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話題はなに？
議論百出
楽しそう！
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今日はどちらに？
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Ⅸ としとらず公園

西武新宿線入曽駅近くの入曽橋から、不老川の堤防
に入る。左岸側を下流に向かって歩いて行くと、おお
よそ 2 キロ先に山王中とあずまやが見えて来る。

秋になってしまった魚類調査
としとらず公園アクセス図
ギンブナ（コイ目）

としとらず公園だ。川面が深い狭山市域の不老川で、
唯一水際まで降りられる場所だ。
近年水がきれいになり、魚たちも戻り始めて、それ
を追う水鳥も増えてきた。そして川辺の変化に呼応す
るように、川道を歩く人も増えてきたようだ。

フナと言えばこの魚で、普通に全川で見られ

この季節でも晴れて風のない日には、としとらず公園

たが、１９８３年不老川の汚れがピークの頃、

に人が集う。将棋を指している人たち。楽しげな話題

全くいなくなった。ようやく９５年に大森調節

で盛り上がっている人たち。子どもと一緒に水辺を覗

池の排水溝付近で確認されてから、この下流に

くお父さん・・

は棲むようになったが、９９年には池の水が涸

メンバーは日によって変わるけど、みんないい顔をし

れ、約 1,000 匹が死滅したとの記録がある。

ているなあ。
流れやせせらぎの音が私たちにくれる恩恵だ。

この時一部は救出し、のちに放流した。
尚このフナは殆どがメスだけと言われている。

来てね!

10 月 19 日

秋になってしまった魚類調査

今年の魚類調査は、１０月に入って行

毎月第 1 水曜日は 定例川歩きの日です
朝 9 時半出発

としとらず公園

いました。夏は雨の日が続き水量が多す

狭山市入曽地区を歩いています

ぎて、まだ水に入れる頃は秋の学校行事

「こんにちは お散歩ですか。」

が続き、こどもたちと魚とりを楽しむこ

川道を歩いている人に声をかけました。

とができせんでした。

「そう、いつもね。」「違うの。目的地は別だけど、回り道し

当日は秋の暖かな日和に恵まれ、黒目川

てるのよ」いろいろなカップルやグループが、三々五々歩いて

の佐藤さんの協力を得て実施することが

行きます。川の風景を楽しんでいるようです。

できました。

としとらず公園では、ご近所の気の合う仲間が集まって談笑
していました。しょっちゅう来ているそうです。
ふるさとの川や魚の釣り方、不老川のいまむかし。
最近の水枯れでは、公園前でアユやオイカワが沢山死んでい
たとか。アユはいつの間に遡上してきたのだろう。

カワセミが飛び交う不老川。
空を見上げれば

「毎日あの木に止まって、川を見てるんだよ」

川に沿って下流から上流へ

と散歩のお年寄りが教えてくれました。

鳥たちが飛んで行きます。

「こんなにきれいになって、鳥や魚が見られ

シラサギ、アオサギ、カワウ

て、うれしいねえ」素敵な笑顔でした。

上流に餌探しかな？

＊当日の記録
気温 23℃

10 月初めにおきた瀬切れで、魚の大

水温 15℃

透視度 107 ㎝

水質 COD６㎎Ｏ/Ｌ

オイカワ

13 体長最大 135 ㍉

ギンブナ
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量死があったせいか、大きな魚はあまり
見かけませんでした。代わって、アオダ
イショウのこどもが網に入りました。
草むらにがさがさ網を入れると、ヌカエ
ビが沢山姿を見せました。
調査を始める頃にやってきた男の子二
人とお父さんが、半日飽きずに遊んでい
きました。
「こどもたちが興味を持ってし
まったんで、つき合っているんですよ」
というお父さん。
調査をする度、素敵な情景に出合います。

