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不老川流域川づくり市民の会
代表 相馬 和彦
連絡先 042・965･1741

かつての「こかわ」は こんな感じだったのかなあ！

こかわを訪ねて
「こかわ」これは狭山市に残る貴重な遺跡である。一
体何のことを言っているのかと思われる方もいるか
も知れないが、今もその跡を辿ることが出来る。その
昔、安土桃山時代から生活用水として入曽村、水野村
で親しまれ使われてきた入曽用水である。土地の古老
にその方の家の前を流れていた「こかわ」について訪
ねた。「昭和２０年代には冬でも水が涸れることな
く、深さ３０ｃｍぐらいの、本当に飲めそうなきれい
な水が流れていたのですよ！魚とりをしたりして川
のほとりでよく遊んでいる子供を見かけました。レ
昭和３０年代に入ると水道が普及し「こかわ」の水
は次第に汚れ、生活用水としての価値がなくなってい
く。やがて高度経済成長と共に「こかわ」は所々で土
砂に埋もれその存在すら記憶の彼方となる。このまま
オニノゲシ

（キク科）

で良いのだろうか？

水の乏しいこの地域で多くの

ヨーロッパ原産の２年草。ノゲシより大形で、

先人たちによって造られ、守られてきたこの用水に、

葉は厚く光沢がある。縁がノコギリ状になってお

新たな役割の可能性を見つけようと、入間公民館で12

り、触ると痛い。茎は中空で、折ると白い乳液が

月27日までこかわ展を開催しました。この催しは中

出る。

央公民館でも１月５日から１月11日まで、引き続い

4〜10月頃黄色の頭花が咲く。

て１月14日から順次狭山市内各公民館で開催します。

ごかぬについて日頃いろんな疑問が湧いては消
えます。

路の変更はなかったのか？

しかし、その疑問を十分解決することが

できないままごかぬ展を始めました。
１

400年余りを経た今も川筋に生活が有るが、流

７

等々、頭をかすめる疑問を列挙しましたが、掘る

掘削を行った頃、鉄の鍬（農具）はどのくらい

に至った農民のあえぎ、喜び、生活の変化などが見

普及していたのか？

えません。もし幾つかでも判れば、私たちはごかぬ

2。当時、入曽村は何世帯、延べ何人くらいだった
のか

散村だったか集村だったか？

にもっと近づけると思います。

歴史あるごか､かです。元の形を良く留めています

3.完成までに何日、何人ぐらい要したのか？

が「雨が降れば水溜り」など、現状のままでは問題

4．どんな組織で行ったのか、寺、庄屋、国司？

もあります。

5．勤労奉仕で作ったのか、自作農と小作農の割合、

遠からず、保存か否かの判断が必要と思われます

下級農民は農奴的存在ではなかったか？

が、保存するにしても市民が歴史的価値を良く認識

6.水田のない入曽では、何が主食だったのか、か

しなければなりません。今回の展覧会は、そのよ

なりあったと思われる農民の逃亡の原因は、食

うなごか､かを見直す手助けになれぱと思います。

糧事情によるものか、それとも過酷な労役か？
‑

（中田）

㎜s●皿●●四●●●‑●●〃●●‑●●‑9を皿●●−●●㎜●を㎜●●心●●W●●‑i●㎜●●皿●●四●

天候曇
調査場所
水温

10月19日(土)午前、としとらず公園と山王橋の
少し上流の２ケ所で不老川の生き物調査をした。
この日は会のメンバーの他に、平野の森子供エコク
ラブの子供達７人とサポーター３人、総勢２５名が
参加した。
公園付近の川の水量は多めで流れが意外に強く、

