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１

もっとi気9流域をめざして!活腿介特集＼～･
　新河岸川流域にある各支川の多くは、都市河川として

コンクI．－卜の護岸で固められた姿をしています。しか

し、川の周i刀など流域という視点でみると、雑木林や農

地など美しい自然の風景も

残っています、川もまた、

殺風景だったものから地域

の方々が集）輝いた姿を取

り灰そうとしていよｊ．

不老川汲域川づくり市民の会

不老川をきれいにする会

　流域に、都市化の問題を受けなから、

日々変わり続けていいます｡そうした

保全や改差は、新河岸川流域の各地で

行われている様々な活動に

支えられています｡

　今同に。右記の市民同体の

方々にご協力頂き、流域での

活動をご紹介致します、

１

ｊ

小手指の森に親しむ会

　　　環境を考える

市民の会(武蔵村山)ｓ

東久留米ほとけどじょうを守る会
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新河岸11ほ域活動紹介　１

淵の森連絡協謳会

済瀬・川づくりの会　　

ｊ

練馬白子川源流・水辺の会

田無の自然を見つめる会

~

Jミー－･･~－一~’



(2) 秋のイベント報告

新河岸川流域 市民の活動紹介特集
掲載されている活匍｢こついて1£

新河岸川流域駈所沢事務所まで

お問い合せ下さい。

　lEL/FM 042-994-3212

秋のイベント報告 (3)

I　　

漬Ｑ森保全連絡協議会　　　　　　　　　車場だった所に植えた太々を元の林にするように腎てていま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．もちろん宮崎会長も必ず参加し、みんなと一緒に汗を流

　　「柳瀬川と淵のａが織りなす自然芙』　　　　　　　　　　　　します，

　　　私達の会は、19%SFに始まりました．廓瀬川と西武池袋璋　　　森には、イチリンソワやニリンソウ、アズマイチゲ、キツ

　　が秋津駅の両方で交叉する所にある小さなａが淵の森です．　　ネノカミソリなどが群生しており、オオタカやカワセミも飛

　　その雑木林が宅地同発されようとしたのを、近隣の自治会と　　来してきたり、オハグロトンボも見るようになりました。川

　　自然保護団体が力を合わせて寄伺を募ったところ、「となり　　には、ハヤ、フナ、川エビ、ギバチ笏も牛息しており、コウ

　　のトトロ』作者の宮崎駿さんが会長を引きうりてくれ、３億　　モリもいるんですよ．

　　円の寄付をしてくださリ見事に保全できたのです。　　　　　　　尚、２月１０日午前９時より下蔓刈りをします，参加費は

　　　毎年２月初句にF草刈り、６月中旬にも夏草刈りをし、駐　　Z00円です．どうぞご参加下さい．　　（記：鈴木敏男氏）

　　　　　　　　　　　　　　;･　；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近の現河川と左岸にある見事な河畔林を残し、保全すること

　この会が発足して２年目、槨瀬川には水遊びをする子供達　　ができるかどうかがこの工事の課題です．私達の期待通りこ

も見られる程バ翼流？が復活したでの今年からカヌー・筏下　　の工事が終われば、柳瀬川中流域に素晴らしいr柳瀬・空堀

り等の市民参加のイベントを企画しようと幹事会で話し合っ　　リハーサイドブロムナード」～金山調整池‥金山緑地公園‥･

ています．平成13年度、金山緑地公園付近の改修工事が終り、　清瀬せせらぎ公園…柳瀬川旧川の河畔林…９里おばけ山／雑

素晴らしい河畔公園が完成します．平成14年度より清瀬構の　　Ｘ林の退･ヽJが完成します。川づくり・清瀬の会は、会員－

架け替え工事、続いて柳瀬・空堀川合流工事となります．　　　同これからもrふるさとの川づくりjに努力する所存です，

この工事は完成まで数年以上かかると言われ、清流苑住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記：神沢思朗氏）

゛‘’゛　，　　　　　　　　．　．１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変えた1いこいの水辺」が完成しました．

