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シリーズ   

来て！見て！不老川 Ⅺ 堀兼・上赤坂の森  堀兼地区を流れる不老川の左右に広がる畑地は、 江戸時代の初期に新田開発されたもので、畑の北 の方には屋敷地・屋敷林、南の方には同時に人の 手によって開発された雑木林（75ha）が広がって います。 その雑木林を、堀兼・上赤坂の森と呼んでいます。 一昨年 3月には堀兼・上赤坂の森を突き抜ける 道路「東京狭山線」が開通されました。 道路の東側には堀兼・上赤坂公園があり、そのま た東側には「さいたま緑のトラスト保全第 9号地」 （愛称；緑のトラスト狭山）があり、近隣のボラン ティアスタッフの手によって守られています。 緑のトラスト狭山は市民の熱意により、2007年 に埼玉県と狭山市が資金を出して、約 6haが取得 されたもので、悠久の森として貴重な緑です。 川の近くにあるこのような森は、不老川にとって 貴重な水の供給源となっています。 
 

ドジョウドジョウドジョウドジョウ（コイ目） 

 

 

平野部の水田や湿地に全国的に生息している。特長的なひげは味らいを持ち、エサ探しに使われる。「ウナギ一匹、ドジョウ一匹」と言われるほど栄養価は高く、泥鰌、どぜう等の呼称で、昔は食材として珍重された。 埼玉県の調査記録によると、大森調節池では 1999 年に初めて底の砂利の中から発見され、その後見られるようになった。水枯れの時でも泥の中で生き延びたものと見られる。 
    

特集 地下水をさがして 

 

不老川方面から見た 堀兼・上赤坂の森 

身近な川の一斉調査 

夏のイベント案内 

看板を建て替えました！ 



 量については、河川沿いの地下水位と河床の高さが重要です。地下水位が河床より高いときは湧水があり、低いときは瀬切れです。 不老川の流域は都市化がそれほど進んでいなくて、地表面からの雨水浸透量はそれなりにあると思います。        は自然の状態でも瀬切れがある川であり、それを人工的に水を流して瀬切れをなくす必要はないと思います。  川改修においては、改修工事の前に河川沿いに小さな観測井戸を掘って地下水位を測定し、地下水位が河床より高いときは、護岸に水抜きを設けて、不圧地下水が河川に湧出するのを阻害しないようにすることが肝要です。  河床を固めてしまって不透水化するようになると問題です。河床から地下水がしみ出ることができるようにしなければなりません。 大きな岩で河床を固めてしまうようなことはよくありません。 

                   
看板看板看板看板をををを建建建建てててて替替替替えましたえましたえましたえました！！！！                                                     5555 月月月月 14141414 日日日日 

 狭山市北入曽の不老川左岸にキツネノカミソリの群生地キツネノカミソリの群生地キツネノカミソリの群生地キツネノカミソリの群生地があります。８月中旬頃になると、斜面からすっと伸びた濃緑の茎と赤黄色のユリ状の花が沢山見られます。 この花は埼玉県では準絶滅危惧種に指定され、不老川での自 生地はここだけになりました。 
   1998年、大雨による改修工事の予定を知り、私たちは県に保護をお願いし、球根を会員の畑に一時避難させました。 ２年後に現地に再移植して表示看板を建てたけれど、それから 14年経過して老朽化が目立ってきました。 今回の看板は、自分たちで文字を書き建て た力作です。 川岸を散歩する時は、見てくださいね。  キツネノカミソリは現在、近隣の方の手で 大切に保護されています。 うれしいですね。         

  

 

 

 

市民の会は上流から ＊としとらず橋 ＊中原橋 ＊入曽橋 ＊石橋 の４地点を調査しました。                              
調査項目は水温、透視度                 気温（現地で） その場で水を採取して 調査会場に持って行き、会場で COD（水の汚れの指標）や DO（電気伝導度）を調べます。  

会場の所沢北高化学室には化学部の生徒たちが おおぜい手伝いに来て いました。 前々日の雨のせいか、 水質は思ったより きれいでした。 結果は後日発表されます。 所沢北高校化学室所沢北高校化学室所沢北高校化学室所沢北高校化学室    中原橋下中原橋下中原橋下中原橋下    

親睦を兼ねて、長野県の入笠山に行きました。 ２０人乗りのバスは、会員と支援の友人たちで満席です。 山頂は３６０度の展望、中腹で眼前に広がる八ヶ岳連峰に感激もひとしおです。 

