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今！大森調節池が脚光を浴びている！！
日本初のカエルのトンネルが完成し、新聞各
賎で取り上げられテレビでも全国に放映された。
たかがカエルをと思われる方も多いと思うが、
マスコミが報道価値を認めたからであろう。カ
エルは食餌生物ともいわれ、生態系ピラミッド
の維持に重要な役割を果たしている。その事を
理解し、市民の要望に答えてトンネルを作った、
入間市が、脚光を浴びていると言える。
森づくりから始まった大森調節他の自然多様
化への動きは、カエルのトンネルヘ、更には池
を掘り下げた事により水溜まりが残り、昨年の
ような、生き物の全滅を、防止出来た事等着実
オオイヌノフグリ（コ≒ノハクサ科）
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∃−ロッパ原産の帰化植物。日当たりのよい道端などで、い
ち早く春を告げる花としておなじみ。地面に貴い星を散らした
ようにちいさな花が咲く。日が当たっている時だけ開く。在来
の「イヌノフグリ」はめっきり姿が減ってしまった。名は実の
形が似ていることから「大犬の陰嚢（ふぐり）」

に進展している。
今年は調節他の機能改善工事が本格的に行わ
れるという。洪水対策に充分答えながら、多様
な自然を確保したモデルとなるような工事を期
待している。
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去る２月１ １ 日、入間市にお願いしていたカ
エルのトンネルが完成し、木下入間市長、斉藤
県議をお迎えして、会員も含め５０名程の参加
者で盛大な祝賀式が開催された。新聞各社を初
め取材陣も多く、その模様は１３日ＴＢＳテレ
ビで放送された。記念撮影のあとトンネルヘの
誘導用シートの取り付け作業やゴミ拾いをして
から、豚汁で昼食となり、風もない暖かい一日
を楽しく過ごした。
その後強風にあおられて、シートが外れたり
したので、数回補強作業を行ったが、漸く３月
５日に雨が降りカエルの横断を確認する事が出。
来た。といっても、側溝に落ちたカエルはなが
なかトンネルの方には行ってくれない為、掴ま
えてトンネルの所に置いたら、上部が網目（グ
レーチング）になっているトンネルでは飛び眺
ねて池の方に通ってくれ｡だ（相馬確認）が、ぶ￨
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暗渠になっているトンネルは、カエルを置い
ても戻ってしまった（森野氏確認）という。こ
れはトンネルの中が暗い為か、又は乾燥してい
る為か定かではない。又、当初トンネルの高さ
が3 0cmで低いのではと懸念していたが問題な
い事も分かった。
当夜は２１時３０分頃迄に４０匹のアカガエ
ルを救出したが、その時点で頼かれたカエルは
３匹で、シートの効果が発揮されたと思われる。
カエルの産卵はこれからが本番。ト吋ネル工
事と同時に地底（巾２ｍﾐ長さ15
m、深さ40
〜60 cm）を掘ってもらったので水たまりが出来、
去年に比べ今年は産卵場所がしっかりあるよう
だ。雨の後には沢山やってくると思われるので、
積極的に救出作戦を行う必要がある。
ただ、今回はフェンスに張ったシートは風で
飛ばされたので外したが、子ガエルが渡る５月
頃迄には設置せねばならない。しかし風にとば
される事なく八又 かえじ（子ガエルはシー
トを登ると思われるので）をつけなければなら
ず、取り付け方法について妙案があったらご連
絡願いたいよ
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23:10迄救出80匹、榛死40匹
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ビオトープ地見学会報告
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前号は日野市を紹介しましたが、今回は、大和市の引池川における汀近自然工法」を取り入れたビ
オトープ復元のようすを報告します。様々な活動の拠点でもある管理事務所「大和市自然観察センタ
ー・しらかしの家」を訪れ現地を案内していただき話を伺いました。
引地川の護岸は連結ブロックで三面護岸され
市民ボランティアが年に２〜３回の除草、柳
水質が悪化していた。自然な流れを取り戻すた
の剪定等を行っている。市民６、７人から始ま
め、護岸の改修要望が市民から出されたのを機
ったこの活動は現在150人にも広がっている。
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参加者の声（アンケートから）
コ不老川の旧河川の活用
・水を流すだけにして水に川を作らせる。人は1
れ｡を見るだけ。
・よーく考え、観察し、不老川にあった方法で。
生き物がすむ川に。
・ワンド、浅瀬をつくり魚類のために隠れ石を置
、く。

コ不老川について意見
・コンクリートでガチガチ、川も生き物もかわいj
う。
・部分的でも浄化のできる方法で改修して迎める、
・安川には多くの湧水が確認されている。周辺のJj
境とともに保全してゆきたい。
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３月１８日「としとらず荘」から「化け地蔵」まで２時間かけて、「こかわ」を歩きました。
・「こかわ」が室町時代から続く人曽用水であることが最近分かりました。
400年以上人曽の家々に水を送ってきました。昭和30年頃は野菜洗いや水遊びくらいにしか使
われなかったようです。林の脇を通る用水路跡などは今も使えそうですが、雨水が溜まるだけ
です。
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野火止用水や、砂川堀が武蔵野台地にあるよ
うに不老川に沿って入曽用水が天正６年（１５
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南入曽で使用後、水野に通ずる水路にも
次のような条件が付けられた。

７８）以前から存在していた。
用水は、宮寺の林川より藤沢を経て、南入曽
の屋敷裏を流れていた。この用水深さ一尺・幅
六尺とあるが、現在水路敷3.6mとしている。
寛文６年（１６６６）水野村が成立し、１０ケ
所の井戸を掘ったが不十分で、その８年後、南

□分水の取入口は南入曽の指図に従う。
□用水に懸かる橋は水野村の費用で。
□用水の浚ぜつや、草刈は水野村で行う。
水量が少なくなっても申し立てしない。
□用水が余っても水野村以外に流さない。

入曽村へ分水を依頼。おそらく２５年後の元禄
１２年（１６９９）誓約書を取り交わし使用開
始となったと思われる。

乏水地域の貴重な、遺構を守って行きたい。
へ

（仲川）

雨の日が待ち遠しい?