　私たちの会は、19S1年、市内の落合川などに生息する貴威　　　又、東久留米の川の良さを多くの市民に知ってもらうため

なホトケドジョウなどの生きものの接み良い水辺環境を保全　　「わくわく川あそび」も今年で９回目となります．湧水や川

しヽ自然を活かしたまちづくりを進めるため発足しました。　　に関する専門家や行政担当者、地域の有識酒を招いて毎年開

　発足当初は、東京都の昧謀な河川改修に対して反対運動も　　いているr清流復元シンポジウムjでの学習も重ねています．

行いましたが、その後は、都と市と共に川に関わる市民団体　　　今年で10周年となる我が会は、ホトケドジョウが棲み続け

を交えて、定期的な話し合いの会を続けています．その成果　　られる゛まちづくり。のため最近では、小中学生との活動に

として、1997年に既存のコンクリー卜護岸を緩傾斜の土羽に　　重点を鬘いています．　　　　　　　（記：豊橋正己氏）

ニ　　　　　゛･...　　　に　Ｊ ■.Ir-　　，．･：-　　　　　　　ながら、矢板護岸の根元から噴き出す湧水、堆積した泥や護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸の割れ目に緑している水生植物、そこにはそれなりの水生

　白子川の流域にはまだ多くの湧水地があり、地域の人々は　　生物か生きて生態系をなしていると思うと、高い護岸とフェ

大切にその水文化を形成してきました．私たちは今年度、ま　　ンスに囲まれ視界から隔離されていることを残念に思います．

ず川の現状とそれらの咆域に触れるべく．源泉から区間を区　　白子川の水腫の多くを供給している湧水は少なくなったと聞

切って川を下り観察会を行ってきました．　　　　　　　　　　いています。都市化するこの地域にあって、白子川を存続さ

　白子川は川幅も狭く、河川敷も最低限しか取ってありませ　　せるには良い水循環の復活に他なりません。良い水循環を作

ん．和光市にあっては河川敷すらなく、川に沿って歩くこと　　り出していく流域の地表のあり方は、どうしたら良いのか．

ができない状況でした．都市河川の典型的な姿です．しかし　　これからの課題です．　　　　　　　（記；須貝郁子氏）

　　　･. 1-T=　　り’　　ｊ　；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しまいそうなこの湧水と、この生態系を守ろうと私達は旗を

　井の頭公園（神田川源流）と混同されがちな我がr井頭公　　■げ．月１回市民が集まって水質・生物調査や清掃をしてい

園JI白子川源流）に、皆さん！一度はいらしてみませんか。　　ます．真近なニつの小学校の総合の学習に呼ばれて授業もさ

白子川沿いは直近まで住宅地が迫り、緑地．畑地も年々塙さ　　せてもらいました．井頭公園に仮設ステージを設け、テント

れ、再開発ビルが屹立しています．が、細々ですが、なんと　　を張り、小学生達に研究発表してもらったり．申・高生の吹

まだ自然の湧水が水草を寫て水鳥を呼び、渇水の憂き９に会　　奏楽節に演奏してもらったり、販やかな「白子川源流まつりj

いながらも、なんとかホトケドジョウの世代交替をギリギリ　　を問くことができました．藻の細胞を顕微鏡で覗く人々の目

のところで保証しているのです．様々な圧力の下で消滅して　　が笑しかったです。　　　　　　　　（記：本田　純氏）

　　::.;･　Ξ　.Ξ　"　.　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一卜なので上部の鉄骨など景観上は貧しい川になってしまっ

　私たちの会は、公民会講座より1991年に発足しました．緑　　ています．警士史を読むや、のどかな生活に密着した川とあ

ﾖｸﾞEE蕊三巴　呂巨回路亘2

け;;1;1
i神井川の上流邸がありますが湧水がなく｀下水　　まで視野を広くもって行うように努めていまず’　）

分流後は水量が極少なくなっています．構造か三面コンクリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記．永田和子氏

ｇ４・Ｓｒ‾‾　　　みんなでつくる流域　みんなで支える流域

新河岸川流域で活動されている市民団体の方々に、活動のご紹介をして頂きました。

多くの宝初が斯河岸川流域の各地域に広がっていることが良く分かります。

流域は、多くの方々の日常的な活動や取組みによって支えられ、活気に満ちています。

　不老川流域川づくり市民の会　　　　　　　
が増殖し、夏場不老川の水かきれいになって出てきて、冬場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に水が汚れて下流に流されたものと思われまず。

蘇った？不老川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不老川の名前の由来とな-jだ艮のように水は涸れないが、

