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‑懐たちへ＠おくりもの
と,力゛こボナ

大森の他祭りも第２回目を迎え、新しい出会い
と発見に子供たちの歓声がこだました。
昨年は熱気球が物珍しかったのか、そちらに人
気が集中。鳥になって空から他の観察と眺望を満
喫した参加者が多かった。そして今年は、開会の
セレモ二−の後、人影が草むらにかき消されるよ
うに見当たらなくなり、空には気球がゆったり上
がる長閑な光景が時を支配した。しかし、それは
束の間、ザリガニつりの子供たちであろうか、バ
シャバシャという水音とざわめきが時を破った。
草むらの生き物探しに熱中する子、投網の中では
ヒガンバナ〈ヒガンパナ科〉
田のあぜや土手などに群生する多年草。秋の彼
岸の頃、朱色に近い鮮やかな花を５〜７個つける。
葉は花が終わった晩秋に出て、春になると枯れて
しまう。鱗形はアルカロイドを含み有毒だが、毒
抜きをすれば良質のデンプンがとれるので、救荒
植物として使われた。別名 マンジュシヤゲ。

しゃぐ子、皆思い思いに自然をエンジョイしてい
た。なにか昔懐かしい思いで辺りを見回すと、水
辺を前に戸惑う子供たちの姿があった。「他の中
に入って見ない？」と誘ってみたが反応がない。
身近な自然に恵まれない今の子供たち、その象徴
のようで胸が痛んだ。大森の他に蘇えった自然は、
子たちへの貴重なおくりものかもしれない。

思いがけずさわやかな天気にめぐまれ、２回
目の大森の池まつりは約300人の参加で行われ
ました。今年も気球、ハシゴ車がやってきて、そ
れに起震車が加わり、お祭りの気分を盛り上げ
ました。
水質調査、ミニミニ観察隊、ザリガニ釣り、
投あみなど、プログラムは昨年とほとんど同じ
でしたが、６０名近くの子どもたちが団体で加
わり、班に分かれてそれぞれに参加という新し
い展開がありました。
また、今年はザリガニの大当たり年！みごと
な色、つや、生きのいいのが、水中、陸地にソ
ロソロいました。ザリガニ釣り競争を準備しま
したが、未経験の子が多いのか、まずはザリガ
ニ釣り体験の場になりました。ザリガニにつら
れて子どもたちは水にバシャバシャと入ってい
きました。
池の水位はくるぷしか、ふくらはぎくらいで
入りやすく、昨年とくらべ、中に入って楽しん
でいる姿が多く見られました。密集したクレソ
ンの上を歩くという楽しい経験もできました。

さあ、これからザリガニつりだ！

水質検査。「あっ、色がでた！」「これって、
よごれているの？」

池には魚がいっぱい見られました。フナ、モツ
ゴ、ドジョウ、メダカ、そして、歓迎されざる
ウシガエル。このところ不老川にもフナがたく
さん見られるようになりました。池と川のいい
繋がり方を作っていくことが、今求められてい
ます。
さて、これから大森の池まつりをどんな方向
で定着できるでしょうか。子どもたちが池で自
然に、思いきり遊べるような場にしたい。まずは、
私たち大人も池に入り、一緒になって楽しむよ
うにしよう、そんな声が出ました。
また、今後子どもたちの恰好の自然体験、環
境学習の場として活用するように、入間市に提
案していきたいと思います。

ご蔵力あクが2･jございま＆た
入間市役所
入間消防署
入間市青年会議所
（株）田中造園
（有）やすらぎ空間
ボランティアのみなさん
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水中で卵からかえった
幼虫はカゲロウなどの口
から体内にもぐりこむ。
羽化したカゲロウが陸上
でカマキリなどに食べら
れると、その体内で猛烈
な勢いで成長し、水に触
れると体外に脱出し泳ぎ
だす。

水は浅かったけど、ポート、カヌーもちょっ
と体験。

懇談会
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不T土産ノ//を濯Fろう

７月２６日
入間公民館にて

埼玉県川越土木事務所治水担当官本主
査をお招きして懇談会を行ったのでその
概要を報告します。
ロ 河川改修と災害復旧工事
不老川全川の改修計画はS50年代に作
られ、現在は新河岸川合流点から御代橋
（国道254上流）辺がH14年度に完成の
予定である。さらに、山田橋（川越・所沢
線）辺は事業計画化されているが、実施は
未定である。工事方法は川幅の拡幅ではな
く、掘り下げで、80→120t/秒の流量増を
目的とする。したがって、現在行われてい
る工事は災害復旧工事が主で原型復帰が
基本である。
災害が発生した場合は１日以内に報告し
１ヶ月以内に設計書を作成し送付する。そ
の後、国から査定言と立会官が来て現地確
認を行い実施が確定する。その工法はコン
クリート及びブロック等を使用しないカゴ
マット法が主である。
来殆どがカゴマットでは景観上の問題や、
草が生えにくい点もあるので、他の工法と
の祖み合わせを提案した。
ｏ 水質改善対策
林川の浄化施設は近々施工の予定である。
下水道の普及によっては不用となる可能性

