマ

　を複数にして興味の刈象を拡　人するの

　4j l つの･fi£ではないか.

・行政il!位でi什民参加の川づくり』につい

　て仙告してもら-Jて:4どうか．

第４回　平成１３年　フ月２５日

１新河岸川流域しんぶん｢里川｣について

　7 JI.-fflll^fTT-定の.･II!』||.=の;'i容を確認

　した．今111:(り芯緋色に不老111カ鬘1談ぶ;式ン

　ベ・diみの写加であ９たため、その他びJ凶

　城の悄郵こ関しては後日確認を要消する．

２新河岸川流域フォーラムについて

　コンサルタン1ヽの作成したJftpjif-lll流域ッ

　・一うムのたたき台の説明を行い．内容に

　ついて協議した．

・現地視察を行うのであおば.｢flE民参｣11の

　j;|≒jくりjの子-･マにあった'||(流域)を

　迦ぷ＆嬰があIJ、こむにr7わせてmK.場所

　にりい'こも協議１る必要がある.

・テーマに仕民－加とあるが、多くの行政関

　1系♂2が参加できるように|:Å1して;まどうか．

　テーマは!flKと行政参加のIIIづくり：と

　してはどうか．

・コンサルタントの提示した参､の､4あくまで

　ｰ･例-c*.O.流域フォーうj､をどのよ゛Jな

　形式、流41で有うかを話l.ａう必要がある．

・テー'､･や内容にりいても、より多くs･､り､々

　:こll心を持･)でもらえろようにEJ､1'る必

新河岸川流堰川づくリ連絡会報き　（7）

平成13年度　第３回～第４回

・行政単位で'114111改修０現状と二わから｣

　に':jいて報告してもら･y､･こはどうか、

・住民参加の川りくりとし'く、刈111改1糾丿

　現状とこtlからを.lr政に報占してもら

　ってばどうか.

・fviiiiの取り組み(≪≪≪!?.･、活動の障

　'､‘;、環境学趾水質調査)をw;*.してば

　どうか.

・発表にあたｰ_.て:i. '＼門)ll.!flは出載るだ

　:jll】い-d'.分かりｇい表現とし:;jし収

・肖民と行政との･休的laり組み例を示し

　てはとうだろう.

・市民が役立つワークシΞj･ｙyl t.視野:二人

　才1てはどうだろうか、

２)２場

・会場11各支|||の持ち回り力式を伺案する.

・流城内OXifiK会館を活川することを咄案

　する．

３)時期

・弔一剛1111が必要なので、*<l＼-'るのであ

　才1ば秋がいいと思う．

　吸がある、IJRのみ法なども･R裴.

・ある対象をこりして, ~1 jr ~ラムのIFで整

　備計画のよそなものをまとめll:ずるような

　こと町内容の　ったして考え･'jわる．

・１゛ぷの７'rデアとしてWI¶り一一SIらjlてい

　る柵をVi-mいて．こ41までは入41なかっ

　たところに４んなで人-､てみることを提案

　4'る.

・阿催l･1期についＸはln･fl･lｔと同様S二.i)m

　に|･|催するという愈1とが多か-Ｊたが．現地

　視察などで水に触11たり人-Ｊたりというの

　は、季節的に難しla.

・河川の管理・整備に関して．県だけでSIな

　く、市の関係抒ljより積極的に161) MA.で

　fjらえるような７４－うムの方向づCjが必

　裴である．

３その仕

　今|司の川づくり連絡会は■嘴ａが少なか、

　たため、欠席♂fからもアンケー･|ヽなどで.ａ

　り｡を収集して次同の連絡ａで再度､ｇしａ･5

　必要がある。

{開催場所}新所訳事務所本紙P8参暇

(お問舎tｎ新所沢事務所または．

新河岸川真域川づくり連箱会事務喝

国土交通省荒川下汲工事事務所員査課

TR 03-390?-}?加FM ta-mi-im

・来年でもいいのではないかと思シ、

・秋は忙し；ｙ火年６２月.3 jlだ･)たら

　rillりJ2としても咬りできる.

・行政の帑!1】を考えると毎年2jl末ヽ:UI初

　に開催する方が艮いと思う．

１)フォーラムの形式

・撹地をSとる事が基本であs八行政のメン

　パ・が９り:|したフf　.IL･ドリ　･り(￥1り

　外でi?ぅIIを鯉案する.

・fti;li|iHAv>s-分科たｙＬ．最終的に各々

　ｔ"･パネぅーが參1』ける流域でのパネ･i･デｆ

　スカッションを提案1る．

･ y <-‘1F調査と連携した理想の川マッ

　ブづくりを同案する．

・流域のiti"rtj関係胃に琴加を箆清する必

　吸があると思う．

・瓦川の活動Ｍ伺をシンポジウム形式で発

　友する1rを1;1案する．例えば1 11この活動

　をySネルで展示した11、冊子とりまとめ

　たり寸ろ、

. /-t-ソムを継枕1'ることが人切である

　と思う．

２．里川の構成について

・定海yJに発行する必硬があると思う．

・対行政、対市民にm≫＼しないような.1:人

　してほい･.