　昨年は「大義の池祭り」で魚やザリガニが沢山採れ、不老　　湧水は凋れて宰庭排水だけになIJた為に汚れた水となり、角

jllでは入間市でフナを釣った子供がいたり、狭山市でもモツ　　がいなくなったと思います．昭和58年には日本一汚い川だっ

ゴやメダカが採れたか、12月の川越市高階北小学校の環境学　　た不老川に魚が蘇った唄は、自然の凄さを思うと共に．更に

習では、川底がミズワタで一杯になり魚は全く採れませんで　　自然豊かな不老111にJる為にみんなで知恵を出し合って頑張

した．　これは昨年、大森調節池の水が涸れなかったので魚　　らなければ、と思うもので劃　　　　（記：相馬和タ氏）

　　　　　　　ゝ　　　　　　　　゛．　ｅ　　　　　　　　　　　　会を作り，官企民のネットワークで16琴の住民主導型で１．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴミを引き揚げては、すぐ捨てられ、また引き揚げるとい

　　　　当会は、昭和5a年から３年連続不老川の水質がI OOP陶を越　　う苦労の連続で、漸く魚もすめるよつな川になっている，

　　　えて日本一汚ない川になってしまたので、私が流域31自治体　　これまで．環境大臣県知事などから表彰ｎ回．今年は、カナ

　　　に呼びかけ、狭山市と「川の申のゴミは住民が引き上げるか　　グのトロントの国際環境自治体協議会を過じて、世界各国の

　　　ら、処理は市でする」という約束を取りかわして、昭和60年　　自治体環境担当者に報告されFすはらしい河川浄化団体だj

　　　12月７日浄化活動を始めた．　　　　　　　　　　　　　　　　と好評を受けた次第です、旧..いライフスタイルを家ａぐ

　　　　上流の所沢入間下流の川越の浄化団体を一緒にして、不老　　るみで作り、一人ひとりの浄化努力が清流を蘇らせる事につ

　　　川浄化市民団体連絡会を結成。県も同様の生活排水対策協議　　ながると訴えていく所存てす．　　　（記　新井悟楼氏）

｜　　　　　　ていへん舎　　　　　　　　　　　　川の感謝祭にして、天の川の星のかがやきのような、清流に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よみがえれ，」

　　　.･|λ？W71;lil;17ごIS7;ICII17り≪s';;に|IZi泌ll･，のスローガン　　　願いはいつかかなうものです．昨師の２月に６鯖生全員で

　　　を掲げて、平成元年にハガキ大の黒い紙に、白一色で版画風　　「不老川・フェスティバル」を開いて卜されたのです．

　　　点描画を描き出して、現在６０景迄こぎつけた．　　　　　　　　それは、10年たって不老川に変わって児童達が゛思いやり

　　　　３年前から川越市立福原小学校の６年生の児童速に、額に　　の心。を清流をプレゼントして下されたのです。

　　　入った私の絵を紙芝居形式で見せ、視感を過じた水辺環境学　　　これからも遊び心のあるドラマチックな腰間を夢見て「不

　　　習のゲストとして交流をしている．　　　　　　　　　　　　　老川百果jを描き続けて行きたいと思っています。

　　　　私の絵の３作目にこんなコメントをつけだ七夕の日を、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記：高木宏尚氏）

　　　　　　　？　　，　’j･　.　； られる笑しい森です．しかしここも都市近郊の自然の例にも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れず、開発により住宅や駐車場などに姿を変えつつあり、森

　新河岸川水系のひとつに砂川があります。途中から都φ下　　を愛する名た.ちは心を痛めてきました．

水路として利用されているため、砂川堀などと呼ばれていま　　　そこで５年前、周辺住民の有志が「小手指の森に親しむ」

すか、狭山丘陵の湧水を源とし、縄文時代から人の暮らしと　　会を作ったのです．地権者の方々の思いをきき．行政と話し

関りの深かった自然の河川です．　　　　　　　　　　　　　　あい、清掃や手入作業をさせていただくなどして、森を保全

　その砂川の流域、西武雄小手指駅の近くに3haほどの雑木　　してゆく遺を探っています。

林があります．住宅地の傍にありながら、様々な野生生物の　　　川の流れが森や農地や町をつないでゆく、自然のネットワ

竹処となり．砂川の遊水滴にも面しているため水鳥の姿も見　　－クを大切にしたいものです．　　　（記　木村牧子氏）

1Ｕ:lに|－　　．　゛　：-　１｀　．ｊ～　　　　　　　　　　い川のあり様について学習1,、考えようと市民へ呼びかけて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います．

