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発足１０周年を迎えて

平成９年に発足した「不老川流域川づくり市民の会 」は、

１０周年を迎えました。ボランティア団体がここまで続けて

こられたのはご指導ご協力を頂いた皆々様のおかげと深くお

礼を申し上げる次第です。

汚い川の代名詞になっていた不老川が、下水道の普及とと

もに少しはきれいになり、下流ではアユが泳ぐようになった

が、埼玉県内の河川の中ではワーストの１～２を低迷してい

る状況である。一方、河川改修は県内ではもっとも遅れてい

ると云われ、ようやく１７年度から本格的に実施されている

が、その工事内容は“多自然川づくり”といえるか疑問を持

たざるを得ない。

去る６月５日川越市内の不老川でオイカワを釣り上げた。

不老川では約４０年ぶりではないかと思われる。うきがピク

リと動き、きらりと光って上がった瞬間の感触は忘れられな

いものとなろう。

この感触を上流の入間市のこどもたちが感じられるように

相馬なるのは何時になるだろうか。

いつの日か こどもたちが河童になれる日をめざして

10周年記念特集

ア ユ

ドジョウとメダカ

オイカワ

土手にオレンジ色に群れ咲くさま

は、夏の不老川の風物誌

河川工事を終えた川越地区では

もう見られなくなったとのこと



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不老川流域川づくり市民の会  10年のあゆみ 
 平成７年（1995） 
 旧建設省荒川下流工事事務所の呼びかけで 
集まった所沢・狭山・入間・川越の市民が「不

老川流域川づくり懇談会」を結成、2年余り見
学会や川歩き、学習会を続ける 

 平成９年（1997） 
4月 「不老川流域川づくり市民の会」発足  
8 月 会報「川のささやき」第 1 号発行継続活動

年 4回 千部発行 
9月 不老川ワイワイトーク 

「こんな川いいね！」講師 山道 省三氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12月「大森調節池の森づくり」第 1回植林  
 平成 10年（1998） 

6月 第３回身近な川の一斉調査 に参加 
主催：新河岸川水環境連絡会  

8月 川辺の生き物探し（川越市今福堀合流点） 
   魚は一匹も見えなかった 

10月 ふるさとを歩いて芋ほり体験（狭山市入間）
    雑木林と農業、不老川の関係を見る 
毎月 1回の不老川観察会を行う・以降継続 
大森調節池ではカエルの救出活動開始 
 平成 11年（1999） 

 「不老川 川づくりまちづくりマップ」完成 

5月 マップ完成記念シンポジウム開催 
   講演「緑の道と水の道、そして命の道へ」 
   パネルディスカッション 

「これからの川づくり まちづくり」 
7月 墨田区雨水利用施設見学会 
   雨水利用キャンペーンを始める 
12月 井戸調査（狭山市入間地区） 
  平成 11年～15年に 9地点で 9回調査  

12月 他河川見学会・日野市向島用水路 
 平成 12年（2000） 

2月 大森調節池にカエルトンネル完成（入間市）
3月 入曽用水（こかわ）観察会 12・13年 
3月 井戸と水みち井戸端会議 
   「多摩の水みちを訪ねて」講師 神谷博氏 
8月 第 1回鳥になろう 魚になろう 

「大森の池まつり」熱気球、魚とり他 

 平成 13 年（2001） 
3月 キツネノカミソリの移植（狭山市入曽） 
5月 樹の名札付けウォーキング始まる  
７月 行政との 懇談会「不老川を語ろう」 
11月 川とくらし・環境まちづくり講座全 4回 
   講師 森 良氏（環境教育情報センター）

12月 川越市高階北小 3年生の環境学習に協力
 平成 14 年（2002） 

6月 不老川の生き物調査と学習会 
   としとらず公園付近でフナ、金魚、メダ

カ、モツゴ、ザリガニ、カエル等発見 
14年 11月～16年２月 こかわ展開催 
狭山市全公民館を 322日間にわたり展示 
12月 冊子「こかわを訪ねて」発行 
14年～15年 連続水質調査 7地点で全 11回 
 平成 15 年（2003） 

