31 号

2005．4．1 発行 不老川流域川づくり市民の会 代表 相馬和彦
連絡先 ℡04-2965-1741 E-ﾒｰﾙ hiko_soma@yahoo.co.jp

入曽の手打ちうどんを体験 不老川とこかわの歴史を学ぶ

宝の山
先日、入間公民館との共催で開いた「うどんづくりと入曽近辺の昔
の暮らしや川とのかかわり」について語り合う会は、盛会であった。
午後のトークでは、食べ物の「苦労自慢」が楽しげに飛び交った。
ご馳走のうどんも、かけうどんではなく、醤油が少なくて済むうどん
である。子供の頃は麦飯と野菜ばかりで、学校まで長い距離を歩いた。
「それでも一人前の大人になったよ！」
という S さんの言葉に思わず
うなずいてしまった。
私たちが雑木林と言う所を、地元の人は「山」と呼ぶ。この日「決
して林とは言わない」という強い口調が気になった。
「山」は、当時
の人々にとって、豊かに水を蓄え、薪や食べ物を与えてくれる「宝の
山」であったと思う。雑木林という呼び方は、そこを暮らしに利用す

流域の屋敷林の主役は、山王橋

ることのない人間の呼び方であり、生活感のない言葉なのかもしれな

のたもとで不老川へ豊かな枝を

い。今「山」は、皆で見ていかないと大量生産・大量消費の産物「ゴ

伸ばしている。

ミの山」になりかねない。

（村手）

うどんと水と入曽には深い繋がりがありそうだ。それなら この地域の
伝統的うどんを皆で作って、味わって、ゆっくり語ろう、と２月２１日、
うどん作りとトークの集いをもちました。

