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みんなで拾いました。０３年２月１６日

大森調節池

雨の中子供だちとゴミ拾い
ミごすワ¨サ

寒い小雨の申、入間市営寺小学校およ
び、藤沢東小学校の子供たちも参加して
大森調節他のゴミ拾いをした。空き缶、
ペットボトルは勿論、フトン、タイヤ、
掃除機等、フェンス沿いのわずか２００
ｍ程のところで２ｔ車２百分も集まっ
た。昨年８月以来６ヶ月の間に、これだ
けのゴミを誰かが捨てていった事にな
る。誰が捨てたのだろうか？仮に自分が
捨てたゴミを寒い小雨の中、子供達が拾
っているのを見たとしたら、もう捨てる

ミミナグサ（ナデシコ科）
越年草。茎は赤紫色。茎の節に対生で楕円形の

のは止めようと思うだろうか。
ポイ拾てをする人はごく一部の人では

葉をつける。茎葉ともに微毛が生えている。

あろうが、永久になくならない気がする。

茎の先々に小さな五弁の白い花を咲かせる。対生

それでも、みんなで力を合わせてゴミを

する葉をねずみの耳に見立てて命名された。

拾い、晴れやかなみんなの笑顔と、きれ

高さ

10〜20cm

花期

３月〜６月

いによみがえった周辺を見渡した時に
は、もう寒さも吹き飛んでいた。

一

ス々の置石しと涙にかわを訪ねて）
昨年から今年にかけての、アゴヒゲアザラシの

話を聞き、改めて「人々の暮らしにとっていかに水が

「タマちゃん」騒動やボラ（イナ）の犬発生は、

大切であるか」を考えるきっかけになりました。今後

多くの人々に川への関心を向けるきっかけになり

どのようにこの用水が復活されるかを見守っていき

ました。しかし、たとえアザラシが来なくても、

たいと思います。

人々が身近な河川に目を向け、人間のちょっとし

回一一

た心遣いにより自然が回復レ生きものが復活す

「

るのを期待したいものです。
現在、私たちは水道の蛇口をひねれば、すぐ水
︱

を利用できる便利な生活をしています。しかし、
わずか50年程前までは、雨水を溜めるか、井戸を
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掘るか、用水を引くしか方法はな＜、容易に水を
得ることができませんでした。
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入曽用水「こかわ」は入間市営寺から流れ出る

狭山市富士見公民館での展示状況

林川から用水を引き込み、市人曽村の中を流れ、

昨年９月から「こかわ」を歩き、マップ作りや資料

後に水野村に分水され、生活用水として利用され

の調査・聞き取り・写真撮影などを行っています。興

てきました。史料によると、水野村への分水は多

味のある方はこれからの「こかわ」について一緒に考

くの条件が付けられやっとのことで承諾されてい

えてみませんか。「こかわ」についてまとめた小冊子

ます。いかに水が貴重であり、水を得るのにどん

もあります。ご希望の方はコピー代500円です。

なに苦労したかを知ることができます。
入曽用水の跡を巡りながら、地元のお年寄りに

申し込みは不老川流域川づくり市民の会
中田まで（

042‑957‑5738）

不老ﾉ7yの水質汚染を追って
「これ何だろう」一昨年の11月、川越市の不老

でほぼ１日かかる。まだ２回しか調査していないが、

川最下流を見に行った時、私たちは川幅いっぱい

２つの稿際の排水は、ＣＯＤ値が50

はびこる、白いヘドロのようなものを見てびっく

商い。また権脱稿際の排水は亜硝酸値が突出している。

りした。すぐ水のサンプルを取り専門家に送って、

これはアンモニアが時間を経て変化したものだから、

その正体はきたない水に繁殖する水カビだと判っ

下水路の敷設状況から見て、おそらく狭山台か富士見

たが、そのひどさに唖然とした。

方面からの排水が汚染源ではないだろうか。

100以上と異常に

昨年の川歩きの時、少し上流の山田禍際の排水

調査は姑まったばかりだ。この結果が不老川の水質

口から非常に汚い水が流れ込み、そこから下流に

浄化に少しでも役立つことを願い、継続していこう。

向けて水カビが扇形に広がっていた。これが最下
流域を汚している水だ。私たちはさっそく、川越
市に善処を要望した。
今年の１月から、この山田禍と狭山市の権災禍
周辺の水質を月１回のペースで調査している。権
現禍は左岸の排水口からの水が特に悪かったの
で、汚染源を究明するために姑めた。調査は透視
度･亜硝酸･界面活性剤･電気伝導度・ＰＨ・ＣＯＤの
６項目だ。禍の上流、下流、排水口と計７箇所か
ら水を採取し、１項目ずつ検査する。４人のチーム

