
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
落葉つる性木本 5-6 月に淡緑色の
花をつける。 落葉の時期に目立つ実
は、赤と黄色い果皮のコントラストが
美しい。 生け花の材料やクリスマス
リースに使われ、人気が高い。 
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谷川から大森へ 

幸せな風景です 
 

 Vol. 

62 

ツルウメモドキ（ニシキギ科）

 

不老川だより 

contents 

シリーズ   
来て！見て！不老川 Ⅲ   上流の道 

国道 463号を越え、上流に向かって歩いて行く。 

上藤沢中学校のあたりから水面はどんどん近付き、 

川幅も狭まってくる。両岸の景色は茶畑と屋敷林 

を抱えた農家、所どころに雑木林が見える。 

両岸の土手は草で覆われ、谷川を過ぎたあたりは 

水際まで植生がひろがって、やさしい風情だ。 

春、草花の咲く頃にここを歩いてみよう。土手の

上はカラシナやニリンソウが咲き、タケノコまで場 

違いに顔を出している。 

秋口になるとあちこちでヒガンバナが赤い弧を

描き、晩秋は落葉を踏んで歩く喜びを味わえる。 

思い出すだろうか。私たちが昔どこかに置き忘れて

しまった風景が、ここにまだ残っている。 

 

 

 

特集 河畔林上流編 
     不老川上流しらべ隊    

       －クコ飯レシピ付き－ 

     山王塚だより「森のなかへ」 

        カワセミ発見  

     不老川上流マップ 
       
 

http://furougawa.mods.jp/�


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                             
 
 
                                                                 
 
 

    
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・入間市景観 50 選 不老川堤と曼珠沙華    ・オニグルミ 明ノ沢橋上流   大橋下流 入間市下藤沢 ・入曽橋下流 狭山市南入曽 

マガモ 

カワセミ発見 コサギ 

・新宿線下流 狭山市南入曽 

クコ 

 
       

            
                            

 
 
                              

 
 
 

                    

                      
 
 
 
 
             
             
 
 
 
 
 
 
                   
 

特集 河畔林 上流編   
〈不老川上流ってどんなとこ？〉 

11月 25日 A.M9:oo 不老川上流しらべ隊は狭山市入曽 

公民館を出発した。隊員は 6才から 77才の老若男女 

10名、目指すは入間市大森調節池 約５キロの道程だ。  

クコ飯の作り方 
 

 クコ新芽 ざる山盛り１～２ 
＊クコは桜が咲く前に採取する 
   （アブラムシがつく前） 
＊良く洗って湯がき、半日程水に 
 さらし固く絞る 米粒位に刻む 
＊フライパンにサラダ油をひき、

炒める。味付けはみりん、つゆ

の元を同量で適宜 
＊米 2 カップ（もち米ひとつかみ） 
に炒めたクコをつゆごと混ぜる 

 およそコーヒーカップに半分位 
  余ったら冷凍できます 
＊普通の水加減で炊き上げる 
 

生活クラブ生協組合員の皆さんの  
はじめての不老川見学記 

                             

 

 

 
 
 
 
 

自衛隊入間基地を過ぎたあたりの水際に、

クコが沢山茂っていました。つやつやと 
赤く熟れた実。クコ酒にしたら？葉も食 
べられるの？クコ談義が始まります。 

魚がいない！魚がいない！と 
つぶやくＳさん。藤沢橋まで来て 
やっと見つけたのは大きなカメ

2 匹とコイの群れでした。  
 

 新藤沢橋をすぎると川は水面が近く

透明感を増して本当にきれいです。 
「この水草はなに？」「ミズハコベ」・・ 
周囲が茶畑で人が少ないせいか、川の

中に固形ゴミも見当たりません。 
「川は１番低い場所だから、まわりの 
ゴミも雨風で入るんだね」納得！ 

 

 

ダイサギやアオサギが空を舞う下で、 
美味しいおにぎりを食べました。 

   皆さん、おつかれさま！ 

 

「不老川の自然に親しもう！」という企画を経て実 
行しました。入間市内には入間川、霞川、不老川と 3 
本の川が流れていますが、昔と違って、私たちの生 
活に身近なものでなくなっています。 
でも私たち生活クラブ生協では環境を守り、“安心 
で安全なものを自分たちの手で“という活動をして 
いるので、「地元の自然を見て感じてみよう」と計画

しました。そこで専門家である入間市環境アドバイ

ザーの相馬和彦さんに案内をお願いして歩きまし

た。   
 
      
 

