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2001年元気な活動締めくくり特集

　　新河岸川流域活動マップ
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身近な川の一斉調査報告会特集
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新河岸川流域情報

　　柳瀬川流域水循環マスタープラン中間報告

　　市民の広場一市民の活動レポートーエコシティ志木活動報告

新河岸川流域川づくり連絡会報告

イペントカレンダー

新所沢事務所通信　　＿＿＿..＿

今回の「新阿片川流域紀行

歩くｎる間く」はお休み

さ廿で頂きます，
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　li河岸川流域てlj，係々な活動か各:卜で

11われ･Cし･求Ｊ＿秋こ開厦されたンンホン

ウムや宇習会の視,りも一一jlなものてはあり

よけん　水ｎやまちつくり・地域リくり．

湧水保全，改修工ljについての継続ｒ]な‘ｼﾞ?

わり等，丿を流域ｙいぅ視点で考ノ_ていく

しめにに．実に多くの視点か必要なことか

でりかります．!;;漸川流域水循i瓦マスク　フ

ンンの中間恥にはひこ功1,人'虹1もいえま亘

　寸だ，それぞれの宅吸や流域･ﾐ行われく

つろ.*ilO叫，その場所力jぢりえていそＪ頌
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（4）秋のイベント報告

2001年新河岸川水系身近な川の一斉調査報告会特集

日時：平成13年11月２４日（土）午後13時～16時30分

会場：朝霞産業文化センター2F　主催：新河岸川流域水環境連絡会

プログラム

第１部　表　題「学校と身近な川の一斉調査」

　　　　報告者：東村山市立第Ξ中学校科学部

　　　　　　　　自由学園（東久留米市）

　　　　　　　　志木市立宗岡中学校

　　　　報　告「新河岸川流域の魚たち」

　　　　報告者：小林一己氏（新河岸川流域水環境連絡会事務局）

箭２部　報　告「2薗1年度の調査結果の９徹」

　　　　報告■：丹野忠弘氏（埼玉県立所沢北高校）

講
講

演「下水処理水と河川環塊」

師：田中宏明氏（独立行政法人土木研究所）

第１部『学校と身近な川の一斉調査』

　今年も『身一な川の一斉調査報111会』

が聞かれました．年々報告会の内容も充

実し．盛りだくさんな内容となりました．

　まず哨１部では、調査に関わった学校

の生ｉさんから、活駄の報Ｓや自由な感

思が発表されました．専門的な学習では

なく、継続的に川へ関わる楽しさが伝わ

ってきました、東村山市立第三中学校科

孚部は、４年間の活動で様々なことが訓

べられていまず．叱1峨て活動されている

方々との出会いなどをきっかけに、興味

や活動が広がっています．作成された

　『NOzの汚染マソブ』は大作でした．

　自由学園では、校内を流れる立野川の

調査が毎日竹われています．それ以外に

も源流や農家の井戸を使った地下水位調

査など、興咲と調査は広かっています．

　｢｣|!は下流でいくら努力しても、上流て

汚れて'しまうとどうにもならない｣とい

う農家の方の賃葦を、し-Jかり受けｊめ

た取組みは、頼もしい限りです．

　志木市立宗岡中学校は、エコシティ志

木の調査1こ参加しｰ(活動-（いまｊ．!４学

部で行った調査のまとめは、優秀－を受

賞したそうです．(賞のlyしい内容に．

残念ながら不明でした)