もあるが、当分は困難とみて実施すること
とした。
久保川浄化施設は現在稼働中であるが、
水が入りにくいという構造的欠陥があるの
で改造を検討中で、早期に解決しH14年
３月には水質データの公開をする。
下水処埋木の還元は、H13年３月から高
度処理木を放流し川の水はきれいになって
いるが、データは荒川右岸下水道事務所が
管理している。
油流出対策は土木事務所、西部環境事務
所、各市が対応しているので、情報提供を
お願いしたい。
今後も市民団体との連携を深めたいとの
要請があり、会としても積極的に協力して
行くことを約束した。
参加者20名

き

不老川にガメラ？大きなカメがゆうゆうと泳いでいます。さっそ
く網を持って川の中へ…２ ５ｃｍほどもある北アメリカ生まれのアカミ
ミガメ（子ガメの時はミドリガメと呼ばれている）でした。出発そう
そう大騒ぎでしたが、入間市藤沢体育館からやまゆり荘まで、川沿い
と川の中を散歩しました。
「不老川に魚がいるの？」と半信半疑で川に入りましたが、自然護
岸の土と草の緑におおわれた水際に、メダカ・クチポソ・フナ・川エ
ビ・アカガエル・ザリガニそして、むっくり太ったドジョウなど、バ
ケツいっぱいの生き物たちが捕れました。昨日までの雨のため、湧水
が所々で見られ水量が多く、川底もきれいで嬉しい発見になりました。
また、川をはさみ茶畑や桑畑が広がり、ふるさとを思い出させる風景
仁なっています。残念なことに、川沿いに殆ど樹木はありませでした
が、ヒガンバナ・キツネノマゴ・ツルボ・ゲンノショウコなどの花が
咲き、水と緑と生き物たちそして、入との出会いを楽しみました。
《第２回樹木の名札付け・生き物さがしｳｫｰｷﾝｸﾞ9/22
(土）》

ご案内

参加お待ちしています…

流域情報
いも握り＆樹の名札つけ
‐彩の国ふるさとの川再生シンポジウム
８月29日埼玉県と河川浄化団体連終会主催で
福留情文氏の講演も行われた。
‑一川の再生とは、生態系の復元と人々に安
らぎを与える川に戻す事である。
昭和30年代までは、自然素材や自然工法での
川の管理がなされていたが、40年代に入り材料
や工法が標準化され、これによって川本来の姿
が失われた。川を水の流れに添った川の管理に

▼10月２７日（土）
▼樹の名札つけ
・集合

入間公民館

・時間

９時３０分

・費用

保険料100円

▼いも堀り
・集合

入曽郵便局
11時
350円
中田(957‑5738）

べし/

・時間
・費用
▼申し込み
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戻す事が重要であろう

.』.1

二
=

①11/

8

②1 1 /1 5
③11/22
④11/29

時間
場所
申し込み
主催
協賛

(木)

くらしと川・今昔物語
(木) 生き物だちと川
(木) 不老川リバーウオッチング
(木) 川を活かそう
不老川再生プランづくり

■荒川についての河川懇談会
9月2日荒川上流工事事務所の主催。17の市
民団体と埼玉県も出席した。
平成13年度の国および県の工事概要の説明と
質疑応答があり、市民団体からの要望、質問に
ついて話し合いが行なわれた。中で、土手の植
生管理については、ﾌﾞﾀｸｻﾊﾑｼによるｵｵﾌﾞﾀｸｻの
減少の可能性はあるとのこと。又、]ｸﾁﾊﾞｽの駆
除策は全く無い。鯉を放流する事は、ﾕｽﾘｶによ
る水質浄化を妨げる事にもなる等の話題も提供
された。

①②④13:30〜16:30
③

10:00〜16:00

毎回

入間公民館館と現地

丸橋

959‑3831（締切10月末）

不老川流域川づくり市民の会
狭山市入間公民館

定例会：第３土曜日 13:30〜 年会費:1､000円
詳細は、下記世話人へ問い合わせて下さい
入間市：日比 ０４２−９６３−７３９４
所沢市：高松 ０４２−９･４８−５８１５
狭山市：丸橋 ０４２−９５９−３８３１

この会報は（財）河川環境管理財団の助成を受けて作成されました

