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狭山市のマルエツより西北に向けて歩いていく。四月の初め

とあって、閑静な住宅街の庭々には色とりどりの花が咲き競っ

ている。なだらかな坂を下ると、そこには小さな川がある。久

保川である。古い地図には窪川とあり、この辺りの旧の地名は

字上窪、中窪，下窪と地形を表したものであった。

この川は狭山市駅東口下に起点を発し、加佐志を通り、川越

で不老川に合流する。通称加佐志堀と呼ばれている。

。橋を渡りゆるやかな坂を上りつめると中央中学の通りに出る

もう一筋の久保川の起点は、新しく区画道路ができてしまい、

源流付近の沢は見当たらなかった 西武線に沿って川越方向へ。

人家脇の側溝をたどり、右折すると広々とした畑地に出る。同

行の子供たちにはこれが川の始まりであることは理解できない

だろう。でもこれが川の赤ちゃん。生まれるところはアスファ

ルトの道路になってしまったけど 。この川は三ツ木を通り、．．．

新狭山ハイツの下で加佐志堀と合流し、久保川は 一本になる。

（遠藤）

川が生まれる所

三ツ木堀の源流 春の草花の間を元気に歩く   （写真 小川泰男）

８月の初め、木々の下で
黄赤色の花が咲く。
河川工事などで生息地

が脅かされている。



 
 
 

西 武 線 の 橋 脚 が 広 が る 

 去る６月６日埼玉県新河岸川総合治水事務所から、

これから５年間で不老川の大幅な改修工事を行う、と説

明を受けた。その概要は 

１、大橋（入間市内行政道路）の橋脚を広げる 

２、西武新宿線（狭山市入曽）の橋脚を広げる 

 ３、権現橋付近から下流の河川改修を行う 
の３点でした。 
 平成 10 年不老川の新河岸川合流点付近の大洪水

の後を受け、平成 10 年から不老川の改修工事が本

格的に行われているが、ようやく 7 年で今福堀合流

点付近（約 1900ｍ）に達した状況である。 
 特に平成 16 年度工事は 700ｍの区間だったが、

いまだ未完成で、7 月までかかる見通しである。 
 このような状況の中で、上記大橋と西武新宿線付

近では床上浸水等の被害に見舞われているのが現

状で地元住民からは早く解決するよう要望されて

いた。 
 この度埼

玉県として

は、“河川改

修は下流か

ら“の鉄則を 
破って、上流

の工事も同

時進行の形

で平成 17 年 
度から実施する、との説明があった。流域住民の１

人として埼玉県の英断には深く感謝申し上げると

共に早い完成を祈るものである。 
尚、今までは橋脚を広げると下流が洪水になると

懸念されていたが、その対応策は考慮した工事内容

になるとしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
来るだけ早く流してしまおう、との目的で工事をやっ 
ていたが、川の生態系に配慮した護岸工事や生き物

の生息環境を考え瀬や淵を作る事、更には住民の癒

し空間の設置等も取り入れた工事になってきてい

る。 

この度の工事について地域住民の意見を積極的

に取り入れたい、との県からの要望を受け、当会と

しては今までの知見に基づいて具体的に提案をす

る予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不老川が生まれ変わります  5 年以内に！ 
 

河 川 整 備 計 画 に つ い て 

 一方平成 9 年の河川法改正に伴い河川改修には

環境対策を行う事と地域住民の意見を取り入れる

事が義務づけられた。17 年度から実施される、埼

玉県の河川整備実施上の憲法とも言うべき“河川整

備計画”にも記載されている。 
 従来の河川改修は洪水対策が重点で、降った雨は出

 
 
 
 

清流ルネッサンスⅡについて 

 昨年から実施され、1 年間の反省が行われた。 
結果は入曽橋の水質はやや改善されたが不老橋は 
改善されていない。この事は下水道の普及が遅れ 
ている事や折角作った浄化施設が殆ど機能しない 
事によると指摘されている。 
 また、川越市の下水処理水を入曽で放流してい 
るが、その水質はＢＯＤ30ppm と悪く、酸素含有 
量も低い更にアンモニア体窒素が多いので魚類の 
呼吸困難を起こす可能性もあり、現状の水質では問 
題が大きいと思われる。 
 これからの問題点について 