水深
流速
川底

河岸
採取種名

としとらず公園付近

山王橋上流付近
1 9.5℃

1 9.5℃
４０ Ｃ･

早い
砂篠
土質
個体数 備

2 5 cm
普通
どろ
布団かご
個体数 備 考

考

クチボソ

３

メダカ

Ｏ

フナ

１

体長4.5

cm

Ｏ

エビ

１

体長3.0

cm

○

ｱﾒﾀｶt゛ﾘｶﾞﾆ

多数

気温21.5℃

体長5.0〜6.5

a

４
１

大小あり

多数

体長2.5〜4.3cm

体長2.8cm

大小あり

網をしっかり持だないと流されそうになる。土手か
ら眺めているのとの違いを感じた。生き物はいるだ

生き物調査の後、山王橋から近い北人曽のさつま

ろうかと思ったが、まもなく会員の一人が魚やエビ

いも畑に移動し、エコクラプの子供達も一緒に芋ほ

をとり、子供達もエビ、クチポソなどをとった。子

りをした。子供も大人も芋ほりに熱中する姿は本当

供達がバケツに手をいれて、魚をさわりその感触を

に楽しそうで、ほほえましく感じた。

味わっているのが印象的であった。生き物は流れの
緩やかな土手の草の茂み付近に潜んでおり、そこに
網をたてて足でおどかすと魚やエビなどの生き物
が網にかかった。
もう一ヵ所、山王橋上流へ移動して調査した。
その結果は表に示す通りである。
｜

このあたりは底も堤も土であり、草が生えている。
途中にある堰や段差をなくせぱ、結構、自然がもど
り水もきれいになるのではないだろうか。

芋ほりをするエコクラブの子供たち

j帛t．尼,いっ/ま1',い
第５回
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樹木の名札づけウォーキング

１１月２３日（土）

９名参加

くもり、風もない。今日のコースはとしとら
ず公園より下流。まず橋脚の「ひいらぎもくせ
い」の名札を手始めに出発。近くの人が植えた
のか、モミの木、グミなどあり。川の水はきれ
いに見え、鴨もいた。レジ袋の残骸やビ二−ルの
切れ端があちらこちらに引っかかっているのは
悲しい風景だ。エノキ、ヌルデなどポツンポツ
ンとある。葉の落ちてしまって名前がわからな
い木もある。産廃工場の煙突から煙が出ている。
周りの広い畠、紅葉した樹々と似合わない。エ
ノキの下のクコの赤い実が美しい。橋のそばに
豆柿。干し柿になった実を口に入れた。「シブイ
!!」柿渋をとる柿だそうな。
いつのまにか川越に入る。コナラ、クヌギの
区別ができない私。「幹を見ればわかるよ」と教
えてもらった。エノキも多い。
漬物工場から先は水が汚い。水ワタも見られ

荒川々11−ンエイドに初参加
荒川流域では下流の市民団体が中心になって、
毎年１０月にクリーンエイド＝一斉清掃活動を
しています。今年はiO月20剛こ約60団体で
行うことになり、当会も初参加しました。
会場は川越の砂久保橋周辺。付近の小学校に
もチラシを配り、のぽり端・ゴミ袋など準備万
端整えました。ところが前日の雨で川は増水、
やむなく中止にしました。残念！
後日会員だけでゴミ拾いをしました。成果は
ゴミ 10袋
粗大ゴミ １（自転車）
ひと頃よりもゴミ捨ては少なくなったようです。

埋−ワぐ。こ・、か劃Ｗ￥
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上赤坂の森クリーン活動11月９日
狭山市堀兼あたりの不老川から右岸方向を
見ると、大きな森が見える。ここが堀兼、上赤
坂の森、不老川にも大切な水源の森。
この森の良さ、大切さを皆に知ってもらい
たいと、堀兼地区自治会連合会主催のクリー
ン活動に協力団体として参加した。当会は森
の工作を担当、クリーン活動後、竹馬など作っ
たり遊んだりして子どもたちと楽しんだ。

ようやくあった樹木／ムクノキ
る。関越道の下をくぐり、もうお昼。今日はこ
こまで、その先はまた出直そう。
帰り道、権現橋排水溝から汚水が流れ出し、
川幅いっぱいに広がる。まだあるのだ、こんな
ことが!!
（杉山）

暑の４

｀の錯

11月17日（目）８名参加
この地域に代々住んでこられた仲川さん宅で、
仲川米子さんから井戸にまつわるお話をうかが
いました。
米子さんは、昭和18年、所沢から北入曽に
嫁ぎ、炊事、洗濯、風呂、一日三回位２斗桶二
つか、４斗桶を担いで運び、水で大変苦労された
そうです。
井戸を楯るのはお金がかかり難儀したが、12
軒ほどで経費を分担し共同で管理し、井戸縄も
４人がかりで編み使用したとのこと。
井戸は夏冷たく、冬暖かく、大きな財産であ
り、懐かしい井戸端会議の場所でもあったけれ
ど、昭和40年頃に水道、洗濯機が家庭に入っ
たときは、涙を流して喜んだということです。
井戸を埋めるときは、神主を呼んで、竹を中
に入れお祓いをしてもらったとのこと。現在は
非常用、防火用に使われているそうです。
入曽地区では、なにかにつけ人々が集うと、