入笠山入笠山入笠山入笠山バスツアーバスツアーバスツアーバスツアー

八ヶ岳から裾野にのびる 幾すじもの緑の線を見て あ、川があるね！あ、川があるね！あ、川があるね！あ、川があるね！ さすが川仲間 青空と緑を吹き抜ける風が さわやかな一日でした。 

水水水水    

河河河河    

不老川不老川不老川不老川    

またまたまたまた    

特集・特集・特集・特集・地下水をさがして地下水をさがして地下水をさがして地下水をさがして    

 

新河岸川流域の川に関心を持つ個人や団体が、一年に一度身近な川の水環境を調査し、活動に活かしてきました。約５０団体が参加してきました。  

    

☆守田先生のコメント☆☆守田先生のコメント☆☆守田先生のコメント☆☆守田先生のコメント☆    不老川の瀬切れと地下水 
新河岸川合流点 

 

 

５月は例になく雨の少ない月でした。不老川はあちこちでひんぱんに瀬切れとなり、水が淀んで藻が発生し、川底も見えない川になりました。 水源の少なさは、今や不老川にとって最大の問題となってきています。 石橋から川を覗く このあたりの地下水位は比較的高そうです。 守田先生は武蔵野台地の地下水を研究しています。先生の目に不老川はどのように映ったのでしょうか。瀬切れの処方箋は？ 
芝浦工業大学副学長の守田優先生と、みずとみどり研究会の事務局佐山さんをご案内して、狭山市境から川越最下流まで瀬切れ状況を視察しました。 まず初めに、石橋周辺から。  

 

 

久保川との合流点です。 この周辺から下流の河床は、ほぼ石の道化しています。 「久しぶりにダイナミックな瀬切れを見ました。」         ５月１７日の新河岸川との合流点です。どうやらこのあたりからまた、水がしみ出してきているようです。 最後に七曲の井を見て散会 後日先生から丁寧なコメントコメントコメントコメントをいただきました。 

５月２８日 

6666 月月月月 1111 日日日日    

 としとらず公園としとらず公園としとらず公園としとらず公園    
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★川歩きクラブ                  ★山王塚の森手入れ 毎月第 3水曜日 10時～ 

 毎月第１金曜日 ９時半 入曽公民館               ゴミ拾い、笹刈りなど                        

狭山市入曽地区を定期的に歩いています。             問合わせ：村手 04-2957-3425                          

 

                                 

                                  

環境にやさしいライフスタイル講座 

  

   講師：皆川健治（NPO 法人 さやま環境市民ネットワーク理事） 

   日時：７月１４日（火） １０：００～１２：００ 

   会場：入曽公民館 

      

 

            

 

  

大森の池まつり「鳥になろう、魚になろう」 

  ８月９日（日） 10：00～14：00 

  入間市宮寺  大森調節池 

  参加費 大人２００円 小学生以下無料 

魚取りやカヌーで、夏の一日水辺で 

遊びましよう。水鉄砲、ジャンボシャボン玉、 

かき氷、ジュース、すいかや野菜もあるよ！ 

 

魚類調査 「不老川の魚を調べよう」 

  ７月 18日（土） 9：30～11：00  

  不老川としとらず公園 

川に入れる服装と靴で（サンダルは危ない） 

網のある人は持ってきて下さい。水筒を忘れずに！ 

 

 

 

会員募集中 

 

年会費：1000円 

流域情報 

★春の川歩き 

  ５月１７日（日）久保川との合流点から 

  新河岸川の合流点まで、車で移動しながら 

  ポイントを見てきました。渇水時の魚の避難

場所として作られた魚だめの見学が目的の一

つでした。これから夏の渇水期に有効である

ことを願います。 

                

 ★川越市境近く、石橋のたもとにある産業廃棄

物の処理業者「共信 

産業」が撤退する事 

になりました。 

不老川の景観が今後、 

どのように変わって 

行くか楽しみです。 

 

  

 

山王塚だより 

木々は芽を出したところで成長し

ますが、花も毎年だいたい同じ所に顔

を出します。しかし、まわりの木が切

られて陽を浴びたり、日差しが遮られ

たりと条件が変われば草花は大きく

影響を受けることになります。 

今年はギンランを見かけませんでし

たが、思いがけないところにオカトラ 

 