 河川改修が終わったところは落差工が取り除か

れたので多くの種類の魚が上ってきている。 
 しかし、現状の下水処理水を含めた水質の改善

が行われない場合は、せっかく作った川原で子供

たちは遊ぶ事が出来ず、ワンドはヘドロが溜まる

という事で、環境配慮どころではなくなってしま

う。 
 流域各市や住民のいっそうの努力が望まれると

ころである。     （相馬） 
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今福堀工事現場   ５月２７日現在 



 
 

  

芽吹きを誘う雨上がりの４月７日、大人とこ

ども合わせて約２０名が、不老川の支流「三ツ

木堀」の周辺を散策しました。狭山市駅東側を

源流とするこの川は、一部暗渠になっている箇

所もあり、その水筋にこんなりっぱな名前があ

ると知っている人も少ないようです。

今回の川歩きには、後日開催の「春のもちつき

大会」で材料となるヨモギを調達する、という目的

がありました。道すがら傍らに生える草に目をやり

ながら歩いたので、いろいろな野草に出会うことが

できました。べつに珍しいものではありません、た

だの雑草です。でも春の草花はみな色鮮やかで、子

供たちが手にとって観察し、名前を調べて楽しむの

には十分でした。それらの名前は、大人も意外と知

らないもので、なかなか勉強になりました。

狭山市の農家の庭先をお借りしての春のお楽

しみ、２回目の今年は、杵をついたり、おもち

をまるめたり、子供たちがずいぶん積極的に参

加しました。よもぎもち、あんころもち、から

みもち。お腹にどんどん入っていきました。

子供たちの感想は

「杵が重かった！」

「おもちをまるめるのが

楽しかった！」

「おばさんがやさしか

った！」

「おじさんの杵さばき

がかっこよかった！」

川はコンクリート三面護岸で味気ないものでしたが

こんな所にも帰化植物と在来種の凌ぎ合いがあるの

でしょう。そんなことを考えながら すすんでいく

と、農家の方が「小松菜摘んで持ってっていいよ」

と声をかけて下さり、ありがたくいただきました。

寄り道しながら天岑寺へはお昼ころ到着し、ちょ

うど満開の桜の下で、お花見しながらのお弁当タイ

ムとなりました。春を満喫し、なにか得した気分の

一日でした。みなさ

んもこんなふうに、

身近な自然に楽しみ

を探してみてはいか

（ ）がですか？ 田端

今年も川越市武蔵野小の「自然観察会」が６

月３日に行われました。４年生の担任の金子、

内田、寒河江先生のクラス１０１名の授業に、

私たちの会から６名がゲストに招かれました。

第１ステージは学校近くの久保川沿いの自然

観察。第２ステージは南大塚と青柳地区にまた

。「 」がる森での自然観察 先生は良き演出者であれ

の言葉どおり、子供達は

森に解放されました。

薄曇りの空から陽がさ

しこみ、土手沿い１列の子

供たちの行進。小さい可れ

んな草花たちの歓迎。口に

入れたくなるグミの実の挨拶。てんとう虫の水玉の

ファッション。バッタたちの朝のジョギング。カル

ガモ親子の行進。涼しい森には小鳥と子共たちの

混声合唱団。網に見立てた白いビニール傘の曲芸。

愛らしいドングリの新芽。おもしろおかしく、楽し

く自由発想で演じる 主役の子供達。アッという間

の２時間３０分の「野外ショー」は終わりました。

自然のデザートを身体いっぱいにつめこんだ生徒

達はきっとお昼ごはんはおいしかったに違いありま

せん。 （高木）

小松菜 収穫中．．．ありがとう

総合学習のサポート報告

もちつき大会

山王塚 木の名前確認作業狭山市

６月１２日

山王塚の林にどんな樹木がある

か、１０人ほどで調べてみました。

図鑑片手に皆で確認したのがなんと

４４種。この林の豊かさに驚かされ

ました。

４月１７日
参加者 ５０名



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。 

トーク  仲川幸成さんを囲んで 

うどんづくりの巻 

  