うどんを食べる慣わしのようで
す。私たちも、うどん作りを教
わりながら、うどんをおいし
くいただきました。

ｍ固

去る６月９日、新河岸川流域４８団体が参加
した水質一斉調査の報告会とシンポジュウムが、
:L1月２４日朝霞リサイクルプラザで行われた。
今年は６月上旬雨が少なく一部で篠木出来な
かった所もあったが、昨年より５箇所増えて２
３６箇所で調査した。不老川でも川越市の会員
により不老橋（環境基準地点）まで調査地点が
増加した。入曽偏でＣＯＤ値とアンモニア態窒
素が高かった事や山田偏で硝醜態窒素がワース
ト１になった事が特徴的で、下水処理水の放流
による影響かとも考えられ、今後の課題と言え
よう。
新加入団体紹介の後、調査に参加した学校、
天然河岸ＰＪ、魚類ＰＪなどの発表もあり、水
質一斉調査から川のいろいろな表情にも目が向
けられてきた事は注目すべきであろう。
午後の下水処理シンポジュウムでは、先ず埼
玉県荒川右岸下水道事務所の鷹野氏による埼玉
《狭山市》中央公民館
富士見公民館
狭山台公民館
広瀬公民館

∂μｌむごつ（ろう

Ｌ月 ５日（日）〜１月ｉ１日（土）＆ 水富、水野、掘兼、新狭
１月１４日（火）〜２月ｌｏ日（荊 ｉ 山、奥富、柏原の各公民館
２月１２日（水）〜３月１１日（火）i
゛ｃの開催日程は次号に゛（お
３月１２日（水）〜４月 ８日（火）犬kl」らせします。

(呈)

流域情報

大森(3)弛
（逼4i）゛ミ拾い

県の下水処理の状況や処理水の放流についての
話があった。ついで東京の水を考え
氏が、東京の河川水の約５０％が下水処
あり、水質としてはＢＯＤ値は下がっているが、
全窒素の量はあまり減らず、水温の上昇や武生
生物への影響等の問題があると説明した。
まとめとして（独）土木研究所の田中氏が、
下水処理水は川か海に放流され川の水量確保に
はなるが水質の点では多くの問題があり、特に
窒素の増加は問題でＰＨが高いと分子態のアン
モニアが増加し生物に影響すると指摘した。更
に富栄養化、毒性化学物質の残量、消毒等多く
の問題かおるが、処理コストも含め、行政、市
民、研究者の協力によって解決すべきであろう
と報告した。

【第６回和光新発見、ウォーキング、川遊び
エルのだ晨ふ采雀:

など

汁もありま
０２月１６日（日）９：３０〜２：３０
雨天の場合２月２３日（日）
○場 所
入間市宮寺大森調節池
○持ち物 豚汁用食器、箸（当会では豚汁のみ
用意。昼食等は各自用意願います）
○参加費
２００円（保険料込み）
○申し込
２月１０日締めきり
相馬 aO42‑965‑１７４１
（＝ＦＡＸ）

＆芋掘り】和光市赤池橋たもと（越戸川）にて
１１月３日、主催は和光自然環境を守る会。
出来るだけ多くの人に参加してもらうため
の様々な工夫がなされ、実りある催しだった。
・ウォーキングの会をつくり４つのポイント
から赤池橋に集合・畑を無料で借りて近所の
人に呼びかけ芋をつくり当日芋掘りや販売、
ふかし芋にも・ストリートミュージシヤンに
よるコンサート。他にも魚取り、水質検査、
筏乗りなどを行い楽しんだ。小学生から大人
まで計１４０名の参加があった。

鶴疹報。

定例会：第３土曜日１３：３０〜
年会費:1,000円詳細は下記世話人まで
入間市：日比042 − 963 −7394
狭山市：丸橋042 − 959 − 3831
所沢市：高松042 − 948 − 5815
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1989年から今年にかけて、不老川の川沿いに群
生するヒガンバナの観察をした会員（池田政太郎
氏）から報告がありました。入曽付近から東山王
橋までの数は2000を優に超えるようです。自己流
で甚だ頼りない数値だが、と本人は語りますが右
岸より左岸の方が圧倒的に数が多いなど興味の屡
る内容です。不老川に関する報告をお待ちします。

この会報は、（財）環境阿川管理財団の助成を受けて作成されました。
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