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川越五河岸の繁栄  
ここl土r【1の川坦市街地のヰ心照より南   

＃にI耶．5b】、火床膿＿tこ毅新河岸耶より   

媒北に縫歩的即分ほどのところに「屈声1   

岸」がある。ここは川繍正村拝の一つ■F、   

明治12、3年頃仙龍河柑が川東古壷で、川   

鱒に局もj迂郎｛の町持！場とLて菓えたと   

ころである。  

この周辺は、川虞市大宇砂場匡に昨ほ   

れ、次々と罷市化の薮ポ押L諾fせ、旺特   

車力lる人かト少なく程りていろ。この「丘i   

河津」という地名かちして舶椚蓋増であ   

り、汀戸時代から明漕・火正朋までJ】l越   

と白エロを軌んで帯lた、罪帯のl繭送をLた   

新村榊Il付帯ポムった河畔壌であった．   

「鳥i河岸」の聞役から述べてみよう．  

「局河岸」の而、「新河岸」は、増ド   

町川越の外睦として正保元咋〔Ⅰ6j刷rl應   

城東松平伊正守田■によって町政された   

といい、この「増村膵＿lは天和3咋（16已  

扇河岸斉藤貞夫l  
ヨ〕孫n崎中伊豆で何輝により朋り立てら  

れたとIlう申   

そこで開設1初の舶来古記した川越欄  

上・冊‖鵬畑中「塵l河膵把」を見よう。   

これによれば、天和2年（16苦3〕12月  

ヱヨFh世に言う ■爪両岸お七■の江戸  

大火で江戸呉Ⅷ崩打円内にあった信輝の  

呼号が蛙失した晶、モの再建競打の西Jll  

桝（飯能・越境・毛円山・日柄・爺紫方  

l小甘本町）を人間川の筏与件ってJllを下  

りた。モの岬、川牌で来日巷間し軸l工機  

み僧えて江口に遜推することにLた。モ  
の簡lこ上斬河梓の上流でしかも台地檻で  

清水を凛めた丸池古適って帽敷綱がなさ  

れた．工叩は東和3咋（川石3〕正J】より吊  

月まで優した．モしてモの影が砺の形に  

萬ている耶から「腐村仲」と命名したと  

いう．注‖さhるのは、その工1＝こ関係  

Lた人物であ石。川礫襟士・担爪包真二術  明治1Dキーtの吊河畔復元厨   



門を商行とLて、川越町の用ケ町町年寄、  

町名主紐の市力商人が名を連ねてtlる。  

そのうち、耳保16年（‖引け6月2：日  

の三河岸（上・下新河岸・願河岸）間同  

株公認文門（遠藤架文市）の中、同一人  

物と園われる人物がいる．いま「鼠河岸」  

は施特も変わり、紺問屋であった環物も  

住んでいる人も移り、托時を政ぶものは  

無くなってLまった。ただ「中安」の女  

主人・内川孜惟きん（明治42年生）の  

みとなってLまった。  

流域の帯；貴書抒（  

新河岸川の歴史と文化  
あらまい号の2）  

商野 汚   
地球上のあらゆる生物にとってそ  

の生命の源は水であることは諾う生  

でもないが、‾言いかえるとあらゆる  

哩物は水から遷ヰしたということで  

ある。   

そLて何個万年という㍊が嬉くな  

るような咋〃を群てモれぞれの生物  

が進化してきたのである。モれは海  

中叛物、湖川荊などの洪水疇l生物、  

陣中・畔上情物、大気中の徴性物Ⅷ  

どに分化した。また地球上に人恐が  

誕咄Lたのは尊から的3D O万叩前  

といわれ、仙の地球ヒの牲物と同種  

に空気を吸って水音揃摂するという  

出で謳鞋以来、何ら慮塁化することも  

なくノ†「lに及んでいる。   

つまり、人間は水辺の動物とLて  

瞭敗時代椚純の水利に煎まれた一喝所  

に限り、人々の妓群が営まれてきた  

のである。その愈味において軒河畔  

JTlも同様に帽始の噴から人里が常ま  

れ、上流下流を問わず、流域一帯に  

は的3JJ咋一打の人跡が、打他の発射  

粛正の拭児から明らかになっている。   

殊に、流域の台地綾辺印にはI日石  

忍時代（先王憩文化〕あるいは純文  

時代が埋桟していることが多く、ま  

た低地滞は痢l文時代の撞鴨折から弥  

生岬代にかけての三色跡が押饉Lてい  

【タヌキ】  
「‖椚Lに確かくなる帝、堰く厳しい母  

音′l；き抜いたタヌキたちは、兜†．†脚を迎  

えます。   

タヌキは割こ山地に桔みますが、新村  

削l慨噸でも、水辺柵の林締などに処を  