3月 野火止用水見学会 
3月 山王塚市民緑地のゴミ拾い 
5月 不老川きらりボード設置（川越市） 
10月 荒川クリーンエイドに参加 
 平成 16 年（2004） 
５月 源流観察会 ホトケドジョウの発見 
 平成 17 年（2005） 

2月 食べて語って入曽のうどん（入間公民館と
の共催講座） 

8月 河川改修学習会 講師 吉村 伸一氏 
  川歩きクラブの発足（入間地区毎月観察会） 
 平成 18 年（2006） 

1月 山王塚市民緑地 市民管理協定地に認定 
1月 ホームページ開設 

http://furougawa.mods.jp/ 
3月 茶まんじゅうと不老川（共催講座） 
8月 「砂久保橋橋畔樹保全の提案書」を埼玉県

に提出   
◆ 平成 19 年（2007） 

3 月 「河童のつづら」（共催講座） 

市民版不老川マスタープラン作成に執りかかる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 太字は主な活動名 
※ 下線は経年の継続活動 

土手の勾配を測量中 



と

私

不老川の人たちに想う＿＿それは自然に対する瑞々しい感

覚といったことかな。会社人間で、会社、業界の限られた人間関係の

中に埋没していた私にはとても新鮮に写ったんだよ。市井の中に優れた 人

たちがいっぱいいる、それが不老川の人たちに対する私の率直な

（小黒）感想だね。 ちょっとほめ過ぎかな。

願いを込めて

「不老川 歩いて感じる季節のうつろい」

清流に魚たちが気持ちよく泳ぐ、そんな光景を見

ながら草を踏み分け、岸辺を散策できる自然豊かな

不老川であって欲しい。

（小川泰男）いつの日か！

会に入って、上流から下流まで 歩

いて不老川を知ることができてよかった。

草と土の上を川面を見ながらずっと歩ける

川は他にあまりないのでは。

何度でも行きたくなる川。

（則）このまま残ってほしい。

生まれも育ちも不老川のそば。

子どもの頃の思い出は、河畔林でカブト

ムシやクワガタを捕ったこと。土手に生い

茂るススキやシノの中をトンネルのように

くぐって遊んだこと。

ニリンソウの白い花とミズヒキの

（田口）赤い花が印象深いです

子供に環境に興味を持ってもら

いたいと続けています（でも虫

嫌いになったよう ）．．．

私は海外旅行などより、

この辺の自然の中を歩く

）方がずっと好き！（田端

川歩きクラブで

毎月不老川に親しむよ

、 、うになってから 知識が増え

環境の大事さも実感。会が

だんだん楽しくなって

（今宮）きました。

、 。また 勉強のつもりで出てきました

草花が好きで川歩きに毎回出るように

しています 若返るかも知れないしね！。

今、木の名札づけで大忙し。

（杉山康子）

この会はすごく民主的な運営をし

ているなという感じがします。それぞ

れが自分から担当を持って自立して

（あまり出られ活動をしているような。

ないけど

川越から一言 賀登）

大森の池まつりや、いもほり、楽

しいことはいつでも参加します！これ

まで水質検査や環境学習など、尻込み

していたけど、これからは参加してい

こうと思います。

（安田）経験してこそですものね。

不老川を想う

人々が不老川に背を向けてどれ

だけの時間が経ったのだろうか？

環境問題は「人と自然との共生

が大事」とも言われる。が、人

と自然が対等でなく自然を尊重

する「心」が大切だと思える。

人々の暴力で簡単に息絶えてし

まいそうな不老川。僅かに残っ

た貴重な自然を保全し、再生す

べきもの再生し、自然の命の息

づく不老の川に育てていくこと

（皆川）の必要を強く想う。

不老川の魅力は、日本一汚れた川の烙

印を押され、天下にその名をとどろかせた

ことです。窪地の湿地帯が源流で、今では

家庭の雑排水からのスタートとなり狭山丘

陵の支川の清流に励まされて堂々と流れて

いるのです。

そうです“きらり・輝け日本一”の手助

（高木）けをしてあげればいいのです。

不
老
川
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（
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入ったきっかけなど
春の餅つき会から入った。会議は難しいこ杉山