うどんづくりの巻
うどんづくりの参加者２５名（ほとんど初心者）

しか寝かせてないのにコシがすごい」、「入曽流つ

の指導をして下さったのは宮崎操さん、
「レシピは

け麺のつゆがおいしい」
「家で作れそう」と好評で

あとで。まず手を動かしてやってみて」と身振り

した。班ごとにうどんの味がびみょうに違ったと

手振りで手際よく教えてくださいました。

いうのが、つまみ食いを

参加者の感想は
「 入曽のうどん

した人の感想です。
というタイトルにひかれて

やってきた。うどん作りがこんなに簡単とは！」
（若い男性）
「ここで、切っ
たうどんを

くやしい、く

やしいと手で振りおろす
と い うや り 方を 知っ て 感

先生の手つきに
うっとり

激！」（若い女性）「色がま

待っていたのはこの瞬間

さに地粉よね」、「３０分

男性のエプロン姿は
キュートです

トーク
乏水の地

と

仲川幸成さんを囲んで

うどん

舌にあたって食べられたものではないです。

（司会）狭山ではなにかと

（関口）戦前はもっとひどかった。麦１００％

集まりにうどんがでるのは

しかもひきわりを食べていた。

なぜかしら？その辺りから

（杉本）うちは非農家だったから麦にさつまいも

お話いただきましょうか。

を混ぜてましたよ。

（仲川）このへんは地下水

新田開発とくらし

が深くて井戸を掘るのも大

（仲川）
。水野新田開発は三富より早く 1666 年。

変な地域でね。こかわ（入

南入曽の用水から分水して耕やされました。しか

曽用水）は狭山丘陵の下から湧き水をあつめて少

し、水は使えず、草風呂の風習

量でも水が常時流れていたけど、不老川は冬は水

があったくらいです。逃げ出さ

はないし、
「水押し」、
「流れ」という地名でもわか

ないよう先祖の墓を畑の真ん

るようにあばれ川で、流域は水との闘いの生活だ

中に建てさせられたりと、まあ

ったですね。水が乏しい、麦しかできない、だか

それ程開墾は過酷だったとい

らうどんがごちそうの暮らしで、ハレの日は朝ま

うことです。

んじゅうに昼うどんといって、人寄せの〆は大抵
うどんだったですね。

生活が変わってきたのはＳ４０年あたりからか
な。工業団地、狭山台団地ができて、土地に変化が

（宮崎）うどんの糧（かて）はほうれん草、ちた

現れました。いるま村の歴史カルタに「産物はご

け、なす、ごま。だしは煮干し。とにかくお金が

ぼう、にんじん、さつまいも」とあるが、今は根

ないので自給自足でやってきましたよ。おかぼは

菜類がほうれん草やサトイモに変わっています。

水脈のこと、井戸のこと

です。

（田口）レキの深さが不老川の北と南では違いま

（田口）JA など雑木林を守る活動を始めているよ

すね。古多摩川との関係でしょうか。堀兼ハケ下

うです。

堀や狭山丘高校のところ、川越の今福堀など湧水

関口さんのお話

が豊富だが、入曽地区ではなぜか出ない。扇状地

（地元で暮らしてこられた

なので深さに差があるんですね。

体験をお聞きしました。）

（質問）新しい井戸館を見かけるが、今、井戸は

（関口）「いるま村の歴史」

掘られていますか。

編纂にかかわってきました。入曽、堀兼地区は入

（中田）水道をひいてから井戸を掘ったという話

間川流域と違って、淡水魚がいなくて、蛋白源が

を聞きました。牛が水道水

なかったわけです。魚が食べられたのは年３回く

を飲まないからと。

らいかな。ご用聞き魚屋というものがいてね。戦

（仲川）今はどちらかとい

後になって魚屋、肉屋ができた。１７歳になって

うと埋められていって い

初めて豚肉、さしみを食べてカルチャーショック

ます。
「息抜き」の風習や、

だったね。卵は換金するので病気の時だけ。鶏肉

おそなえものを井戸に 入

は１，２年に１回、骨を砕いて全部食べましたね。

れて埋める風習があるのはおもしろいですね。

こかわと街づくり

うどん、まんじゅうが最高のごちそうだった。
写真屋をやってきたが、風景はほとんど撮らな

（仲川）こかわの保存をめざしてきたが難しい面

かったですね。価値に気付かなかったし、フィル

もあります。不法占拠の問題があり今、公共物調

ムが惜しいから人ばかり撮っていたわけです。セ

査をしています。あれは歴史的遺産ですからね。

キチュウの辺りは薬研坂といって、６〜７ｍもあ

（田口）まちづくり研究会として景観に取り組み

る切り通しで情緒があったね。今の景色もどんど

出しました。雑木林や水野の茶畑を取り上げよう

ん変わっていくから記録していく必要があります。

としています。地元の人はその価値に気づかない
面がありますね。

（最後に、ゆで饅頭、さつま団子のはなしで盛

（参加者）引っ越してきて屋敷林のけやきに感激

り上がり、次回はぜひこれでやりましょうという

したが、最近、大木がどんどん切られていくよう

ことになりました。）

写真左

練馬区と板橋区を流れ新河岸川に入る白子
川改修工事が始まっています。
２月 19 日白子川を見学。右の写真は三ツ矢橋付近の計画案
のうち、東京東京理科大の案です。主な特徴

1. 洪水時も水

に近寄れる。（危険を隠さない、目の当たりに見ることができ
る）２．門を越え飛び石まで降りられる。（門を飛び越える時
点で自分の行為を自覚することができる）３．岸と流れが連
続している。（今までになく自然に近い建造法か、都市生物の
多様化に力をかしてくれる）