構え、ノ親ズミやミミズ、昆虫、異乱  

時には残飯なども食べながら生きていま  

す。  

醐埼玉県生態系保護協会  

柴木喪章   

軋たちは、水道株と川とは別間のもの  

と考え、利用も保全も別々に行ってきた  

ように放います。しかL、この二つの和  

観を－一一拙こ倣うタヌキのような可三きもの  

は雫は爺外と多いのです。   

市街地の拡大によってn然が次々亡失  

われているキ、効果的にItl軒を托す工米  

が決められています。タヌキが雌うよう  

な水辺林と川辺をセットで保侵すること  

などは、そんな工夫の・・つといえるでし  

ょうd  

ヒや九古手タヌキ  

昔♯書菅井■≠甘甘辛甘甘＃★キ甘辛♯♯書＃甘菅井首肯菅井古書書甘♯書  

漬犠人インタビュー  圭長の会  
チビLの慮■は可＝  

壇ヰ皐で．覿と『じ  

責一り＝＝なモ  

きて、一汗段はなかなか11にすることの  

ないタヌキですが、十ダ軍手たちが独り  

たちを始める撒頓には、川割いで窃をR  

にすることが品ります。邦＃れ古Lた十  

ダ7キたちは、撞か細良くつながった川  

調いを移動Lて荊Lいすみかを標Lてい  

るようなのです。  

新しい太鼓だといわれます。  筋合幸夫   

0和讃＝ま、盆踊りの時だけやっていたん  

です。でも、どうせやるなら緩けて繰甲  

Lて上手に猷秦Lたいっていうことにな  

ったんです。それで、次の咋の丑踊りの  

ために練押しました。そのうち、1年に  

1何ではもったいないので、あちこちで  

蔽要するようになったんです。  

0町内丑の日治虫の太鼓を使っていたの  

ですが、それでは他の地民の子供たちが  

できないので、川越許弼の作詞をLた持  

前先轄に柵諌Lて、市振から印．掛華協会  

に訪をしてもらいまLた。  

0今あるのは大太鼓3、小太鼓2、他に  

2つです。そのうちの一つは、自分迷の  

ギ十ラで初めて円いまLた。  

⊂）オリジナルで、子供たちの好きな曲を  

絆帯しています。離謂は月4同ですが、  

その他に年2tI同化苑地で前妻喜Lてtl  

ます。†削こポピュラーなものをやってい  

るところがないので、新しい太鼓だとい  

わ九ます。   

97年の斬河村川フォーラムで賓Lい  

太虚の晋を聞かせてくれた禦荘の丑の子  

供たちと、桁導Lていらっし中る帯食さ  

んに、お許香うかがいました。  

0和雁流という筑前の由来ですが、川越  

には初雁城があって、和腑という名がつ  

くものが多いんです。そ九とょ諒を寄椚  

Lてくれ仁粗設粟協会の会昆が初雁工稗  

陪の社長だったので、初雁詫と名付けま  

Lた。  

タヌキ  女内11イヌ††  

lヽrヽヽl■             ヨ鴨川』到ト≠コC■  

尿最 杓祁亡■  

ためふん嶋  

＿  ＿一道デー  

タヌキ【1末のうろや盤の■れF  

ケビせ利用して≠を作五．二十．r  

Iチきで▲巣に．i．んを十魯二とけ  

甘く．耳イー定のトイレですろ  

前足   鞄ろ且  ‾ l 
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新河岸川流域における総合治水対策とは   
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hlTlT  

新村梓川龍域は、近年市布隋のスプロ  

ール化の舵¶を受lナ、西武池袋線と新柄  

掛こ折った武蔵野台地の中央尭と東武亜  

巨掛こ滑った台地の東瑞荊恕雅を中心に  

椚＝Lく開発が進んでいます。新河∬川の  

ように舐械の摘柿化が帯Lい河川で塙L  

従来流域が布Lていた保水・避水磯惟が  

餌下するとともに、人口・飛燕等の掛ト  

により」貯に水神の危険に何かきれていま  

す。   

そのよう缶状現の叫で早急に治水婁丑  

旺〔新村梓川では概ねlロ咋に一直の沢  

木に耐えられるように計踊）を高め右た  

めに、宰畳や遊水池の建設など河川改條  

を強力に．弛めるのはもちろんのこと、流  

古間があろ。  
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粥厚靭濃師、同山講評  
●甲たが■人打叫  