そして、周辺に生息している植物は日本古来のも

のや外来種があり、一つひとつ「これは何？」、「こ

れはクコの実」、「みずそば」などと子どもがおと

なに聞くような対話をしながら大森の池を目指し

て歩きました。 

スタート前に不老川の歴史や大森の池との関係、洪

水対策や護岸工事等のお話を受け、歩き始めまし

た。昔は川だったところが暗渠となり、川が流れて

いたことなど気づかないところが沢山あります。ま

た、護岸工事の流行みたいなものがあり、形式が違

って面白いです。 
 

大森の池では池にいるザリガニと対面、りっぱ 
なガマの穂、シマエビ？と入間市には人間だけじ

ゃない生物もたくさん生きていることを実感しま

した。 
                 
生活クラブ生協入間支部      

藤の台地区 
山増 智子 

 

（大森調節池） 

 
谷川から大森への道は、足裏で感

じる落葉がサクサクと心地良い感

触です。「アスファルト道路じゃ味

わえないよね」 
目指す調節池はもうすぐです。 

（明ノ沢橋上流オニグルミの木） 
 
 

10 月 16 日 生活クラブ生活協同組合入間支部 
小谷田＆藤の台地区の皆さんが不老川の見学会 
を開きました。 
参加者は講師 2 名を含む 21 名 
講師は当会の相馬和彦さんと自然観察指導員の 
小見寺公一さんが務めました。 
以下は参加者の一人 山増智子さんからお寄せ 
いただいた感想です。 

ヒガンバナ 

 

不老川と林川の合流地点 
 

所沢西部清掃事業所付近 



 
 
 
 
 
             

 
 
 
  ツルウメモドキのお馬さんだよ 

 
狭山市立山王小学校ＰＴＡから依頼があり、権

田さんとふたりで講師を務めました。１５名の参

加者に映像を使って地域の歴史や自然環境の説明            
                             

をしたあと、小学校に隣接する山王塚の森を案内 
しました。 

皆さんは、久しぶりに森に入ったことを喜び、

森の四季を味わいたいといってくれました。 
この森の象徴であるツルウメモドキに生命力を感

じ、木の一つ一つに名前があることに今更ながら

気づきました。また、カメムシの母親がしっかり

と卵を守る姿になにかを感じたようです。 
 
参加者の感想文から一部をご紹介します。 

「ただの林だと思っていましたが、いろいろな種

類の木や植物があり，気持ち悪いと思っていたキ

ノコや虫も生態系の中での役割があるんだとわか

りました。学校のそばの身近なところにこのよう

な林があり、小学生の学習にもとてもよいと感じ

ました。引越してきて一年少しなので、地域の地

形などもわかりおもしろかったです！」  村手                  

                             
 

〈大森調節池の自然を守る会〉 
 緑にかこまれ多くの生き物たちを育む大森調節池 
その一角のハンノキ林を管理しています。７年前に結成 
され、入間市と管理契約を結び、年２回常時 10 名位で 
下草刈りや池の掃除をしてきました。大森の池まつりで 
は実行委員として大活躍の皆さんです。           

                   
  

 

日時  ２月１０日（日）雨天中止 

 集合  狭山市山王小学校工作室 

     午前 10 時 

      （事前申し込みが必要です） 

 

       ☆ 椎茸のコマ打ち                                        
  

  日時  ３月２４日（日）雨天中止 

   集合  狭山市山王塚市民緑地  

     午前 10 時             
持ち物  かなづち、軍手       

    （事前申し込みが必要です）   

                
                        

 ★川歩きクラブ  毎月第１木曜日 
        狭山市入曽地区を定期的に 
        歩いています。        
★山王塚の森手入れ 毎月第３水曜日 10 時～                       

                        
以上  問い合わせ 村手 04-2957-3425  

川仲間バンザイ！  

 

 

山王塚だより   森のなかへ                   
10 月 3 日（山王小家庭教育学級に参加して） 
        

11 月 3 日 ハンノキ林の下草刈り 

会員募集中   

 

  ■第８回川でつながる発表会 
こどもからおとなまで世代を超えた交流の場 

日時  ２月１０日（日）11：00～16：00 

会場  練馬区立大泉南小学校 

内容  午前：現地見学会 

     午後：発表会・交流会（小学生～一般人） 

主催  新河岸川流域川づくり連絡会 
        問い合わせ 相馬 04-2965-1741 

 

★ 講座「入間川の再生と街づくりを考える」 
日時  1 月２６日（土）13：30～15：30 

会場  狭山市中央公民館第 2ホール 

講師  皆川健治氏（さやま環境市民ネット理事） 

 主催  狭山市教育委員会 ℡04－2953-1111  

 

★ 講座「私達の生活と不老川のかかわり」 
日時  ２月９日（土）14：00～15：00 

会場  入間市藤の台公民館 

講師  相馬和彦氏（入間市環境アドバイザー） 

主催  入間市教育委員会 ℡04－2964-1111 

     

おさそい ☆鳥の巣箱かけ 

                  年会費：1000 円   定例会：毎月第 3 土曜日 13：30～ 
                             問い合わせ：相馬 04-2965-1741 
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