　私たちのまち武蔵村山市には２つの川か流れています．多　　　東京都の「多自然型川づくり」の視点と比べ、わが市では

摩川水系の残堀川と荒川水系の空堀川です．どちらも水・の　　川沿いの住民からの苦情で川ふたをしてしまったり．管理し

少ない川で、昔から砂の川と呼ばれていたようです。　　　　　易いように親水式に逆行する傾向かまだまだあるので、その

　私たちはここ数年、空堀川の湧水調べ、空堀目クリーンア　　点のクリアがこれからの課題です．せっかく上流にカワｔ

ンブ．新河岸川水系身近な川の一斉調査への参加等をし、そ　　ミの営巣も見られるので、悪名高き「どぶ川」から生きもの

の結果を毎年秋に開催する消費生活展で発表しています．Ｍ　　や緑の豊富な「ゆたかな川」になるよう微力なから取り組ん

して「どうしたい？空堀III」.ここで、改修に向けて望まし　　でいます．若い世代の参なを切望．　（記　肺沢泰子氏）



(4) 新河岸川流域紀行

新河岸川流域紀行

文　松本富雄
歩く見るﾇ1く

はじめに

　武蔵野台地に特徴的な井戸として、ロート状の断面を

した井戸がある【図１】。上面は隈石が落ちたかとでも

思えるようなすり鉢形を呈し、そのすり鉢の低面から真

っ直ぐに井筒部分が形成されているものである。これま

でにも紹介したが「まいまいず井戸」とか「七曲の井戸」

と呼ばれているものがそれである。

　これらの井戸は、火山灰土が厚く堆積する地下水の得

にくい武蔵野台地では井戸は深く掘らねばならなかった。

しかし、頁っ直ぐに深く掘りぬく技術がなかったため、

武蔵野台地に知られる

ロート状井戸の分布

　【図２】に示したロート状井戸は分布

か真口られる。大井町大井戸、狭山市堀

兼の井戸・七曲の井戸、東村山市八坂

神社付近のまいまいず井戸（３基）に

ついては、これまでに新河岸川流域河

川の紹介の際に紹介してきたか、この

他に羽村市五ノ神まいまいず井戸、府

中市において遺跡発掘調査で１基の口

ート状井戸が発掘されている興中の森

博物館1室外に復元され展示されている）。

　これらのうち。形状がほぼ原形をと

とめているものは、狭山市七曲の井と

羽村市五ノ神の井戸のみである。その

２基の井戸は、いずれも江戸時代中期

までは利用されていたため幾たびか井

戸さらいなどをしてきた記録が残され

ているし、近年史跡として整備するた

め発掘調査かなされ、規模が明確に知

ることができる｡

■狭山市　七曲の井

　ロート部上面　直径杓18-･26r『

　　　ロート部　深さ　　約10m

　　　　井簡部　深さ　　杓５ｍ

■羽村市　五ノ神まいまいずの井

　ロート部上面　直径　　約16m

　　　ロート部　深さ　　m 3 m

　　　　井筒部　深さ　　約５ｍ

極めて大規模な井戸であることがわか

る、

　他のロート状井戸は復元されたり、

形状がー部変容していたり、東桐山市

八坂神社付近の３基は開発されその明

確な位置も不明である。

す
り
鉢
部

井
筒
郡

ｼﾘｰｽﾞ第4回　武蔵野台地とﾛｰﾄ状井戸編

上面を大きく掘り、水脈近くに至って井筒に掘ったもの

と説明されることが多い。

　しかし、そうした説明をするより、水の得にくい武蔵

野台地にあって、地下水脈が得やすい鳩所に掘られたの

がこのロート状井戸であり、地下水脈が待やすい地帯の

地質条件からこうした形状にせざるを得ならなかったと、

改めるぺきと考える。

　今回は、このロート状井戸の成立の背景を、河川や地

下水脈との間係、古代・中世の官道との関係から、紹介

してみたい。

｜　　　。｡_－｡｡。。　　｜
開口部約16～2m

末無JIIに推して発見される

ロート状井戸

　末無川とafばれる河川が、新河岸jl!