・絹織りt位４強調1.寸ざないまで､;､'配慮し

　てはＬ；､．

・色んな人辻が列恥を持･_.よぅ:こ|:大して

　はしい．

・睨しみやす･．よ二:こ_Ｌλしてはしい．

・同心を持-;て.ヽるけとよく知らないﾉ、や

　もっと同心を持ち参加して1･きたI.iけど

　ヒン゛がない．きｰ、かけづくりが必要だ

　と思う．

３その他

・本||の1j誦慨要をi堀lし．構成メンバ･

　包iにアンケ　1ヽ片1紙をi坏Ｎ‘る.

・次回のlllづくりil!紡１のll程は定めない．

　晦川･|侭する必要がない．晦川開催する

　･６要がある．

　　第５回の内容は次号でお伝えします．

　　第６回以降の日程は未定ですので、

　　事務局または新所沢事務所へお問い

　　合わせ下さい．
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第２回里山ウォーク

コース：柳瀬川源流～狭山湖～さいたま緑の

　　　　森博物館～六適山公園～箱根ケ崎

　　　　までの約!l k m

　日時：９月１５日{土・祝}ｉＯ時～１５時

　　　　　(雨天順延)

　集合：西武球場前駅改札口午前１０時

参加費：２００円(保険料込み)

持ち物：弁当・雨具

問合せ：北川かっばの会

　　　　TEL　042-391-2355

Eniaiｌ：kapaSabeaia ocr･.ne. jp

　　URL : htlp f/imA. ocn. ne､jp/'kapa/

＊本紙６ページに、第１回里山ウォークの報告

　力s掲載されていますので、併せてご覧下さい．

新河岸川流域でのイベント情報を募集しています。

フィールドワークや学習会などの情報もご連絡下さい。

　　　　　　　　　　　　　開館時間

月・水・金曜日　　午後１時～午後５時

土・日曜日・祝日　午前10時～午後５時

火・木曜日　　　　休館

ご使用になる場合は、開館時間の変更も

可能です。ご利用の方は新所沢事務所ま

でご連絡下さい。TEL/FAX 042-994-3212

-

イベントに関するお問い合せは

新河岸川流域新所沢事務所　TEL/FAX 042-994-3212

変更も考えられますので、事際こお問い合せ下さい。

-

-

- -

１

彼岸花のむれ咲く川辺を樹の名札つけウォーキング

日　瞬・９月■>2R (土）　午前9B%.1 0分～午後１時

集　合：入間市藤沢体育館前

持ち物：昼食、水、軍手　　参加費　100円C保険代丿

申込み04 2-958-4668 (権圧氏宅）

主　惟：不老川流域川びくり「tl民の会

白子川ウォッチング　弥生橘～越後山橘

日　時：９月２４日（月・祝）　午前9K130分～午後３時

集　合：比丘尼公園（新目白通り側入り口付近）

持ち物：筆記月具、昼食、飲み物．帽子　参加費万 100円l保険代

申込み・048-467-318 3 (事務局　堀氏）

主　催：白子JIIと流域の水環塊をよくする会

新河岸川流域フォーラム準備会メンバーの募集

　新河岸川流域フォーラムを開催するにあたり。フォーラム

の企画に参加して下さる方を募集しています。フォーラムに

むけた準備会の日程や詳細については、新所沢事務所へお問

い合せ卜さい。多数のご参加をお待ちしております。

新所沢事務所通信

　　　新所沢事務所の利用が、さらに便利になります！

　　　新所沢事務所にあります資料・書籍のリストをホームベージで公開します。お探しの資料や書箱なと

　　がございましたら、ホームページをご覧になってみて下さい。また、ご利用になりたい資料・書籍がご

　　ざいましたら、新所沢事務所へお問い合せ下さい。資料・書籍の閲覧でも新所沢事務所をご利用下さい。

　　　URL　http://ｗｗｗ..ccn.ne.jp/singasi/otfice htni･

案内地図

●事務局から●

　　-Tiヽﾐヽ．

　／　‘｀ペレ

　ｔ　　、　　’･’｀-_卜-

　､||あそび・川まつりが新河岸川流域の各地で開催され、普段は子どもの姿が

少ない川にも子どもたちの笑顔が溢れ、活き活きとした元気な光景でした。

　「夏になると子どもたちが笑ま」てくる！」というような新河岸J:|流域になる

日が一日もはやく来てくれることが望まれます。
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