とが多いが、学ぶこと、経験することがたくさ

んあり参加している。

当初から入っていたが 多忙で、 年 「上村手 H16
流の支川をたどる」川歩きから復帰しました。

自然と人が大好き。事務局を引き受けている。

退職後、不老川を散歩し、その汚さに驚い中田

た 「不老川マップ」の発表会をきっかけにこの。

会に入った。老若男女 関係なく、遠慮なく意見

。出している会議の様子に 入る価値、 ありと思った

（笑）古い顔をしているが、新しい方。

、 、中牟田 入会の数年前から 今後は環境のためにと

環境カレッジに通ったりし、結果的に不老川に

関わることになた。マップに感動。最初の会議

の印象はみなが積極的でビックリ。

入ったのは懇談会発足２年目から。生態系相馬

の関連から。

私はみどりを守る会で丸橋さんに誘われ、米倉

杉山康子さん、間根山さんといっしょに入った。

最初からささやき編集委員です。

雑木林を考える会の関連で、丸橋さんに小川照

半強制的にです 。会計になって抜けるに抜（笑）

けられず今日まで。

河川法改正に向けて市民の声を聞く方針と遠藤

なり、 年建設省が「川の懇談会」立ち上げのH7
音頭を取った 懇談会 は２年の準備期間で 不。「 」 「

老川流域川づくり市民の会」に移行するが、私

は当初から関わってきました。

「川づくりまちづくりマップ」
Ｈ９年発足からまる一年は川歩きをした。遠藤

上流から下流まで皆で歩き調べ、まとめ、地図

に書き込む。コンサルタントの指導がありワー

クショップ形式でやった。長い紙がいくつもで

き、マップとしてまとめた。

しっかりした思想で編集されている。バッ中田

クボーンがある感じだ。

マップづくりが 目的でなく、調べてまとめ遠藤

た結果がマップとなった 「地図に落とした提案。

書」と言っている。

権田さんが実にしっかりした地図を作っ相馬

て落としたのでいいものになった。日比さんの

仕上げも大好評。小黒さんが入ったきっかけも

このマップということ。

河川財団からの助成金で作った。マップを中

心に活動を続けることでその後５年間助成金を

いただいたが、会の発展に非常に良かった。

。小川照 マップ助成金の会計は厳密で大変だった

しっかりした書類あっての助成金だということ。

マップは財政的な面でも市民の会の活動の遠藤

。おおもとになっている

大森の池まつり
狭山丘陵と加治丘陵の中継地としての大森丸橋

に森を作ろうと、高松さんの指導のもと、ドン

グリの苗を植えたりした。

大森の池まつりは、閉鎖された湿地をみん相馬

なに公開したいという思いで始めた。生態系の

立場から、まつりはノー との意見もあったが場

所限定で実現できた。気球を上げ、人を集めら

れた。

自然を近くで感じるだけでなく、上から広丸橋

く見渡すこともやってみようと気球を上げた。

気球は３年で終わったが、気球の魅力か小川照

ら自然の楽しさへ移ることができたよう。

駿河大のカヌーが入って魅力が増した。相馬

カヌーは水面が直で楽しい。川の魚とりも村手

人気が出て、年々川へじゃぼじゃぼ入る子が増

えている。



。相馬 ＪＣなど他団体が関わるようになり一安心

出し物も増え、今年で８回目である。

活動のひろがり
バスで源兵衛川やいたち川を見学したり現田上

地学習もいろいろやってきた。また、公民館と

連携して「井戸と水みち井戸端会議 「環境まち」

づくり講座 「入曽のうどん 「茶まんじゅうと」 」