先生の手つきに 

うっとり 

 
 
 
 
 

 
 

 
うどんづくりの参加者２５名（ほとんど初心者）  

の指導をして下さったのは宮崎操さん、「レシピは

あとで。まず手を動かしてやってみて」と身振り

手振りで手際よく教えてくださいました。    
参加者の感想は 
「“入曽のうどん”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

感激！」（若い女性）「色が

まさに地粉よね」、「３０分 
 

 
 

乏水の地 と うどん 

（司会）狭山ではなにかと

集まりにうどんがでるのは

なぜかしら？その辺りから

お話いただきましょうか。 
（仲川）このへんは地下水

が深くて井戸を掘るのも大

変な地域でね。こかわ（入

曽用水）は狭山丘陵の下から湧き水をあつめて少

量でも水が常時流れていたけど、不老川は冬は水

はないし、「水押し」、「流れ」という地名でもわか

るようにあばれ川で、流域は水との闘いの生活だ

ったですね。水が乏しい、麦しかできない、だか

らうどんがごちそうの暮らしで、ハレの日は朝ま

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。 
（宮崎）うどんの糧（かて）はほうれん草、ちた

け、なす、ごま。だしは煮干し。とにかくお金が

ないので自給自足でやってきましたよ。おかぼは 

 
 
 
 
 
 
 
 
しか寝かせてないのにコシがすごい」、「入曽流つ 
け麺のつゆがおいしい」「家で作れそう」と好評で

した。班ごとにうどんの味がびみょうに違ったと    
いうのが、つまみ食い

をした人の感想です。 

 
 
             
 
 
 
舌にあたって食べられたものではないです。 
（関口）戦前はもっとひどかった。麦１００％ 
しかもひきわりを食べていた。 
（杉本）うちは非農家だったから麦にさつまいも

を混ぜてましたよ。 
新田開発とくらし 

（仲川）。水野新田開発は三富より早く 1666 年。

南入曽の用水から分水して耕やされました。しか

し、水は使えず、草風呂の風習

があったくらいです。逃げ出さ

ないよう先祖の墓を畑の真ん

中に建てさせられたりと、まあ

それ程開墾は過酷だったとい

うことです。 
 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

現れました。いるま村の歴史カルタに「産物はご

ぼう、にんじん、さつまいも」とあるが、今は根

菜類がほうれん草やサトイモに変わっています。 

男性のエプロン姿は 

キュートです 

待っていたのはこの瞬間 

 



 

     水脈のこと、井戸のこと 
（田口）レキの深さが不老川の北と南では違いま

すね。古多摩川との関係でしょうか。堀兼ハケ下

堀や狭山丘高校のところ、川越の今福堀など湧水

が豊富だが、入曽地区ではなぜか出ない。扇状地

なので深さに差があるんですね。 
（質問）新しい井戸館を見かけるが、今、井戸は

掘られていますか。 
（中田）水道をひいてから井戸を掘ったという話

を聞きました。牛が水道水

を飲まないからと。 
（仲川）今はどちらかとい

うと埋められていってい

ます。「息抜き」の風習や、

おそなえものを井戸に入

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 

（仲川）こかわの保存をめざしてきたが難しい面

もあります。不法占拠の問題があり今、公共物調

査をしています。あれは歴史的遺産ですからね。 
（田口）まちづくり研究会として景観に取り組み 
出しました。雑木林や水野の茶畑を取り上げよう

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。 
（参加者）引っ越してきて屋敷林のけやきに感激 
したが、最近、大木がどんどん切られていくよう 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