アオサギ

としとらず公園アクセス図
堤防内の小枝を切り払っている男性がいました。
増水した時に、流れが滞らないか心配だからね。
実はこのヒムロも切ったとの事。

不老川ニュースと解説
★お魚大量死事件

（10 月 5 日）

狭山市域から下流に大規模な瀬切れが起き、魚

近所の人が昔、幼木を庭と土手に植えて、庭はとっくに

が大量に死んだ。原因は下水処理施設の工事によ

切ったのに、土手のものはほっとかれたものだからと。

る、入間基地下から放出している還流水の停止。
★ポンプアップ豆知識

アラアラ 好きに植えるなんて。
土手は公有地、みんなのものなのにね。

水源の少ない不老川のために、川越市の下水を
浄化して、狭山市南入曽まで 12.5 ㎞をポンプで圧

蛇足ですがタヌキに出会った人がいます。

送し、放流している。
BOD2.7mg/L （平成 24 年度平均）

場所は入間基地の南がわ、南入曽の入曽用水

水質

（こかわ）です。

還流量 22,000 ㎥/日

普段の移動は、水の少ないこかわを利用し
ているようです。

（26 年 5 月撮影）

同上

＊ 事業費 1.7 億円/年 内ポンプ電気代８千万円/年
＊但し、この水量は関越道あたりまでに地下に落ち、
ゼロとなる。その間約８キロ （埼玉県調査）

山王塚だより

１２月の定例作業日には、散策路そばの枯れてしま

冬の作業

ったクリの木を二本切りました。
チェーンソーを使うような伐採は冬の間に行います。
大きく伸びた木を倒すには準備に時間がかかります。
切る木の幹の高いところにロープを巻き付け、そのロ
ープを、倒したい方角にある木につけた輪を通してか
ら、直角の方向に２，３人で引っ張ります。倒れはじ
めたら逆方向に逃げる。倒れると木は以外と大きいも
のです。
倒した後は運べる長さに切って、散策路に沿って杭の
内側に並べました。昨年並べた木は分解されてぐずぐ
ずに崩れます。そうして土に帰っていくのです。
「それにどうやら在来種と外来種は
共生しようとしているみたい」

熊谷みちよさん

アレチウリが法面を覆っても、キツネ

不老川のほとりで暮らして 30 年、
川辺の変遷を見つめてきました。

ノカミソリは数を減らしてはいない。
そんな不老川の自然から、沢山の喜

土手に咲くヤブカンゾウやキツネノ

びと幸せをいただいたお礼に何かお

カミソリ、昔膝丈まであったハルジオ

返しをしたい、と外来種の駆除をして

ンの群落、いまはアレチウリが全盛で

います。

す。「でもね。繁殖力の強いものは、

弱いものにそっと手助けをする

やがて滅びるのよ」

あくまで自然の循環により沿った姿

長年の観察からそう断言しました。

勢が素敵です。

市民の会
活動報告＆活動案内

流域情報
★環境まちづくりを語る＆学ぶ

☆西武新宿線鉄橋下流の草刈り

12／12（金）

主催 狭山市環境課、社会教育課、中央公民館

11 月 20 日午前、21 日午前、24 日午前の 3 回に

NPO 法人さやま環境市民ネットワーク

分けて、右岸河畔林の下草を刈りました。林に隣接

＊全体会で当会の活動報告を行い、川分科会

する新しくできた住宅では、川に向かって戸口を開

に参加、川づくりの課題について語った

くお宅も出てきました。不老川と河畔の情景を楽し

★川でつながる発表会 １２／１４（日）所沢

めるといいですね。

主催 新河岸川流域川づくり連絡会
★川の再生交流会

★川歩きクラブ
毎月第１水曜日 9 時半 入曽公民館
狭山市入曽地区を定期的に歩いています

於

２／８（日）10:30～16:00

さいたま市民会館うらわホール
午前 全体会 川の再生取り組みの発表
午後 7 分科会に分かれ交流・討議

＊昨年は 530 名 140 団体が参加

★山王塚の森手入れ
毎月第 3 水曜日 10 時～

主催 埼玉県 埼玉県河川環境団体連絡協議会

ゴミ拾い、笹刈りなど
問合せ：村手

会員募集中

問合わせ 埼玉県環境部水環境課川の国応援団

04-2957-3425
年会費：1000 円

℡０４８－８３０－３０８８
定例会：毎月第 3 土曜日 13：30～
問合わせ：丸橋 04-2959-3831