不老川 「河童のつづら」と 地域の人に働きか」

ける活動を重ねてきたが。

地域に広げるのはなかなか難しいが、ダ小川照

メと思っても世の中の方が動いていることがあ

る。

井戸調査のことだけど、この辺の井戸は何中田

処を向いても単調で、展望が見えなくて、立ち

消えになった。

見えない水みちを知りたいというロマンで丸橋

始めた。

不老川はドラム缶を半分に切った形のとこ中田

ろを流れているようだ。七曲りの井戸と不連続

らしい。小黒さんの云うとおり「不思議なふし

ぎな不老川」だ。

いもほりと石仏、魚しらべ、樹の名札づけ田上

などさまざまな組合せのウオーキングをしてき

た。今はいもほりとクリーンエイドを「こども

エコクラブ」といっしょに続けているが。

いもほりは農地と川の関係としても大事。丸橋

クリーンエイドは川の行く末を意識しゴミを調

べ分析するということで意義がある。そのこと

をもっと伝える必要がある。

水質のことは、調査を続けてきて実情を掴相馬

かんできた。ポンプアップ、浄化施設の問題点

など行政に提言してきた。山田橋の水の汚れも

長年訴えて来たが、横山さんや賀登さんの話

やっと川越市も動き出したようである。

こかわと山王塚
、 （ ）米倉 プロジェクトを組んで こかわ 入曽用水

を調査しこかわ展を開いた。中田さんについて

行ったんだけど。あのとき歩いた一番いい林が

もう無くなっている。

冊子を作ったこともよかったが、一年かけ丸橋

て狭山市の全公民館をまわってこかわ を開いた展

ことがとてもよかった。

。中田 今では他の会もこかわに注目している

まちの中でこれから残したいという声が出丸橋

ている。どうやって活かすのか、我々が提案で

きるだろうか。

山王塚は不老川にもっと河畔林が欲しいねとい

うところから繋がった。すぐそばにこかわも流

れているし。

山王塚はＨ 年から、小川泰男さんたち村手 15
が中心になりゴミ拾いや枯れ枝始末など少しず

つ整備し、 年、市民緑地協定を結び、毎月手H18
入れをしている。これからは近隣の人々にも楽

しんでもらえたらなー。

ずいぶんきれいになった、植生がとても多杉山

そう。樹の名札づけも楽しみ。

河川改修 とこれから
年度から「不老川床上浸水対策事業」相馬 H17

として、西武新宿線橋脚の拡張工事を含む大幅

な改修工事を行うと埼玉県から提案された。工

事には出来るだけ市民の要望を尊重するという

事だったので、吉村先生を招き勉強会を行った

りしながらより自然な川づくりへの提案を行っ

てきた。しかし急ピッチで進む工事は我々の意

見が反映されたとは言いがたい。

現実の工事は景観や親水の面で配慮がなさ中牟田

過ぎ。県とこの３年間すれ違っていたのかと思

うが、砂久保のエノキが残った事は大きい。行

政との折衝で勝ち取った大きな一歩だ。

受身でなく提案していくことが大事だと皆丸橋

川さんを中心に検討を重ねた上で、昨年８月、

会独自の「砂久保橋橋畔樹保全に関する提案書」

を作って県に提出した。その成果だと思う。

先日皆で 年度工事現場を見学していた田上 18
ら付近の農家の人から「あなた方はフェンス取

り付けに反対だと云うことだが、自然と人命と

どっちが大事だ」と云われたが。

確かに現場に立つと危険を感じる。小川照

しかし、県があのように地元に説明してい中田

るのは問題だ。

安全を前提にすることは当然だが、さら中牟田

に景観まで考えて地元と意志を通じ合うことは

かなりむずかしく、いかに妥協点を見出すかだ。