屋根に降った雨水のほとんどは、廃棄物とし
て排水管へ。これを少しでも貯めて利用し、水
の循環を考える一歩にしようと、当会が補助（
今期20戸分）をして２月下旬から取り付け始め
ている。雨水利用が街中にどんどん拡がればよ
いと思う。
昨今、ゲリラ的な雨が降ったり、全く降らな
かったり、又、氷河がとけたり、世界中で心配
されていた事が起こっている。小さな事だが、
自分たちに出来ることは何だろうと、負の循環
サイクルをゼロヘと変換できるように行動・実
践しなけれぱと考える毎日である。（高松）

雨水利用の装置（立て樋からの分岐
−
装置）の取り付け
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…湿地は命のゆりかご

前回ご紹介したカエルやトンボのように、ある時期湿地に
お世話になる生き物もいますが、一生水の中という魚はどの
ようにすごしているのでしょうか。
一般的に稚魚は集団で草や木の茂みの陰にいます。敵から
襲われにくくするためです。やがて葦などが茂る浅瀬へ移動
し、ばらばらに生活を始めます。ここは、えさのミジンコが
豊富で身を隠すところもあるからです。浅瀬でちっちゃな魚
を見つけるのはこの段階。大きくなると種類によって深傷や
流れのある所へ移ります。ですから湿地には浅瀬や深傷や周
辺の草木など多様な環境が必要なのです。
しかしF浅瀬はどうも中途半端」と埋め立ててしまい、深
傷だけ池として整備することが今まで多かったですね。でも
こうすると生き物がすめなくなるばかりでなく、､木が濁り汚
れてしまうのです。その訳は？次回お話ししましょう。
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牛ツネノカミソリ、ニリンソウの移
植（不老川、七曲井戸付近）
大森調節池のゴミ拾い
／/
の草刈り（年３回）
マッフ完成シンポジウム
水質一斉調査（新河岸川水系）
川の日ワークショップ川づ＜リコン
テストに参加
ご
雨水利用施設見学会（墨田区）
湧水調査の勉強会（年４回）／
カエル勉強会
不老川支川観察会
石仏見学と芋ほリ
入間地区公民館職員研究集会で発表
川越市福原小学校の授業に参加
ビオトープ地見学会（日野市、大和
市）
お話とスライド『カエルの秘密』
カエルのトンネル完成祝賀会
県河川交流集会で発表
雨水利用の装置（立て樋からの分岐
装置）の取り付け開始
小川（入曽用水）観察会

□カワガキ君よかったね
９９年度に予定されていた黒目川の朝霞市部
分約400 mの改修計画が白紙撤回されました。
計画では河道を掘り下げ、真っ直ぐにしようと
いうもの。魚のすめない川、子どもや水鳥たち
の来ない川になると危惧した黒目川流域川づく
り懇談会等の要望で、県、､市と新たに市民も交
えた「河川改修計画策定委員会」が発足の予定。
埼玉県では初めての試みです、
口新河岸フォーラム2000
2月１９口唇武本川越のペペホールでF新河
岸川フォーラム2000」が開催されました。水
循環マップづくりフォーラム（全４回）の総仕
上げ。参加者70余名が７グループに分かれ、F水
循環を巡る旅」の企画を発表するなど楽しく盛
り上がりました。
口新河岸川流域川づくり連絡会の事務所が移転
新所沢駅東口から徒歩｡5分の所に開設しまし
た。新河岸川と白子、黒目、柳瀬、砂川堀、不
老５支川の流域情報が集まっています。利用し
てください。
i7'
,.!,fij
√戻／

万

;i :fi:ﾖ"ili:
:
｀::;J::j'F";ITI"': lj'li::'゜J11
{JJ
仙薬娘記

今夜は

J;゜:
j

F:
j' i : : : ; 4 :

i

°I; :";::j'lﾆ゜゜゜:'Rlj;::

ilﾆ゜
: . ･ 1; f :; "
2

" ･ : : : F 7 ° 7 j : I1
j '4i:UI I : : : j i : ; 7

'::l

7'

jFE:j?:
:ﾆ■Ib,

゜｀゛

雨は降るのかな？カエルの動向が
，

定例会：第３土曜日
１３：３０〜
年会費：1 , 0 0 0円」
下記世話人へお問い合わせください
入間市＝日比 042
− 963 ‑ 7394
狭山市＝丸橋 042
‑ 959 一一
3831
所沢市＝高松 042
− 948 − 5815
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気になる。本紙の記事は、3/10までの報告。
その後の観察で、カエルは暗渠のトンネル
でも湿っていれば通ること等、カエルの実
態が少しずつ見えてきている。
雨の降ろ夜に、新しい発見かおるかも知

リれない。子供のようにワクワクしてくる。
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今後も
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川のささやぎをお楽七みに/
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