狭山市内権現橋際左岸の排水ロ

野シくf止用水復元の歴史を学ぶ
狭山市人曽駅の北、東西3､3kmに渡って人曽用
こかわ

が流れている。今では、その一部にか

三次処理された水が送られてきて、ここで玉川上水
｜

水

監視所のすぐ下にある分配槽には、下水処理場で
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つての面影を残しながらも土砂で埋まっている所

と野火止用水に分配されている。野火止用水には

が随所に見られる。当会では希望者を募り３月17

L5万トン／目の水が送られている。そのすぐ下は

日

玉川上水族沢口となっている。流れの中央に立ち、

こかわ

とほぼ同じような運命を辿りながら見

事に復元された野火止用水を見学した。
野火止用水は1655年川越城主

老中松平信綱に

両岸と林を見上げられるようになっており、すばら
しい眺めである。玉川上水の流れに沿って雑木林を

よって開削された。野火止の台地は厚い関東ローム

しばらく歩くと小川橋にたどり着く。途中バスに乗

層に覆われ、井戸も湧き水もなく農民たちは生活用

って、東大和市にある沢水路

水に困窮し、飲み水にも事欠いていた。信綱はその

暗渠の上に造られた約360m幅じ3m位の浅い川底

前年、玉川上水を完成させているが、幕府から玉川

に小石が敷き詰められており、まさしぐせせらぎ

上水の水量の三割を引き入れる許可を得て野火止

である、ここでは近くの小学生が蛍を育てている。

用水が造られた。以降、飲料水や生活用水、さらに

その鏝下流側に野火止用水放流ロを見る。ここで分

は濯漑川水として昭和20年代まで人々に親しまれ

配層から送られてきた水が約2kmの暗渠を通って

利用されてきた。

始めて顔を出す。三次処理された水とはいえ残念な

がっては豊富な清水が流れていた野火止用水も、

せせらぎ

まで移動。

がら少々句いが残っている。ここからしばらく自然

昭和24年（1949年）ごろから生活廃水の流入によ

護岸の昔のままの野火止用水を見る。左側には立派

り、年月と共に汚染が深刻化。昭和39年（1964

な林かおるが林の中は落ち葉がすべてはき除かれ

年）に関東地方を襲った干ばつによる水不足で玉川

地面には一本の草も生えていない。あまりに手入れ

上水からの分水は中止された。昭和40年代には雑

が行き届きすぎて、生き物たちにとって住みにくい

排水路状になってしまったが、このまま滅ぼしては

林になってしまっているのが残念である。

いけないと県や市が協力して整備事業を行い、昭和
62年（1987年）に再び清流を復活させることが出
東たのだそうだ。この水には現在、下水道局多摩川
上流処理場で三次処理された水が使われている。
生活用水として使われていた時代背景や、戦後急
速に汚れ､使われなくなってしまった経緯は、まさ
しく入曽用水

こかわ

会員と応募者

と二重写しの感じがする。

計23名はバスで玉川上水駅に向

かい、そこから玉川上水を水選局小平監視所に向か
って歩く。両岸には春の芽吹きを感じさせる雑木林
が続き、きれいな散歩道である。ここまでは多摩川
からの白熱水が流れている。この水は村山貯水池に
送られ現在も東京都の水道水として使われている。

小雨の中、野火止用水の復元の歴史について学ぶ
昼食の後、バスで平林寺の手前にある本多緑道に
行く。そこで新座市役所学芸員の藤井孝文氏が
我々を迎えてくれた。氏から野火止用水復元の歴史
を聴く。野火止用水は県の文化財に指定されており、
文化財としての維持管理の苦労はあるにせよ、その
おかけでこの豊かな自然は、後の世にもずっと引き
維がれていくことになる。
野火止用水を見学して、残すことで自然が育まれ、
その大切さを強く感じた。また、国有地である入曽
用水