地球温暖化の進行などで農家と市民は同じ田上

側に立てると思う。話し合う努力は必要。

地元との関係を作ることは大切。まちづく丸橋

りの問題になってくる。

世の中も自然保護の方へ傾いてきている。相馬

除草剤被害の事もある。現場を一緒に歩いて話

し合えば分かってもらえる事もある。

県の計画に対しては図面ができる前に参中牟田

加していくようにしなければ。

どんな川にしたいのかということ。私たち遠藤

のマスタープランづくりに向けて、今動き出し

たところです。



 

 

５年目になるが、今年は３年生と５年生の授

業に参加した。 

 ５年生には５月１５日にガイダンスとして“不

老川と久保川”と題して話をした。風呂等使った

水をそのまま流すから川が汚れるので下水処理場

等できれいにしてから流すことが大切と話をし

た。自分の家はどうなっているのだろうと質問が

あったが、お母さんに聞いてご覧と答えた。

その後３年生（５月２２日）５年生（５月３０日）

保川とその横の雑木林で自然観察を行った。当会

員が２名ずつ各クラスについて、質問に答えたり

一緒に虫探しをしたりと、子供達と楽しんだ。           

久保川は３面護岸の排水路状態で 生き物は見
えず、子供達にはかわいそうだったが、林ではク     

ワガタを捕まえたりと、はしゃいでいた。笹の葉

で笹舟を作れ

る子供は殆ど

いなかったの

は、どういう

事だろう？ 

 

６月１１日は５年生と 不老川の久保川合流点
で魚捕りをした。所沢源流の会の江村さんが投網

を打ってもなかなか捕れなかったが子供達が網で

追い回すようになって捕れだした。結果は表のと

おりで、8種で 44匹捕れた。 
なかでもアユは一同ビックリ 

で、 この小さい体で東京湾から 
川越まで上がってきたものと、 
子供達は感動していた。70 cm 
ほどのコイを捕まえた子供達は 
さわって感触を確かめたり、よ 
ほど楽しかったのか、また来 
ようという子供もいた。 

 とにかくこれだけの種類の魚 
が不老川で捕れたことはすごいことであり、現実 
ではあるが半信半疑でもある。 

ただ、ドジョウや オイカワ
等多くの小魚が死んで浮 
いていたのは何故だろ 
うか？（相馬） 

  

川越市立武蔵野小学校の環境学習サポート 

         こどもたち 久保川と雑木林で自然観察  

名前 数 
アユ ３ 
オイカワ 17 
メダカ 14 
ドジョウ 5 
フナ 2 
タモロコ 1 
ヌマチチブ 1 
コイ 1 

 

市民の会は不老川のあるべき姿を求めていま

す。歴史、地理、産業、人との関わり合いなど

会員は何度となく川を歩きながら話し合い、不

老川を模索しています。 
 ６月２１日、堀兼地区のマスタープランづく

りとして、ポストイット方式で、皆で意見を出

し合いました。                

６ 緑がない、樹がほしいというのが共通の意見。

まわりの風景と連動した川を、魚の棲める川に、

表情ある川に、親水性を、フェンスの工夫を、

等々４６葉の紙が貼られました。新田開発の土

地であり、空や風景の広がりを生かした川づく

りが出来るのではと歴史的、文化的視点が語ら

れました。 
 ポストイットで次のような言葉に出会い、考

えさせられました。 
「樹木のなさ 嫌われているようです。」 
「親水という面は求めなくてよいのではない

か、緑の回廊としての不老川の樹木や草を」       

  