の支流に多いということは、前回のシ

リーズで紹介した。末無川とは、水源

から流れ出たものの、途中で河川が消

えて‾しまうJliである、先に分布を紹介

したが、羽村市五ノ坤まいまいず井戸

と府中｢tlの井戸を除くと、他は全てこ

の末細川に沿って確認される。さらに

加えれば、そうした刈川の形成した砂

機雇を掘りぬいて作られていることが

共通する。

　しかしバ可川に推してはないが、ｉ

村市五ノ神まいまいず井戸、府中市の

井戸も武蔵野台地の立JII段丘面にあり、

地表下約ｌｍほとて砂授層面|こ達する。

　上面をロート状に掘らなければなら

なかったのは、武蔵野台地の特徴であ

るローム層があまり発達していない地

賀条件よる。一般的な武蔵野台地であ

れば、ローム層が発達しており、地裏

面から井筒に掘ることも可能であるが、

砂榛層ゆλに崩れやすいため、卜面は

ロート状に知らなければならなかｰ）た

のである。ちなみにローム層の発達し

た武蔵野台地の中央部の二業新田など

ではおよそ２０～２５ｍもの井筒を振

っている。ロート状の井戸はいづれも

古代末から中世のものであり、三富新

田は江戸時代中期であって、時代が潟

う。古代・中世には深く井筒に掘る技

術がなかったのではないか？という疑

問を投げかける方も多いとは思うが、

古代・中世においても深い井簡型の井

戸｢ま掘られていたし、土木技術は占代

・中世においで城郭や古墳などの遺産

を見ても決して劣るものてはなかった

ことは理解できる。

　むしろ、地下水脈を用意に掘り当て

る陵術を持っていた古代・中世の人々

に敬意を払うべきである。末無川!ま途

中で河川は地表面からは消えてしまう、

しかし、その河道すなわち地表下の砂

疎層下を伏流して水は流れているので

ある、その伏流水を求めるという知恵

が、ロート状の大規模な井戸を掘らせ

たのであると見るべきであろう。

堀兼神社と鎌貪街道

　(神社境内に堀兼の井がある)

狭山市七曲の弁

　(まるc≫石抗のように大きく間L)する)

【図２】

新河岸川流域を歩こう（5）

古代・中世宮道に沿って分布するロート状井戸

　ところで、武蔵野台地に末興川や立　大井戸の脇にも鎌倉街道が知られる。

JI段丘のような地下ｌｍ程度で砂疎層　さらに、府中市で允掘されたロート状

が現れる地帯が決して少なくはない。　井戸は、古代武蔵野国の国府関連遺跡

ところが、このロート状井戸が知られ　のーつから発見されている。国府とは

る地域はかなり限られている。もっと　奈良時代に各国に設けられた地方政冶

分布が広くまた多く見られてもよいよ　の中心地すなわち現在でいえば県庁所

うに思える。なぜ限られた分布なので　在地である。羽村の五ノ神まいまいず

あろうか。実は、ここにも分布する地　井戸付近にはこうした古代・中世の公

域に共通点が見出される。東村山市の　官に関わる伝承の遺跡もないが、付近

八坂神社付近のまいまいず井戸、狭山　　には中世に鋳物師の集団かあったこと

市七曲の井戸の脇には鎌倉街道、さら　　か発掘や伝承から知られる。鋳物師は

にはその前進か古代東山過武蔵道とい　応時の為政者の彫響を強く受ける可能

う古代・中tttの官道であったことが知　性の強い集団である。

られる、また狭山市堀兼の井や大井町

古代中世の旅人の渇きを潤す

　想像をたくましくすれば、古代・中

世に、この付近に暮らした人々も使っ

た'Ｃあろうが、水の得にくい武蔵野を

旅する旅人が、その渇きを癒すためこ

れらの井戸は利用されてきたものと思

われる．また．古代武蔵野匡あるいは

中世において府中を発した東山道や鎌

倉街道のほぼ４キロから８キロぐらい

の距離をおいてＬ｣一卜状井戸はその存

:７こ老JIと七曲の＃
１（左のil内がｔ伯のμで･

新河馴流域に知られるﾛｰﾄ状井戸

東村山市まいまいず井戸

在が知られる。砂磯層か発連する地域

に無作為に掘ったものでなく、旅人の

里程を意識して、公共的な工事によっ

て、これらロート4人井戸は掘削された

ものとも考えられよう。

　古代・中t!!の人々の武蔵野に蕃らす

知恵をこれらロート状井戸は伝えてく

れる。

羽村市五ノ神まいまいｒ井戸

　･:すり鉢罫の水汲退かかたつむりの渦に

　似ていることからまいまいずと呼ばれる）

大井町大井戸

　(上郎のすり鉢部分の大半は長い間の河川改修

　などで猷平されたものと考えられる)
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新河岸川流域　行政からＱお知らせ