こかわ

にも市民のアイデアを生かせば、地

域住民に親しまれる憩いの場として、生まれ変わら
玉川上水放流□から川下を眺める

せる可能性は十分にあると感じた。

平成14年度活動を振り返って
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植えた樹も大きいのは４ｍ以上にもなり、木の下にはフユノノ｀､ナワラビが生え、生き物多様性
に一歩近づいた感じである。
●
入曾用水（こかわ卜保存のためのＰＲ活動として行った、 こかわ展 を狭山市の全公民館で展
示することになり、又同時に発行した小冊子 こかわを訪ねでも好評だ。野火止用木｡の視察
でさらなる飛躍を期待している。
不老川と大森調節池で入間市宮寺、藤沢東各小の環境学習を行ったが。自然との触れ合い体験
を通じて、子供たちは何を学習したであろうか。
井戸の水位調査から地下水の動きを探った。
新河岸水質一斉調査、荒川クリーンエイド、天然河岸ブロジェクト、埼玉県河川愛護交流会等
に参加し他団体との交流を計った。
http://www. ＩＩｉｋＩＩＩＩ■ＩＩ・
目旧Ｊ

〈狭山耽ﾐ〉広瀬公民館
水雷公民館
水野公民館
堀兼公民館
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樹木名札つけと

流域情報

生き物調査（川越）

□第９回河川愛護交流会

久深川合流点から新河岸川合流点まで
●４月26
0 (土）９：３０〜２：３０
●雨天中止
●集合場所 川越市『瑞他の里』対岸(9
入間公民館（９：００）
●持ち物
昼食、飲み物 長くつ
●参加費
１ ０ ０円（保険料を含む）
●申込み
４月１８日･（金）まで
米倉(TEL/FAX)

問い合わせ

; 3 0)

042 − 958 − 70引

滝の下下水処理場視察
５月10日（土}

男芦慧ぽφ ｙ
７月以降の予定は
次号にてお知らぜ
します。

主催 埼玉県 さいたま市ときわ会舘にて
市民団体は「黒目川に親しむ会」等５団体の活
動報告、行政からは大滝村等４つの事業報告が
なされた。
□川の中に僚？
狭山市山王中わきの「としとらず公園」で、
川の中ほどに柵を打ち。大き＜湾曲した部分を
砕石で埋めている。川越土木事務所の説明では
湾曲節にたまるヘドロ対策とのこと。ここは不
老川では数少なくなったワンド風の所。昨年は
メダカやモツゴも発見された。今後ニの河床が
どう変化していくのか興味深い。

AMIO
相馬042

: 00 現地集合
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カエ

}Xﾉ， …産卵の季節…がんば才い
カヱルの水辺への移動が姑まった，

道路を横断する際の事故死（ロードキル）が激増

定例会：第３土曜日ｉ３：３０〜
年会費パ,000円詳細は下記世話人まで
入間市ド目馬042 一一％5‑‑ 1741
狭山市：丸橋042一959
− 3831
所沢市：高松042 − 948 一一5815

している。生態系の中でとても重要な役割を担う
カエルを救う工夫が施されるようになってきた。
大森調節池のカエルのトンネルの他に、所沢市に
あるり1稲田大学にカエルの非常階段が昨年新しく
できた。カエルたちが上手に利川することを期待
する。

この会報は、ぐ財）河川環境管理財団の助成を受けて作成‑きれました。
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大森調節池の池祭りは雨で中止となったが、下草刈りレゴミ拾い等を行った。特に２月16日には
５０名以上の参加者で大量のゴミを拾った。

｜

３

ｌ

２

叙￡○

平成１３年度から継続して行ってきた、不老川の 樹の名札つけ句ま平成１５年４月で完了する。
名前を探しながら散歩するのも楽しいですよ。
今期３回の 生き物調査 を行ったｶ八大森調節池が不老川への魚の供給源である事が分かった。
しかし冬には狭山市から下流で放流されたコイがいるが、酸欠でパクパクしていることもあり、
可哀相であった。
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