理科大は人が川に親しむ他 19

の特徴を挙げていました。一番感じたのは、眺める川でなく、
人が入っていく川を目指しているということでした。（中田）

現状

荒川下流見学会 平成１７年１月１４日
新河岸川流域川づくり連絡会の主催で北区、赤

上げによる地盤沈下のため、海抜は 0ｍである。

羽の岩淵水門から東京湾まで 22 ㎞の見学をした。

大雨のときの危険性がとても高い。見学したとき

この部分は明治 43 年の大洪水を契機につくられた荒

も、住宅地のほうが水面より低く見えた。

川放水路である。（かっての荒川は現在の隅田川）

ここから船で、8 ㎞ほど下り、荒川ロックゲートと

岩淵から船で 10 ㎞ほど下ると、綾瀬川との合流点

スーパー堤防を見学した。幅が 200〜300ｍもある

である。平成 3 年の台風 18 号では、綾瀬川が氾濫

スーパー堤防と呼ばれる高規格の堤防がつくら

し草加市、越谷市等で大水害に見舞われたため、

れ、緊急河川敷道路も整備されている。江東デル

綾瀬川排水機場のポンプ能力を以前の 2 倍の 100

タ地域への水上交通を荒川と隅田川の両方から

に増強した。この地域は、かっての地下水汲み

確保できるようにするため、荒川ロックゲートが工
事中である。
これは、阪神淡路大震災で、復旧活動に船が威
力を発揮したことから建設することになった。
以上の他にも、たくさんの防災対策がなされてい
るが、首都圏の人口集中を是正し、オープンスペ
ースを確保するなど、根本的な対策も考えるべき
と思う。
いただいた資料の航空写真を見ると、家やビルで
びっしりと埋め尽くされている。防災上の危険性が

水面の向こうに見える住宅地のほうが低い

高いことは、容易に想像できる。

(田口)

寒さの中に、春を感じる準備のために！！
春の芽吹きが待ちどうしい

大森調節林の管理作業

１月３０日快晴の中、９年前に植栽をした林で、協賛の（財）埼玉県生態系保護協会入間
支部の方達と恒例の落ち葉掃きと小枝払いを実施しました。
まずは、周辺のゴミ拾いから開始。隣接地には所沢西部清掃事業所なのに、敷地内には
弁当や飲料の残骸ゴミが山積しており、環境衛生認識不足を垣間見る一面でした。
本番の落ち葉は掃きと二班に分かれて作業開始。落ち葉掃きは、植物生態系の調査目的
から場所を区分して実施しました。今後の結果内容が楽しみです。下枝払いは、本来自然林
を目的に育成してきましたが、やはり周辺の環境等を考えた結果、目の高さ以下の下枝払い
を実施。また、害虫被害にあった「コナラ」一本を間伐、太い幹は「補だ木」として利用しました。
併せて｢たらの木｣を二本途中で切ると萌芽するか、試し切りを行いました。さあ、どうなるか。
当植林地は「桑の畑」だったそうですが、萌芽した桑の木は全て切りました。
今回の植樹は、生態系メンバーの方がプランターで実生から育てた１年目の「コナラ」３本
でした。早く大きくな〜れ。気持ちの良い汗をかいた後は、暖かいトン汁に舌鼓を打ち林の
管理作業を終えました。