汁▼T＝ノつ■－－巾「．コブ  

卜しl▼▼ナ〉れ仁1．・■山＝か  

■馳－1■中上・Ttち」b二ど  

LJ■㌻T・1～爪t出打1  

天L■lt■Tl吾．：tll■  

巾■竃LIT，  

′′サlT・一‾■′三Tl  

■‡1，、御Jご  

打笠田代 ●七に帥時代である  

古墳時代の能動にな石と、朝鮮咋粗  

から字音や技術者、椚侶などの誰米  

人がやってきて、わが閂の月だ史上で  

l軋閥椚で急進的な文化をもたらすこ  

とになる。これが絨昔になるのは、  

奈良l封七であり、仏丑貝、金銀丑腕  

只、鉄製虔耕貝、武重、築城紘、焼  

畑日仕、牡馬枝などの新しい生活接  

純を開花させた時代でもある。   

このような大陣文化は外地の寺院  

苛に現存するはか、甘竹や住居最Iの  

発掘調素からも娩出されている。こ  

の節再‖芋川流域に点在する古墳およ  

び作用跡のぎ己胡凋禿も与腐生でも町l鮮半  

mの敲輝が包憑くしている。  

●粗食一拍な治水対tの陣馬  

汀 轟のt■（■■・雛1年r）  

鶉書■」日日＝‖叩川川  
「…ヱー†  

ボランティアで桁導をしている再合さ  

んの奥さんF量、いろんな曲卓やって、日  

分達の備にLたいと抱nを語ってく九た。  

邦たちもボランティ丁で参加Lているモ  

うで、この日も牧人の虫母さんが楽Lモ  

うに聞いていた。   

メンバーは小学生から高校埋まで1D  

人。現雅、20代まで中萱rlを茹丑巾。  

金吾は月1DO¢円。太鼓の張り稗え代  

がほとんどだが、買い碑えのための貯金  

もしてい古という。問い合わせは所脅さ  

んへ。取口d92－d2－6575凸  

「音読i‾」よ√i  ●総合的な滝水対策巾観念回  

∴ ■－‥・           ′        ト 

‖
九
 
■
 
 

．
．
■
．
 

」
．
 
 
 

盲
．
や
満
水
 
 