     
確かに、乏水地帯といわれながら川から畑に水

を引いているのを見たことがない、川の水は地下

に浸透し畑を潤してはいるのでしょうが、耕地は

川を必要としないように見える、時に洪水をもた

らすだけで普段は掘り下げられた底の流れは、人

の憩う所では無いかも知れない。嫌われているか

も知れない。 
           そんな川なら、親水などと人間本意の考え方を

ややめ、川のなすがままにしておけば、川は自分

のの潤す領地に木を育て鳥を飼い、自分の抉る深

みみに魚を住わせるだろう、せせらぎを作るも壊

すすも川自身の再生作業として放置しよう。人と

と川は領地のせめぎ合いをするだろうが、人が強

強く押せば必ず押し返される。 
 嘗て雑木林を作り、蛇行していたであろう川を

直し領分を分け合った時代があったでしょう。緑

の回廊が平穏を象徴するような地域であってほ

しい。   ふとした言葉から 
        一会員の夢想です（中田） 

 

マスタープラン（堀兼地区）  黄梁夢（不老川の夢）
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樹の名札づけ作業＆お花見 4 月 5 日木）晴れ 

                 15名参加  
 春爛漫の不老川を西武新宿線入曽駅近くの鉄橋か

らとしとらず公園まで、名札づけをした。 

不老川の中で一番樹木が多

く、景観も良く、散歩コースにも

最適な場所、約 80 本の樹木が

あり、関口さんに樹の名前を教

わりながらつけて歩いた。 

満開のソメイヨシノ、濃い桃色

のハナモモ、みずみずしい緑の

濃淡、見事な色のハーモニー

でした。工事中の所で、伐りとられた桜があった。何と

か残せなかったのかしら。残念、無念。 

としとらず公園では、小学生の男の子4人が網で魚

捕りをしていた。得意そうに獲物を見せてくれた。 

花にみとれて作業が捗らず、残りは次回へ。 

 
 

  
さる 6月 9日大森調節池の南側にあるハンノキ 
林の下草刈をした。手鎌でフェンスに絡まったヤブ 
ガラシやカナムグラを切る人と刈払機で刈る人の二 
手に別れて９時３０分から作業を始めた。 
木が大きくなったので、林の中は草が少なかったが、

周りは 1ｍ程のネズミムギやオギが刈払機の刃に絡 
まって作業が進まず、13時過ぎまでかかって、全 
体の 80％が終わった。昨年よりは半月早い刈り取 
りとなったので、オギの草丈は１ｍ程度でやり安か 
ったが、参加者が８名と少なかった事もあって途中 
で止めざるを得なかった。残りは 20日に行う予定 
である。 
 アキカン等のゴミは少なかったが、タイヤ等の粗 
大ゴミが依然として多いのは、どういう事だろう。 
 ウグイスの声を聞きながら、のんびりとした作業と 
はいかなかったが、久しぶりに良い汗 
をかいた。ミドリシジミはまだ来て 
いないようだ。（相馬） 
 
 
 
 
 
樹の名札づけ作業 5 月３日(木)晴 ９名参加 
今回は残りの名札づけを行い完了。川を泳ぐアオ

ダイショウ発見。体をくねくねしながら泳ぐ姿に「あ～

ヘビだな～」となぜか納得。 

「菜の花が見事ね」とみていたら、カ

ラスムギ対策にカラシナの種を蒔い

たと農家の人が話してくれた。 

アレチウリ退治の作業  

 ６月７日  晴  ６名参加 

 アレチウリは土手を覆いつくす勢い

ではびこるので、まだ小さい今のうち

に退治することにした。これからもアレ

チウリと根くらべになりそうな予感。 

コイにパンをやっていた人を見かけた、気持ちはわか

るが、生態系が乱れるのではないか心配になった。 

（米倉） 

   