新河岸川流域川づくり学習会

テーマ　jllづくりにおける行政と市民の合意形成
　二∴ごこここｒこJKCIIJで？ｽﾞ？tJ

　ii　●　　・　　　｜　　　　　　-･　･-血ﾐｰ　●　　　●....－

l:Ｉ:l平成14年3月９日（土）午後1時～4時

l－Z3朝霞市産業文化センター　2F研修室

fl一I■無料（定員140名）

プログラム

１開会挨拶

２講演　講師：田中芳雄氏（小金井市●●）

　　　　　講師：小林一己氏（黒目川流SIIづくり●談会）

３パネルディスカッション

　コーディネーター　佐々木寧氏（埼玉大学教授）

　バネリスト　　　東京都河川部計画課職員

　　　　　　　　　埼玉県新河岸川総合治水事務所職員

　　　　　　　　　田中芳雄氏（同上）

　　　　　　　　　小林一己氏（同上）

学習会内容紹介………-，.,.,…………

－　■　■■●　I.J

開催事務局

　国土交通省関東地方整備局

　荒川下流工事事務所銅査腫

　お間合:　　　　〒115-0004

　　東京都北区志茂5-41-1

　　　　　TEL 03-3902-3220

　　　　　FAX 03-3902-2346

参加申込みは、案内チラシにあります

申込用紙で上記までお申し込み下さい．

尚、申込用紙がお手元にございません

場合は、上記事務局まで、お問合せ下

さいますよう、お願い致します．

会場案内

東武東上総朗霞台下嶽

JR武蔵野総北朝霞駅７畢

いすれからも徒歩５分

でぢ
七口

千緊
住所　朝霞市大字浜崎669 1

　TEL　048-487-5?22

1　1 k..･｀　　l,'･　l,･･.･･，-ﾐ|･．．．

　学習会では、事前に市民の皆様や行政の方々から、講師・コーディネーター・パネリストヘの疑問・質問・ご意見を舅集

いたします。疑問・質問・ご意見IJ、メール・ファックス・手紙で。２月２８日（木）までに事務局まで|こお寄せ下さい。

　なお、講師・コーディネーター・バネリストの皆様の、学習会で提供いただく内容や討議のためのお考えを、随一。ホ・－

ムページ上に記載してまいります。ご確認下さい、　また、当口会場において、自由にご発賞いただく局員もございます｡

　　　　　　　　　　　「ホームページhi til//m<>5 0til ne j p/'singas､/index httil 口E-fati singasievest)､ocn ne jp

　【講師・コーディネーター】

　田中芳雄氏：市の雨水浸透事業活動が誂三目日水水大賞を受賞しました。具体的に市民と行政とのパートナーシップによ

　　　　　　　　る取り組みをご梱告します。

　小林一己氏：市民参加による黒目川改修肘画の策定に携わる。黒目川の体験をお話して、市民・行政の方が教訓を学ぱれ

　　　　　　　　ることを期待します。

　佐々木寧氏：元荒川市民会議議長（板檎区）として、市民と行政とのパートナーシップを実践。現在、荒川で生態系の勅

　　　　　　　　態の調査一研究をｈっています、

．-　　　．--･‘Ｘ．．-、　　、-．ｙＸ．

　ｙろ、／｀’Ｉ゛　　Ｘ……．ｒヽ／　　’Ｘ

主催新河岸川流域総合治水対策協議会

　　　新河岸川流域川づくり連絡会

‾ ¶ － ・ 　 － I I
　 　 - ゜ ･ l y ･ ｀

　 －－ ｉ

　 　 ¶ ． ・

事務局：国土交通省荒川下流工事事務所調査課

市民の活動レポート　新河庫川流域川づくり連絡会報告　（7）

　　　　　　　　　　　市民Ｑ広場　一市民の活動しポートー

不老川流域川づくり市民Ｑ会　課外授業「不老川お宝発見」活動報告

不老JII再発見なるか|?

　12月11B9時から11時30分まで、川越高隋

北り学校3a:午圀人）の課外授業「不老川

お・発見」にr不老川漉域JIリくり「11民の

会」の11人が参加しました．

　凭立っての会の扨実は次のようなもので

した.