（武市）

してきれいにしてから流す事が義務付けられた訳

厳しくなった企業の排水規制

です。 一方対象業種は今まで 1 日３５０食以上

企業が使った水を川等に流す場合は、水質汚濁

を提供する業種等だったが、更に飲食店(総床面

防止法や埼玉県条例によって厳しく規制されてい

積２５０㎡以上)とカット野菜製造業の 2 業種が

ますが、 更に厳しい

追加されました。

条例が今年の 4 月 1 日

以上に違反した場合は立ち入り検査等含めて、

から実施されます。

行政指導等を行う事になっており更に悪質な企

対象企業が排水量

業については、

1 日 30ｔ以上から

排水禁止命令

10ｔ以上と、より

を出す場合も

小規模な企業にも適

あり得る、と

用されるようになっ

しています。

た事と、対象業種が

BOD 値 20

４業種から 6 業種に
なった事です。

川越 山田橋たもとに汚水流入

ではコイも棲

山田橋下流の川底には水カビ

めない水質です。

一般家庭では排水を流す場

規制内容は、有害物質を含めて流す事を禁止され

合、殆どの家庭で下水道料金を支払ったり合併浄

ている物はいろいろありますが、例えば水質を表す

化槽を設置したりして、それなりの代価を支払っ

一般的な指標としての BOD 値の場合は２０㎎／

てきれいにしてから流しているので、特に企業と

以下にして流さなければならない、としています。

しては率先して工場排水に配慮して欲しいもの

従って排水がそれ以上の場合は浄化装置等を設置

です。

昨年入間市のご支援により 6 月から 10 月ま

昨年の夏

で、小黒さん(当会会員)と共に不老川とその支流

は異常に雨

の湧水を調査したので概要を報告します。

が少なく、

（相馬）

不老川は別名 としとらず川 とも云われ、冬

8 月には不

になると川の水が涸れ水が年を越さない事から

老川の湧水

付けられた名前であると云われております。昔は

は殆んど涸

節分から八十八夜までは水がなく、その後雨が降

れたが、林

り湧水が復活し川に水が戻ります。 ところが不

川の湧水は

老川の支流

涸れない所

の林川か

もありました。 そこではオハラッコ（ホトケド

ら、下流の

ジョウ）も確認され、一年を通じて水が涸れない

入曽村(現

事を証明しています。 それでも地元の人は 山

在の狭山

が荒れたので昔よりも水量が少ない と言ってい

市入曽地

ました。また、入曽用水の水は

区)に入曽

ころを深さ約 30cm で流れていたそうで、現在

用水が掘

の水量よりも格段に多かったと言えそうです。

林川の源流、１年中涸れない湧水

られ、生活用水として昭和 20 年代まで使われていま
した。この事は林川の水は冬も涸れなかった事を物
語っており、一年中湧水があった事を示しています。

せせらぎにホトケドジョウ確認

川幅 1.8ｍのと

今後も湧水調査を続けながら、水量の確保につ
なげていきたいと思っています。
（相馬）

平成１６年度の主な活動報告
□ ４月

樽井戸川（不老川支流）川歩きと草摘み・春の餅つき・林川上流と西久保湿地川歩き

□ ５月

狭山池調査・禊川（不老川支流）川歩き

□ ６月

身近な川の一斉調査・今福掘川歩きと寺尾調節池の見学

□ ７月

大森の池まつり写真展（入間市）

□ ８月

大森の池まつり・新河岸川流域フォーラム

□１０月

荒川クリーンエイドといもほり（不老川のゴミ分類調査）

□１１月

河川整備基金成果発表会

□１２月

『さやま環境フォーラム２００４』に参加、会のあゆみ発表。

□ １月

荒川下流川づくり見学会（河川施設）

□ ２月

食べて語って入曽のうどん

□ ３月

荒川下流川づくり見学会（自然再生）

他に

大森調節池のごみ拾いと森づくり（各年３〜４回）、狭山市山王塚市民緑地の手入れ
会報「川のささやき」２８〜３１号、各１０００部発行

春を探しに出かけませんか
三ツ木堀から久保川を草摘みや、草の名前
を調べたりして、歩いてみませんか？

流

等

域

情

報

川につながる発表会

3月5日

志木市市民会館で新河岸川流域の河川を対象
に、環境学習やクラブ活動を行った小学校から
大学までの研究発表会が開かれた。年齢の違う
子供達が集い、川をテーマに発表するという非

◇ 日
時
◇ 集合場所

４月７日（木）（雨天中止）
スーパーマルエツ前

◇費
用
◇持 ち 物

集合ＡＭ９：３０
解散ＰＭ１５：００
一人１００円（保険料）
弁当・飲み水

常にユニークな催し。
主催

新河岸川流域川づくり連絡会

清流ルネッサンスⅡ地域協議会

3 月 25 日

昨年策定された不老川清流ルネッサンスⅡの
第１回地域協議会が開催され、当会も市民代表
として参加した。
狭山市の「平野の森」こどもエコクラブ

※ 問い合わせ・申し込み先は

埼玉県代表に！「平野の森」こどもエコクラブ

遠藤（０４−２９５８−５２８０）
田端（０４−２９９９−３３１２）

は日頃の活動をまとめた壁新聞が県の代表に選
ばれ、３月２６，２７日に愛知県で開催された
「こどもエコクラブ全国フェスティバル」に参
加をしました。子供１２名サポーター７名は、

会員募集

定例会：第 3 土曜日 13：30〜

地引き網体験などを通じて他地域の仲間たちと
の交流を深めてきました。

年会費：1,000 円詳細は下記世話人まで
入間市：相馬

04-2965-1741

狭山市：丸橋

04-2959-3831

編集後記

所沢市：高松

04-2948-5815

感じます。オオイヌノフグリの青みが目を引く程度。４月７日の三ツ木

川越市：高木

0492-43-9828

堀の川歩きの頃は春が匂い立っているでしょうか。今回は表紙を少し替

不老川を歩くと、春の訪れが昨年に比べずいぶん遅いように

えてみました。いかがでしょうか？

（Ｔ・Ｈ）