　来年度より導入される総合的な学習の

lJ§間の一環として、身近な川の‥斉調査

へ参加してくれる学校が．今後増えてい

くことも期待されています．

第２部「2001年度の調査結果の特徴」

2001年度餌査のまとめ

Ｃ各河jllのデータが充実してきた

I‘21991Ξと01証の共通性が認められた

IJ高濃度サンプルが多かった

･;4で特徴ある流入水が確認で声た

⑤流域ごとの環塊の違いが明確になった

　新河岸川流域全体として集められた水

質調Ｓのデータがどのように活用できる

のか．具体的な脱明もありました．水質

調■のデータ分布図を見ると他の分布

から明らかに外れている特異的な場所の

存在が確かめられます．なせ、その場所

だlj数趙に変化があるのか、実際にその

場所を訪れ、原因を考えることにもつな

がります．データのまとめIJ、新河岸川

流域全体として、水水質か良くなってい

るかとうかを確認するとともに、流域全

体のテータを基盤に、各支流域の梢徹や

特定の場所の環境を読み解く作業にも．

役立てることがて･きるはずです．また、

川へ流れ込む４つのyyr①湧冰一宮生活雅

排水③ｓ水処建水ｌ飛泉物最終処分咆

近くからの水』の流入|ごより、変化が著

しくなるとの分析もありました、

　身近な川の一斉調査は、継続的な取昭

みにより、大きな戊果がｇλ始めており、

今後の活動にも期待が寄せられ｛いまｊ、

写真いｆれ･､第一sfC発表の11子

新河岸川流域7)魚類調査が進められていま４．今年の臍査報告Q'ッノ1､は

1新河岸Ｈ流域さかなマッブ1が掲載さています｡次ヘ　シをこti゛７さい。
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^A ≫t≪出中宏明氏

講　演：｢下水処理水と河川環境｣

講　師：田中宏明氏(独立行政法人土木

　　　　研究所　水循環研究グルーブ)

　講演は、水環境とｌ水道についてお話

頂きました.‘F水処理水と河川とがとの

ように関わり、今後どのよりに関わって

いＪうとしているのか、下水道の枝術的

な・史なとから現在の認題まで多岐に渡

りました．下水処理水は、紋流した先の

河J｣環境を大きく決定付17るものです、

下水道普及とともに処理水の水質改截が

取り組まれｰ(Iいます．処理水貝は環境基

準を速成するように11両されていますが．

放流する河川の環境や処理水の利用方法

など．目的や・墳1こ'応じた処理方法がiﾓ

われています．日本ではまだ一般的では

ありまtナんが．高度処理の技術も向上し

ています、処理水質の同よiこ什い、その

有効利用(再馨丿用)も図られています、

　しかし．下水道が普及し、河川の水質

が改善されても、冰・の減少という問3員

があります．それは下7?(退の普及だけが

原因ではなく．都乖のぺの流れ全体を考

えなりればならない問鮪てす．また、処

理水を;司jlに通水した場合でも．親水を

目的とした嶋合は、安全な水質にするた

め消毒が唇され．水生生物の数が少なく

なるなど．問題は容易てはありまゼん．

それでも．できるだけ生物と共に､111へ親

しめるように塩累消毒ではなく、オソン

による消Siなども試みられています、今

後．生物ｸ)多禄性を守りつつ、人間にも

安全な水へ変換!1る1ま祠の改良か、との

<?Si東成できるのかは工だ分かり‡tﾅん

が．その研究は進められていまＪ．

　また．汚れた下水をきれいにするとい

'う゛71題の肝決だりが．'゛水洒の技ｉ的な

還化のたろっか？排出される汚れた7?(を

浄化するだりてなく犬汚れたべの鳴昌の

仕方を考えること乞、今後必雙なのでは

ないて!.ｊ)か９とい)問い掛けも会場

から＆りました、先温釣な筏倆を求める

だけでむく、俘:9名である私たち一人一

人ぴ、下水1-lJい'い≒え．・夭する必要

↑9が＆るこぐ-1､確茫声れまじた．

新河岸川派域亡7］むマッブ（ミニＳ舅版）

新河岸川水系魚類調査2001年

０井箭公園／練馬区

０赤池嘴／和光巾

０神宝大橋／東久留米市新座?i

O新座・大橋／新座市

○責林檎／朝霞市

O itLf公園前／東村山市

O sa公園前／清瀬市

＠－木中学校１』／ｔ木肖

○宮寺藤沢吻区／入間丙

巾坂下構／川ｇ廻

巾田谷橋／川11市

* tS'A/川越ｍ

φ蓬光寺／上福岡肖

φ富士F橋／～木而

秋のイベント報告　く5）
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　魚の写頁などは「新河岸川流域さかなマップ」より転載