■           封           ■  

蒜－1：＝  」  

「  

■軸■■1≡l七r r√I糧■  

●貞義鶴■■1幕■tす¢rln仕■  l  

㌔ヾ出 ′／ 
／  

●lIt化tl■■こ■の■■  

■■  土  の  h  ■  

■■：．■ ■ t ■〉 杜 ●  

■疇l鼻 ■■▲ll巾■■  

■■ヲ ■ ■ lt 虎 Il ■  

■■l轟こ tl■ ■ ○さ ■ ■  

■T■■llシ〕已チ▲■I■量  

■鳥lれ¶仁■書■l汀■化  

■．一身t■・サ・書『■■I企■  

■■ 事 情 ■ ■ ■〉 ■■  
■憧 Jt －・ ■I ■  R  

′   ＝」  」－√■ホ■t  

JFよiii  

i盲ii㌧こ、」⊥・  ′＿－－－＿－′    ・■■  域の伴水・避水機惟を樺保するための施 対  

撰♯備、水子Fに華ゃな土地利用や鯉青井 策  

式の誘儒、洪水時の滞戒避難体制の噂崩  

などとあわせて綾香的に封荘を行うもの  

です。  

旺設門間蛮地ガ柾蘭刃  

荒川下流エー■即l【横所i対案潔   

＃ヨ  

hR■■1 1♯t  

、洞＼  ■讐■の■丁胃■   

出典 都市河川事藁の概要  （杜〕日本河川協会  



墾l：司l：包l」山  

「川の道調査」を始めます   

町中11■lしいことに、新Lい柄■がLIくつか生まれ古虹   

ど、川に阿する1鶴■群鞠が、1丑の淡填で朽需化してきま   

した．モこで当会とLては、今咋から薇鰻全体のデータベ   

ース・ゴくりに取り脚むことにLまLた。次のよう址方法下、  

会見手作りの町寸亡をだFhますロ   

0嵐はを1k■Xllqのメサシュに分けるq   

O川の粛竹輪など、且つのテーマを設定。   

0全HかIfき在テーマを遭び、肝善なときにやる円由蓼  

加訪■式凸   
こ¢貴市は、とても1年でやれ石とは見えません．倣年  

かけて、だんだんレぺ几・せ上げていくつもりです。  

（群■州債蠣11rづくり市民＃課金 貯東町三1   

塾l哩l哩l幸勒  
「大森調節池に森をつくろう」  

本宅川底u淵LJul市子！寺によ腐謂無抽はあbま寸■ 6  

加の敷鴇の巾、簡定言l再の4わ■ほどか逼翳りの池と匂って  

います。卑の一時間を除塵、他の中は地下水か薦ほってい  

もたhセノガマ、丁トイ、クサ亨シ＿ヤナギク「声などかf  

l■rltます。3咋臍に拡謳一軍がありまLたが、すでにパ  

ン中カイツブリなどが繁顛L、カヤネズミも奥書掛け．月  

間なタコノア三一や三よニラきえ見られ、日精巾†叶甑力の眉  

さにl土十方、されま寸■鴫垂鞠たちにとってほ環頑な水辺堰  

のです9  

いi軋たちはここに嘉を鋼ろうとLてIlまナ。他の用闘  

にtj驚する帰化欄欄lを引き拭き、欄元吼練旺に芽吹いた椚  

煮やドングリ整購えてllくのです。完成するの皿＝＝耶阻先  

か、5D年確か・▼・。でもここが姦で1われたら積hる生き  

触の欄t【はもっと多く仕り、きらにそ九ら車求めて且や■l  

憫たちもやって来ることでLょう。治水の機能車持ちなが  

らも日慮七J小甘：FtHtを来光のす填たちに指すたゎ＿ R群  

の祝意作藁は抗生りました。  

〔不動Il漬岨Irづ〔り市民の全 日仕草子）  

g8年露は500万円与積み立てて、梅坪、市の一飯合   

計から義金に入れるとともに、企黎や柿艮l＝も称付を呼び   

かけます。市の人口は杓5万500町人。市民1人1門の   

色相で50（‖1万円をR撫とLています。   

式さ帽市民は「水脈の秩父耶大蔵封などかち、♯粟か礪   

應L、鏑水を帯える華練ポ罵れていることをIFき、流域が   

一條と吃って触り組む必看がよると考えた」といってい正   

すD  

水源林保全で「基金条例」   
9T咋の軒河問Ilフ■－ラム缶切とな1たlこh欄市では、  

水郭となる癖繰づ〈り主立ポLょうと「＃ダム稟企褒鋼」  

を制定Lょうとしています■   

ヨモHl：噴から媒金を積み立てて、木＃事Iがあると流†仔■丁  

榊の∬llやm仕に緻≠ててもら与来えで寸‾。埼玉再ホj計舐  

＃ては「一受益一打が加瀬II保全に慮り＃lむ粂闘は、卓l可でも  

珍しい」といっています．  

新河岸川流域イベントスケジュール  

1月25日 く土）学甲虫「粁利鞘hて重た－どうす乱次世代  
への現任＿l計叫 押隠讃〔帝京大）  

13：8Dエボブケ】0皐Il的ホー几  

5月21口（口）北川クリーンア丁プ  
10：00‾阪村山市】Ltl」公園尾篭阿熊内  

田モうじの蹟は顆≡汁で甥讃  
主催」上川かっぼの食  
間脅廿0ノー2コー91－2365 三鳥  

「雨前青首行き手T「  

4月11t］（土）韓詫間付置の花と水鳥観察会  
1ノー：n口未u同姓由  

夫継 柳瀬川雛壇川一ゴ〈D市且懇談金  

剛余せ Od2日ー司4－09】9 怜未  

1月1Z日（U）闘の併和樹作某とイチリンソ■川晒捻  
1（】：t＝］打の垂盤台（」只新枕州剛3分〕  

rE催 ガの癒楳査協議会  
Fq合せ 012g一八1－25：王3 屯田  

一月12日（目〕荒川龍城ネ丁トワーク総会  
10：田口嵐給血Ilj総∩余鮪  
田舟せロぺ9コー22－gO唇3111本  

1月14R（央〕苧村会「プラスチサケ分別処環のモの織」  
】鍔：3D池坊メトロポリタンプラザ1nF  

エポック10夢日的ホール  
仁惟 止めようダイオキシン汚染開架ネヮト  

1月1t；口（束）千村患「＃全な木調環の賓則lこ向けて」  

20：8Dlq舟寺共同Ⅶ横前4F  
韮僻 みず上み〝り研究余  計断 金手間  

l ll＿Tl】llいて＿lい・て禁じr．‾こ上T■他 モ‘仙二川、えたL．こと、こ…・摘ー一宣  
ヒや酬l梢貼恥111らせ、チラ叫ど  
！を事帥ヒ旺はFAXでお即くJ∫さl・。  
いⅢ川路冊．と叫3－jl－2一訓l  
甘桐帖■‖フ†‾ラ′・¶Ⅲ・川…  

TFニー．J′F／1：く．け岬－．1Tl一帯m   