＊生徒を少人数のクルーブに分け、会拠又

　は教師が　人つく．

４ｔ徒一人ひとりにIJ歩く範囲の川のＭ白

　地図を配っ（-おき、川を歩央ながら気の

　付いたことを喬込んで貰う、

４学校lr戻りグルーブ毎に一枚の模造紙に

　不老川と各自の印象を書き、全体で14枚

　のÅ老jll印象地図を作る、

4･14枚地図を全員で見、自分の見たこと見

　なかったことを比べ何か発見できるか、

　生徒達は寒風の中、不老川の川岸。川の

申を覗き込みながら約500が)両岸を歩き

ました。

与良:1負ｳs居るかな瓦泥耀一匹捕まえましｔ

　生徒は「大根発見!」「角はいるのか９」

などと白地図に思い思いの発見を記し、体

育館’Ｃ大地図の製作をしま=ｙたか．時間切

れでみんなの地図を見ることは成りま９ん

でした．

写真一人の書く1､こつれ。記憶を呼戻１子も居ます

　元気いっぱい走り、跳び、質問し、しゃ

べる子供達と楽しい一問でした。

　I‘litｘｊり||涙域川づくり市民の会中FF寛氏)

新河岸川流域川づくり連絡会報告　　　゛1哩し。｡， 平成13年度　第８回

　　Ｗ

(開催場所)新所沢寡務所本紙P8参照

(お問合せ)新所沢事覇所　または、

新河岸川浪包川づくり連絡会事務局

圖土交通雀句||下流工事事務所調査a

m 03-390?-32?flFAX 03-39(≫-?3≪

新河岸川流域川づくリ連絡会とは？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-国土交通古荒JII下流工事事務所と市民の方々との情報交換心)場として定期的に関催し

ていーす．参加を希望される万や．詳しく内容につきヱしては．荒jl!下流Ｔ●●務所

または勁所諏事稽所へお問い合わせ下さい．

第８回　平成１３年　１２月１７日（月）

(|)新MI;!川流域り11づくり学習会｣について

・fHXやfr政の関心がどこにあるのかを把握した卜で'X習

　会のテ一マを考えな;|れば人が集まらないの･,ごはないｶ一一，

・&.6:'fji≪の力法,こ'JいＸば・||川以外;こも．|司辺のl!1治

　休や･ll鰍などを111りl-.:f-こことhtii.吋L,て:ｔl'うか．

・;4域ワー1－うy.,1:G)結こぶ';･きを･ISえながら．よりli町伺

　力関係?Ｈ,il･C･をもてろようなテーマ，fl:拶:iづくりが

　,eヽ･収である．

・今年度. n4;yf;>cttを受賞!_.た･1ヽ１非市にJijる浸透施

　,;Ｕりむ･ヽのjlか〕紙４に≒JいICの情徊提供を肖匍二し八も

　らっ'こ･:jどうか.

・ヘネ丁スト;こii政とIlf民日|体の代λ者が？ぼら11ていて･

　が．学■'■/会のコー－デぞネーターとして学識経験とにi.K

　ってもらえわば良いかもしねない，

（コーデド?;一ター;ま糾III改修という・)だ;tでなくi'ﾃ政と

　･lfKのヘ　トチ　シ･万万1ぺ，う話題:'ついても,ａ題を桜

　供してもらえるようなろを検j･几ィC蹟Iい･．

■ 'i ^-りﾉいヽや・一-r<-<-'夕. ;;≪.}のr･定を緬7認し，

　i,t急に学習会の＼:V,!をiJりjjする必砦がある．

（2）流域情報誌rllリ||」について

　'r'≫i-;j、ね河jμ|流域で活動をｈ･っている多くのifi氏11

　体からも意見や情報などの'ti'KSを寄せてt､らった力が良

　い．

(3)今後の1｀定

学1り会の内容など．μ紺:こついては次iり】のJIIづく|)it哨

会でikW-する．詳しい||程:こついては未定であるが、決

ま･1･次第. itw､jより連絡すろ．

第９回の連絡会は、１月280 (月）に行われました。

また、その内容は次号１７号の「里川しんぷん」でお伝

えします。第１０回は、新河岸川鷹域川づくり学習合

の後に行う予定となっております。ぜひご参加下さい。

詳しくは、事務局または新所沢事務所へお問合せ下さい。

第１回～第８回の議事概要は、ホームページにも掲載さ

れています。あわせてご覧下さい。

htto:/ywtrnS.ocn. ne.jp/'siniasi/index. htal
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●lnforｍａtｉｏｎ●