しています。オリジナルのマップは、Ａ２サイズのカラー

‾゛‾‾"‘'‾゛｀ヽ、.、刷りですので、魚の写真も見やすくなっています．
｀‾｀一Ｘ　_二１･-〃●---j●●●－－－_●.ふ.＿　J　･・-=-J_ﾐｰ●I●

j●

ｆ尋き

　｢新河岸川況域さかなマッブ｣は無料で配付しております

ので、お気軽にお問合せ下さい。数に限りがございます、

お早めにご連絡下さい。2001年度の溝査報告書(3≫円)も

販売しておりますので、併せてごiU用下さい。

お問合せ：新所沢串務所TELyFAX 042-99<-3212



（2）秋のイベント報告

新河岸111流域　秋のイベント報告9;122ゝ 杷載されている活動について改

新河岸川汲域新所沢事務所まで

お問い合せ下さい．

　Til/FAX 042-994-3212

によると思われる水量の著しい減少に

(以下略)

シンポジウム報告

　｢里山の自然・文化・産業を生かす地域づく&|｣

　トトロのふるさと財団では、1999年度よ

り「里山におけるエコミュージアムの実現

に関する調査研究Jという串業に取り組ん

でいます。昨年までの２年間で狭山丘陵を

フィールドとして、自然、文化、産葉の調

査をし、今年度は地域の市民団体や住民と

ともに、地域づくりに向けた具体的な実践

活動をワークショッブとして、「緑の回廊

を歩いて探そう」「狭山三十七薬師を探そ

う」「砂川のせせらぎを取り戻そう」「箱

根ケ崎から六遊山公園までの案内図を作ろ

う」「環境教育を考えよう」「雑木林と畑

の関わりを考えよう」「みんなで雑木林を

育てよう」の７つ行ないました。

　11月25日に、福島県鮫川村の交流座設所

畏鈴木治男さんをお迎えしてシンポジウム

　r里山の自然・文化・匿業を生かす地域づ

くり』を開催しました。鈴木さんの講演で

関わりなしには展望は開けないこと、人材

の育成が大串な鍵を握っていることを伺い

ました．午後は、小学校の子儀たちも参加

して、ワークシコソブの成果を発表しまし

た．バネルディスカ･ノションでは、狭山丘

陵の自然だけでなく、文化・産業を取り込

んだ活動が重要であり、行政の枠を超えた

市民のネットワークの必要性が話され、

100人からの来場者とバネリストみんなで

確認し合いました．　　写真．会場震ｌ

　　（トトロのふるさと財団早川直美氏）

は、これからの地域づくりには晨林業との　；

黒目川改修について、市民か弓Ｑ報告

現在､進められている黒目川の改修(朝霞市)の動向について報告してもらいました。

　新河岸川合流点からの黒目川の改修は、

　‘劈春までに．東よ線鉄橋までの2 7klが完

了しました．

　もともとは掘り込み河jllであったものが、

堤防は人の背丈よりも高く、一律に｜：２

勾配となり．かごマットに土をかぶせた諏

岸となって、黒目川は．人々からすっかり

遠くなってしまいました.

　‘99秋からの東上線上流郎の改修工事に対

して地元の人々が|黒目川に親しむ会｣を

結成し、署名を集めて県に要望書を提出．

当時の建設省にも働きかけて、肘画の見直

しが決まりました．

　見ぬしと言っても、本当の意味'Ｃの見直

しではありません．

　本来なら、様々な資料を精査して、計画

の必要性やそれに替わる方法についても議

論すべきですが．県と耕霞市、関係町内会

長、？校長、議員、市民団体代表などで構

成された検卜委目会は、毎≫1 2 0mの水

を流すことを前提として進められました．

　市民側は３つの会の代表力1委員として参

加しましたが．市民側の意jlをまとめる余

裕かないまま委員会に臨み、それぞれが、

自分の関£､の晩囲内で窟見を述べるという．

作岨的にはあまりうまいとlj君えないもの

になってしまいました．

　検討委員会では、

・築堤によって川幅が扶まり高水位がより

　高くなることを肪ぐとともに、内水によ

　る被害を和らげるために．堤防は必要以

　上高くせず、そのftわりに河床を握り下

　げる.

・堤防上の桜の木は残し、木の後ろ佻に

　３、５ｍ以上の余裕がある所では、木の後

　ろ側を31幡の管理用道路とする.

・高水散のある所は、そのままの形で、河

　床感SIに合わせて喇り取り、低くする．

　などが決まりました．

　堤防が高くならなくても、河床が振り下

げられ．法面がどこも１：２では、高い築

堤と変わりありません.