 
今年も草が勢いを増す季節を迎えました。五月に

は、草刈機で南側の道路沿いの草を刈りました。 
一方で、林の中では枯れ木が目立ちます。毎月の

作業日には必ず何本かを伐採し、枝を払って整理を 
している状況です。 
 この林には、２００５年に４４種類の木が確認されて

いますが、木々の多くは全体に日の光を求めて背伸

びをしているような状態で、現在行っている下草刈

や、笹刈りの手入れだけでは、陽を求める競争に負

けて姿を消す木が増え、種類の数が減ってしまうので

はないかと気がかりではあります。それでも木々が親

しいものになるようにと、6 月に、散策路に沿って木の
名札付けをしました。 
名札が多いと林の風情を壊すことになるので、一

種類に一枚の名札をつけることにしました。低木につ

いては後日小さい札を下げる予定です。 
木の名前を知ることで近所に住む人々がこの林に

関心や親近感を抱き、子どもたちは遊びの場としてこ

の林を楽しむようになることを期待しています。（村手） 

コ ナ ラ



 

 

平成１９年度の主な活動方針 
平成１９年度は当会発足以来 10 年目に当たる。不老川の改修工事は、今年度から狭山工区、西武新宿線

入曽橋梁下へと進んでくるが、昨年度の反省を踏まえて早めの行動を起こすと共に、対策のためにもマスタープラ

ンの作成を行なう必要がある。節目の年を迎え不老川流域川づくり市民の会の更なる発展の年としたい。 

主な活動項目 

□ 行政との取り組み（河川改修、汚水対策） 

□ 植生、魚類、水質等の調査 

□ 大森調節池の活動 

□ 山王塚緑地管理活動（手入れ毎月第３木曜日） 

□ 出前講座と環境学習への対応 

□ 荒川クリーンエイドと芋ほり 

 

□ きらりボードの活用 

□ 会報 川のささやき 年 4 回 各 1000 部発行 

□ ホームページとデータベースの充実 

□ 他団体と交流（新河岸川流域川づくり連絡会他） 

□ 学習会 講演会 

□ 不老川のマスタープランの作成と資料収集 

  
  

川づくりに参加しませんか 
  
定例会：毎月第３土曜日 13:30～ 

年会費： １ ， ０ ０ ０ 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：小黒０４－２９２３－８９４６ 

川越市：高木０４９２－４９－９８２８ 

鳥になろう 魚になろう!  

大大森森のの池池ままつつりり  
第８回 8 月 26 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 飲み物、 弁当、濡れてもいい服

装、くつで 

イベント ボート、カヌー乗り、魚・ザリガニとり 

     虫とり、水鉄砲づくり、ほか 

出店ジュースほか 

 

共 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 

     大森調節池の自然を守る会 

 

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 

協力団体 狭山市環境ネットワーク 

問い合わせ 相馬（04-2965-1741） 

 

 

流 域 情 報
 
 
 

入曽散策 パート２         5 月 8 日 

 狭山市入間地区まちづくり推進会議の「マップ 作

成の会」で昨年狭山市入曽・水野周辺のマップを

つくった。１０月にひきつづき、マップ片手に今回

は水野新田・水野の森・狭山茶所と緑の中を約３

時間歩いた。参加者４０名。 

 

新河岸川流域水質一斉調査  6 月 3 日 

第 19 回「身近な川の一斉調査」が実施された。 

快晴と人員に恵まれ、調査は順調に進み、昨年

同様、約 20 地点で測定をした。 

緯度・経度から気温・水温・川幅・流れ幅・中央水

深・透視度と現地で測定したあとで、所沢市立北

高校に赴き、ＣＯＤ・ｐＨ等のパックテストを行なっ

た。まるで不老川が定期検診を受けているような

感じだった。 

 

多自然川づくりフォーラム    6 月 30 日 

 新しい「多自然川づくり」として、これまでの柳瀬

川・不老川・砂川の川づくりを振り返り、それぞれ

の川が抱える課題を解決していくため、これからの

川づくりについて学んでいくフォーラムを行った。

午前は現地見学をした。当会は堀兼地区を歩き 
観察した。午後は所沢市民文化センターミユーズ 
に於いて、講演と事例報告・各河川の学習会があ

った。 
 

流 域 情 報