イyXﾝﾄｶﾚﾝﾀｰ(暫乖

武蔵野の俤七人屎（写真展）

矢野靖博写真簒rｊ.グ島彩ヽｓ李」

写真災

価
者
所

一
着
住

ItL/FAX: m 948･9Z56

カラー作品　５６点

出展者　荒幡順男　市川端雄　今泉信孝　束松友一

　　　　松本　渡　宮野侶昭　矢野靖博

期　間：３月１４日（木）～３月２７日（水）

　　　　午前10 : OC～午後6・00　最終日午後3j〕0

　　　　日曜・祝日休館

場　所ｌオリンパスギャラリー

　　　　東京都千代田区神田小川町１丁口３番地１号

　　　　小川町三井ビルティング

　　　　T［L 03 3292 1934　rAX 03 3292 1938

問合せ：オリンパスギャラリー＆ホール事務局

　　　　担当　早Jli純敏　Ｔ対美穂

「ニゥ島彩四季」本サイズ　|･240XW25C　64ページ

　Z 0 0 0円（税込）　発　刊：平成１４年１月末

　矢野靖博（日本写真協会会員、全日本写真連盟会員）

　埼工県所沢市三ゥ鳥5 494 8　〒359･1164

晦蜀に咲く鷲蕩尽 ･20H 61 ニケ楓I TH

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、事前にお問い合せ下さい。

新河岸川流域川づく&|学習会

テーマ：川づくりにおける行政と市民の合窟形成

日　時：平成１４年３月９日（土）午後｜時～４時

会　場：朝霞市産業文化センター‥　２「研修室

ブ「1グラム：

１開会挨拶

２講　演 田中芳雄氏;j｣･金＃li職員)

小林一己氏C芦Ⅲ||流域川づくり９験会)

３パネルディスカッション

　　コ一ディネ＝ター　佐々木奉氏(埼玉大字教剛

　　バネリスト　　束京都河川部計画課職員

　　　　　　　　　埼王県新河岸川総合治水事務所職員

　　　　　　　　　朝霞市職員

　　　　　　　　　田中芳雄氏q司上〕

　　　　　　　　　小鉢　己氏!同・)

申込み/問合せ　国土交通省荒川下流工事串務所調査課

　　　　　　　゛j 115〔3004　東京都北区志茂５４卜1

　　　　　　　1EレQ3-390? 3XXoFAX : 03 390? ?346

●詳しくは、本紙Ｐ６をご覧下さい●

黒目11硫域川づくり懇談会

テ
講

１３年度新春シンポジュウム

マ：縄文から現代・川の歴史・川の文化

師：森　良氏（ｌ境教育情報センター）

　　山崎丈氏（東久留米市社会教育学芸委員）

口　時

場　所

問合せ

３月１７口(ｍ午後１時･-４時

東久留米市東部区民センター

菅谷　TEL 0424-72-0882

不壱111木の名札付けと魚調査

日　時：３月２３日（土）＊お弁当持参

集　合：午前9R30分　Å間市やまゆり荘前

問合せ・不老川流域川づくり市民の会　相馬　TEL 042一一9Bi1741

新所沢事務所

　　　里川しんぶんについてや、活動についてのお悶合せは、

　　　噺所沢事務所まで. tsWSにどうぞう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開館時間

　　　月・水・金曜日　　午後１時～午後５哨

　　　土・日曜日・祝日　午前10鴫～午後５鴫

　　　火・木曜日　　　休皿

　　　ご使円になる場合lj、開館一間の変更ｔ可雙です．

　　　こj11月の方は新所沢事務所までご達箱１さ;S.

黒目111上流を歩く

日　時．４月1 4B (日3本お弁当樋参

集　合：午前９祠　　　朝霞台駅南口

　　　　午前９時巧分　東久留米駅東口

問合t! :黒目川に親しむ会　藤＃TEL 048一一4650916

nilしんぶん｣掲IX情轜を大暮纂しますj

各流域や咆域での活動報告やイベント情報を募集しています．身近な情報

などをお乎紙、FAXXたはＥメールで新所沢事務所まてお寄せ下さい．

〒389-0043　所沢市弥生町2 9 9 6-6　１Ｆ

新河岸川流域川づくり連絡會　新所沢事務所

　　　　TEL/FAX　042-9 94-3 212

　　　　E-nail　singasiivesta. ocn. ne.jp

●事務局から●
新年、明けましておめでとうございます．本年も宜しくお願い致します．

今年度も新河岸川流域』11づくリ学習会を３月に開催することとなりました、みなさん、ぜひご参加ください、

また、学習会の報告は次号の里川17号Ｃもお伝えする予定c-i.


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5