　’01年初夏から堤防の低い節分の工事がお

こなわれ、秋になって終了しました．今そ

こを通る人たちはｰ一様に『前よりも恐くな

った』と言っています．

確かに堤肪が少し高くなりはしましたが、

それだけでなく、１：２ののっぺりした勾

配と、それがそのまま川に落５込む様子が、

恐怖心を呼んでいるようです．今後のエ事

に合わせて、さらに河床が低くなります．

これから、東上線と、すぐ上演の栗林倭関

の工甲が始まります．

秋のイベント報告（3）

主催：（財）トトロのふるさと財団

　１１月になって市民側から申し入れた７

項目のうち、大勢に彫響がない細部につい

ては了承してもらえましたが、法面勾配や

河床については拒否されました．

　大勢の人に親しまれている黒目川はこれ

から大きく変貌しようとしていまず．

　市民参加型（参画にはできなかった）の

jllづくりが「あれでは」と言われないため

にも、これからの川づくりの一つの例とす

るためにも、流域の大勢の人々が注目し、

意見・提累を出していくことが、大きな力

になることと思います.

l記.黒目川流域|||づくリ懇談会藤井由美子氏j

写真：夏に行われる黒目川のjll還びの様子

　mihSK』鰭憤欄を毒薬しX:(Iftに

　流域や地域での活動報告をお寄せ下さい.

　〒聯一価43所沢市弥生町2896-61F

　新河岸jll鷹峨J11づくり遍路強飯所沢事務所

　　　　iBym 042―994―32)2

　　｀　Ｅ一箱hi一画≪U.ocai&i≫

　　　■　,　l　･.,・ ，I’･~J.U_6j●.-.4●●

みんなでつくる流域　みんなで支える流域

写真：「尖った削岩の布団が魚たち

の寝床です」布団篭の堰堤で

写真：「私はこの曲線が好き」
捨てたものじゃなt･よ　不老川

不老川流域川づくり市民の会からのお知らせ

平成13年月月27日　不老川流域JIIづくり市民の会は埼玉県斤で土屋知事宛に不老川に関し

大要次のような公開質問状を捉出しました。

１．不老川への下水処理水環流について

イ.放流目標値B00 11m/＼に対し　19-32pinの処理水を放流している事について原因を説

　明してください

口.何時までにどの様な改善策を実施しますか

八.改善されるまでは　どの様対応されますか

2.久保川は既に本川不老川より綺麗になっていますが．今後久保川浄化施設の稼働はどう

　されますか

3｡不老川本川

　什い効果が疑間視されます　今後の対応は如何されますか

4.支川林川の浄化施設は未完成となっており、用地取得等行っていると聞きますが

　111!ｴ１２．３の状況を踏まえ再検討の考えはありませんか

　　以上について明快でわかりやすい書面での回答を平成14年1月末日までに下記、住所宛

送付いただきたく、お願いいたします。

遺脱した河川改修は河川の湧水の目然流出

を阻害する．

　山田氏は「湧水の保全」は、市民と行政

が「現txの理解・把握・監視」と．汚濁負

荷源の削除「特にノンボイント汚染の対策」

とr流域下水道管が覆丿冒へ影響し埴下水・

湧水が流失ずる」こと等が認識すべく課題

とされた、

　今河のシンポジウム・学習会は内容が濃

く、広く知るためには一度ではなく継続し

てｒiきたい.