です。 
（田口）JA など雑木林を守る活動を始めているよ

うです。 
関口さんのお話 

（地元で暮らしてこられた 
体験をお聞きしました。） 
（関口）「いるま村の歴史」 
編纂にかかわってきました。入曽、堀兼地区は入

間川流域と違って、淡水魚がいなくて、蛋白源が

なかったわけです。魚が食べられたのは年３回く

らいかな。ご用聞き魚屋というものがいてね。戦

後になって魚屋、肉屋ができた。１７歳になって

初めて豚肉、さしみを食べてカルチャーショック

だったね。卵は換金するので病気の時だけ。鶏肉

は１，２年に１回、骨を砕いて全部食べましたね。

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

かったですね。価値に気付かなかったし、フィル

ムが惜しいから人ばかり撮っていたわけです。セ

キチュウの辺りは薬研坂といって、６～７ｍもあ

る切り通しで情緒があったね。今の景色もどんど

ん変わっていくから記録していく必要があります。 
 
（最後に、ゆで饅頭、さつま団子のはなしで盛

り上がり、次回はぜひこれでやりましょうという

ことになりました。） 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
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） 
                        

写真左 現状 



会員募集  定例会：第 3 土曜日 13：30～  

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 

所沢市：高松 04-2948-5815 

川越市：高木 0492-43-9828 

平成１７年度の主な活動 

 平成 17 年度は新河岸川流域河川整備計画が施行される。流域住民が親しめ 緑が多く多様な生物が

棲み、きれいな水と流れが確保された川を実現するために、地域住民に不老川の正確な情報とその良さ

を伝えていく担い手として、地域での活動を充実し、信頼を得ていきたい。 
主な活動項目 

１ 地方自治体との意見交換  河川整備計画、清流ルネッサンスⅡ、河川改修に提案をしていく。 
２ 啓発活動 
  ◎不老川の湧水・植物・魚類などの調査     
  ◎山王塚市民緑地の保全活動            
  ◎環境教育への協力 
  ◎“不老川”ホームページ立ち上げ 
  ◎荒川クリーンエイド（ゴミ拾い・水質調査と芋 ほり） 
  ◎大森調節池（大森の池まつりと森づくり他） 

鳥になろう 魚になろう！ 

 
 
 
第 6 回 8 月 21 日（日）10：00～15：00 

場 所 大森調節池（入間市宮寺） 
 参加費 100 円（保険料）  
 持ち物 飲み水、水に入れる服装 
 イベント ボート、カヌー乗り、魚やザリガニ  

       とり、虫とりゲーム、水鉄砲作り、

音楽会その他 
 出 店 、ジュースほか 
主催 大森の池まつり実行委員会 
   不老川流域川づくり市民の会 
後援 入間市、埼玉県飯能県土整備事務所 
   国土交通省荒川下流河川事務所  
問い合わせ 相馬０４－２９６５－１７４１（実行委員長） 

 

流 域 情 報 

入間市環境展 
６月３日～５日にかけて入間市丸広デパートで 
環境に関するパネル展が開催されました。私たち 
の会でも、会の紹介パネル、活動、大森調節池の 
写真などを展示しました。沢山の人に見ていただ 
きました。大盛況でした。 
新河岸川流域水質一斉調査 
６月５日「身近な水環境の全国一斉調査」第 2 
回が実施されました。調査地点は昨年の約 2 倍 
の 5800 地点で行われ、当会でも昨年同様 1８地

点で測定しました。前日の大雨の影響で水量は 
比較的多めでした。結果は今後全国的なデータ 
としてまとめられます。 
♪♪ホー、ホー、ホタル来い  

不老川源流付近の住民から、ここ２，３年蛍が 
飛んでいるのを見たと連絡がありました。数は 
数匹という状況なので、場所はマスコミ？への 
発表は控え、長ーい目で見守っていきたいもの 
です。群舞している蛍を見る日が、もうすぐ来 
ることを信じて不老川の水をきれいにしましょ 
う。こっちの水はあーまいぞ♪ 

 