　C記に嘱目|ilA≪)iづく･.一炊会菅谷輝美氏）

川とく弓し・環境まちづくり講座　主催：不老川流域川づくり市民の会共催：狭山市入間公民館

ファシリテーターに森良氏を迎え.11月a 15 22.29日の４回にわたり闘催しました．参加人員16-20人でした．

第１目「川と暮し今音物語」　　　　　第２回「生き物たちと川」　　　　　　第３回「不老川リバーウォッチンク」

写真:　r水道が来たときはうれしく

て涙が出た」乏水地帯入曽の老嬢

第４回最終回

「川を生かそう不老j11再生プランづくり」

耳翼:(Brain siorniriK」

　　鳥づくりで意見の万向付け

右記に関する詳しいお問合せは、不老Jjl流

域JIづくり市民の会へお願い致します．

　　　　　　　代表祖馬宅:IU2-965 ＼w

第１０回湧水・清流復元シンポジウムin束久留米

･l一成１３年１２月１日、東久留米消費者履と環境展の併設にて開催しました．

　講師は奈良大学の細野暮純氏、前橋工科　また涵養域は「均質等方向性水域の流瀾」

大学の十屋十圀氏と法政大学の山田啓一氏　を掴むことで判明する.r羞福池・μの頭

の３名を迎えて、「武蔵野台地の地下水・　　池等の湧水」の枯渇|ま現在の年間降出願が

湧水」のシンポジウムは7●名近くの参加－　　２倍輝ければ復元しない．このＳは現在不

とともに、市民学習会形式で始まった．　　可能であり、又、「国分寺の真姿の;セ」の

　細野氏からは武蔵野台地の地下水位が　　保全も後背地の涵養域の保全がなければい

　「而水屋と関係する、30年間のデータから　ずれ枯渇が予測される．

地下水が昌も上界した地下水面と下降した　　土屋氏は「都市中小河川の水文環境」と

地下水面図」を示して．地下水面IJ短期的　し、野川と落合川の保全の課題として建築

に変勤しない、地下水面の等高線沿いに地　基準法の改定により「屋綿」二の開発か始ま

下水が流下するのでは無く．その地点の地　り、ji養域の開発は湧水の水源を枯渇させ

層「砧土層・瞭屠の厚みにより変動する」、る」．河川改修の場合、現況河JII線上から
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新河岸川流域　行政からのお知らせ

柳瀬川流域水循環マスターフラン

中間取りまとめＱ概要について:

柳瀬川流域水循環マスタープラン　中関とりまとめの公開について

○柳瀬川流域における水に係わる諸問題　Ｏ中問とりまとめの記載内容は以下の通りです．

を解決し、より健全な水循環像を創出す

ることで「望ましい流域像」の実現を目

指す柳瀬川流域水循環マスタープランの

中間とりまとめを作成し、公開すること

としました。

○水循環マスターブランとは、水に係わ

る総合的な整備・保全・管理を目指すた

め、河川－境のみならず、都市環境など

の地域特性を踏まえた水循環の健全化に

関する総合的な計画です．新河犀川の一

次支川である柳瀬川液域を取り上げ、平

成12年2月より水循環マスタープラン策定

の検討を行っており．平成13年度中に策

定することを目指しています．

Ｃこの度、プランの計両理念・基本方割

が定まり．基本万針に沿って抽出される

対策案の整理を行いました．これまでの

検射成果を取りまとめ、柳瀬川流域水循

環マスタープランの現時点での考え方を

多くの方々に知っていただくことを目的

に申間とりまとめを作成しました．さら

に多くの皆様のご意見を取り入れ、適切

にプランに反映させていこうと考えてい

ますので、ご意見を是非お寄せ下さい．

一
ｔ

国土交通省関東地方整備局

荒川下流工事事務所調査諜

お間合:TEL 03-3902-3220

　　　　FAX 03-3902-2346

１．はじめに

1.1水循珊マスターブランとは

1.2柳瀬JII流域水循環マスタープラン検討の経緯

1.3柳瀬川流域水循環マスタープランの検肘体制

1,4中間とりまとめの位置づけ

２．柳瀬jll流域のあらまし

７１流域一元

2.2地形・地質

2.3社会条件

３．瑚瀬川流域水循環マスクープランの考え万

3.1柳瀬JII流域水循環マスタープランの計画理念・基本方針の体系

3.2計画理念：人と水と緑がつながりあった魅力ある流域づくり

3.3基本方針・都市化によって損なわれた流域の水循環システムの再生

3,4基本方針　詞来に引き綻ぐ治水･利水･環境のバランスがとれた流域づくりへの取り組み

3.5基本方針　人と人が水を通してつながりあう社会を目指して

４．柳瀬川流域水循環マスタープランの対策メニュー4案）

4.1対策メニューの抽出

４２「将来に引き継ぐ治水・利水・環墳のバランスがとれた流域づくリヘの取り組み」

　　　の対策メニュー

４３「人と人がつながりあう社会を目指して」の基本的な取り組み

４４対策・施ISの役割分担

４５対策の実施・推進における問題点・課題

５．今後の取り組み

６　参考資料

１１桝瀬川流域の健全な水循環の回復・保全のために.市民が出来る8つの行動の提案

6.2計画理念・基本方針の検S4過程

６３市民から寄せられた意見

Ｃ柳瀬川流域水循環マスタープランの策定までには、

さらに検討を進める必要があります．今後の検討項口は、

以下の通りです.

・計■目標・目楳値の検討

・目標達成のための対策代替案と対策の優先順位

・プランの推進方策・フォローアップ

○中間とりまとめの公開は以下のように行います.

・柳瀬川流域水?l環マスタープランのホームページでの

　公問(POFファイル）

　http://ｗｗw.ra.or.lD/arage/yanase/index.htni

市民の活動レポート　新河岸川流域川づくり連絡会報き　（7）

市民Ｑ広場　一市民の活動しポートー

エコシティ志木　活動報告

　　「エコシテイ志木」は、志木市の環境を

少しでもよくしていくために、1995年10月

に発足しました、４つの部会を中心に活動

し、19935tに「市民がつくる志木市の環境

プラン」を提案し．現在はプランの実践活

動に入っています．本会の４つの部会は、

水と緑、ごみとエネルギー、保健・福祉．

まちづくりですが、冰と緑部会の最近の活

動を紹介します．

　柳瀬川ウオッチング（野鳥調査jは、1997

年から始まり10月13日をもって71回目とな

りました．調査は1999年に小冊子「柳瀬川

散歩」と「観察シート」にまとめて一区切

りつけ、さらに回数を量ねたものです．ほ

新河岸川流域川づくりi-

新河岸川流域川づくり迷路会とは？

ば同じ区間で長期にわたっての地道な記録　－譚’

をとった調査は、なかなかないものと考え

ます．原則第２土曜l

　その他に、水辺の生き物しらべ塚（原則

第４土曜日の魚類等調査）、ツバメと春の

観察会、プールのヤゴ救出作戦．川まつり

応写真J、トンボとチョウを見る会、鳴く

虫を聞く会、冬鳥の観察会、川を歩く会、

斜面林の手入れなとなど.

　　（妃：エコシティ志木　飯塚呻夫氏）

り

写真　翼に行われたIIほつりの様子です．

　　　魚のクイズに、子倶たちも楽しそう！

エコシティ志木では．楽しいホームページも開設されています．生き物の情llや、

NPOに向けた取組みなど盛りだくさんの内容ですので、ぜひご覧下さい.

URl htto //mw. dt dion､ ne It'"､17ulc<ina/'

国土交通省荒｣||下流工●事務所と市民の方々との情報交換の場として定期的に関催し

ています．参加を希望される方や．鮮しく内容につきましては、荒jll下流Ｉ事串務所

またはli所沢事務所へお問い合わせ下さい．

第７回　平成１３年　１１月１２日

(II r？習会}と「新MUtllligU川づくりフォーラム｣

　の位置づけについて

　．｢学習会｣は111づくり･μ例などを私に．より専門的な内

　容を学習する場としたい．

　．｢新㈲岸川流域川づくり７１一ラム｣;ま、|||づくりに関

　わｰ.ている住民だけでなく．よi'卜多くの伴民jT　一緒に学

　ぴ．活動を展開できる契機としたい、

{21？習会について

・行政と11f民のハートナーシソプの形成．あるいは地域と

　学校が連携した総r7学習を城閣するllで14働のプロセス

　}I】ることは人りJである．２月川の･ls例から実際にｆ探り

　状態から合意形成にヤるまでの問題やその解決策等につ

　いて．学習公で学びたい．

　・講師を依頼する予定の島?i氏の1119がａわない場合には．

　り≪Hiilの河川串業に閔わった餉河MI川総合治水･μ務所長

　また;よ市民に講師を依頼する．

　・できるだけlyl･い時期に学習会をI≫I(Kじく欲しい．

－ -

;パ’13二ここＪ

(喬催場所)斬所沢事務所本紙P8参照

(お馳せ)匯尺事簡末たは．

新河岸川流域川づくり連絡９事積馬

国土交通省荒川下滝工事軍務所員査霖

TEL 1B-3902-3XM FyW IB-3SCJ-23*

｛31新河岸川綸城川づくりフォーラムについて

・メインテーマ;ま「住民と行政が協働できるlllづくり　と

　する、

・水循環マスターソランをテーマとし、柳瀬III流域水循環

　マスター－プランと多摩JII流城水マスター－プランの2 4f例

　細告を行うことも111自い．

呻新Ｍ岸川川づくり連絡会について

・wucni水循環マスターブうン、新河岸川流城の総合治水

　計画等．流域の情報を摺供して欲しい．

第８回の連結会は、１２月１７日（月）に行われる予定

です。また、その内容は次号１６号のr里川しんぷん』で

お伝えします。第９回以降の予定など、詳しくは、

事務局または新所沢事務所へお問い合わせ下さい。

第１回～第７回の岨事概要は、ホームページにも掲載さ

れています。あわせてご蒐下さい。

http://wｗw.0cn.ne.jp/'sintasi/index-htnl

フ
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● Information

ｲﾍﾟﾝﾄｶﾚﾝﾀｰ　、

一エコシティ志木活動予定表

◆斜面林の手入れとお楽しみ会
日
集
内

新所沢事務所通信

●

　　　　　　　　　　　　　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

年末年始のお休み　12月25日～１月６日

ご使用になる場合は、開館時間の変更も

可能です。ご利用の力は新所沢事務所ま

でご連絡下さい、TELyFAX 042-994-3212

・ノ″・
ｊ

時：１月2X日（日）雨天の場合２月３日（引午前９鴎

合：館第３児童公園

容：幸町2T目斜面林の手入れ、豚汁など

持ち物：軍手、鎌などの用具Cある人）、ａ碗、箸

参加費:200円

共　催：生態系保護協会志木支部、志木おやこ劇場

問合せ:M8一一47卜1338(天田偶）

◆柳瀬川ウォッチング（野鳥調査）

日　時:12月８日（十）　１月12日〔ｔ〕

集　合：午前９時にクラブ中野前の柳瀬川土手（雨天中止）

共　催：生態系保護協会志木支部

問合せ:Oi'0-611･1-0905（飯塚）

◆水辺の生き勧しらべ隊＝柳瀬川・出前水族館

日　BS. 12月22日（土）　１月26日（■）　9-ｙl時

集　合・志木中学校前の柳瀬川１手｛一天中止｝

共　催：生態系保護協会志木支部

問合せ:070 6114 0905 (飯塚）

イベントに関するお問い合せは

新河岸川流域新所沢享務所　TELyFAX 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。

第４一里山ウォー々

日　時：1 fli za【土】午前11特～午後３時(雨天順延)

集　合：東村山駅立川行きパス停１０鴫

　　　{横田バス停1{}:40頃　歴史民俗資料館10 : 5D≪)

参加≪ . 200円(交通費　350円)

持ち物・而具、弁当

問合せ：北川かっばの会　TEL 042-391-2365

Emai l : kspaSabean ocn ne JP

　LKL : http､‘/vimb.0こnne IP/ kapa/

1111しんぶ九』顛情報を大募集し寥すｆ

みなさまからの各流域や地域での活動報告等を募集してい

ます、身近な情報などをはがき、お手紙、ＦＡＸまたはＥ

メールで下記までお寄せ下さい、お待ちしております．

新河岸川流域でのイベント情報を募笑しています．

フィールドワークや学習会なとの情報もご連絡下さい.

　　　〒359-a》43所沢市弥生町2996-6 IF

　　　新河岸川流域川づくり通雄会新所沢事務所

　　　　　　myFAX　042-994-3212

　　　　　　E一勧i l　sJngasiSvesta.oaine.jp

水質調査を行う器具を整備致しました。

水の透明度を計測する「クリーンメジャー」と、水質を測定するパックテスト試薬、伝導度計があり

ます。環境学習や総合的な学習での取組みでこれらの器具をこ使用になる場合は、お問い合せ下さい。

案内地図

＿　　　　･ヽヽ・

二i'- 'r1If↓:ij´j4j4ｓ，

゛
こＦ）7ふi゛脳兄

i゛
二こT　14ごで7’

●事務局から●

／‾ＴＴＸ

ドヘ

今年も残すところわずかとなってまいりました。新河岸川流域て:よ、年々市民活動が

各地で活発に行われるようになっているようです。今年も、新レい活動が幾つも生ま

れました。采年は、更なる飛躍の年であることを､:｀｡ヽから祈って。

みなさまも、良いお年をお迎え下さいませ。
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