ノオを３本見つけました。消えてしま

ったと思っていたフタリシズカも顔

を見せてくれました。 

じっと地中で待っていて、時がきて

顔を出した、そんな感じです。固有の

植生を保つために雑木林の適正な管

理が求められます。ここ何年か、真っ

赤なノカンゾウの花に会えないのが

残念です。       （村手記） 

花の住所は？ 

入曽地区を流れる不老川は、水質も向上し、川

辺の桜をはじめ、様々な花が季節の変化を楽し

ませてくれます。一方、市街化が進んだ流域で

は集中豪雨による浸水も懸念され、下流部から 

川幅を拡げる工事が進められています。 

今後入曽地区の不老川も拡幅工事により風景

が大きく変わることが予測されます。入曽地区

を流れる不老川の魅力と課題をご一緒に考えて

いきましょう。 

ノカンゾウ 
・あなたに会いたい！ 

定例会：毎月第１水曜日 9：30～ 

問合わせ：丸橋 04-2959-3831 
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親睦を兼ねて、長野県の入笠山に行きました。 ２０人乗りのバスは、会員と支援の友人たちで満席です。 山頂は３６０度の展望、中腹で眼前に広がる八ヶ岳連峰に感激もひとしおです。 

入笠山入笠山入笠山入笠山バスツアーバスツアーバスツアーバスツアー

八ヶ岳から裾野にのびる 幾すじもの緑の線を見て あ、川があるね！あ、川があるね！あ、川があるね！あ、川があるね！ さすが川仲間 青空と緑を吹き抜ける風が さわやかな一日でした。 
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新河岸川流域の川に関心を持つ個人や団体が、一年に一度身近な川の水環境を調査し、活動に活かしてきました。約５０団体が参加してきました。  

    

☆守田先生のコメント☆☆守田先生のコメント☆☆守田先生のコメント☆☆守田先生のコメント☆    不老川の瀬切れと地下水 
新河岸川合流点 

 

 

５月は例になく雨の少ない月でした。不老川はあちこちでひんぱんに瀬切れとなり、水が淀んで藻が発生し、川底も見えない川になりました。 水源の少なさは、今や不老川にとって最大の問題となってきています。 石橋から川を覗く このあたりの地下水位は比較的高そうです。 守田先生は武蔵野台地の地下水を研究しています。先生の目に不老川はどのように映ったのでしょうか。瀬切れの処方箋は？ 
芝浦工業大学副学長の守田優先生と、みずとみどり研究会の事務局佐山さんをご案内して、狭山市境から川越最下流まで瀬切れ状況を視察しました。 まず初めに、石橋周辺から。  

 

 

久保川との合流点です。 この周辺から下流の河床は、ほぼ石の道化しています。 「久しぶりにダイナミックな瀬切れを見ました。」         ５月１７日の新河岸川との合流点です。どうやらこのあたりからまた、水がしみ出してきているようです。 最後に七曲の井を見て散会 後日先生から丁寧なコメントコメントコメントコメントをいただきました。 

５月２８日 

6666 月月月月 1111 日日日日    

 としとらず公園としとらず公園としとらず公園としとらず公園    
 



 量については、河川沿いの地下水位と河床の高さが重要です。地下水位が河床より高いときは湧水があり、低いときは瀬切れです。 不老川の流域は都市化がそれほど進んでいなくて、地表面からの雨水浸透量はそれなりにあると思います。        は自然の状態でも瀬切れがある川であり、それを人工的に水を流して瀬切れをなくす必要はないと思います。  川改修においては、改修工事の前に河川沿いに小さな観測井戸を掘って地下水位を測定し、地下水位が河床より高いときは、護岸に水抜きを設けて、不圧地下水が河川に湧出するのを阻害しないようにすることが肝要です。  河床を固めてしまって不透水化するようになると問題です。河床から地下水がしみ出ることができるようにしなければなりません。 大きな岩で河床を固めてしまうようなことはよくありません。 

                   
看板看板看板看板をををを建建建建てててて替替替替えましたえましたえましたえました！！！！                                                     5555 月月月月 14141414 日日日日 

 狭山市北入曽の不老川左岸にキツネノカミソリの群生地キツネノカミソリの群生地キツネノカミソリの群生地キツネノカミソリの群生地があります。８月中旬頃になると、斜面からすっと伸びた濃緑の茎と赤黄色のユリ状の花が沢山見られます。 この花は埼玉県では準絶滅危惧種に指定され、不老川での自 生地はここだけになりました。 
   1998年、大雨による改修工事の予定を知り、私たちは県に保護をお願いし、球根を会員の畑に一時避難させました。 ２年後に現地に再移植して表示看板を建てたけれど、それから 14年経過して老朽化が目立ってきました。 今回の看板は、自分たちで文字を書き建て た力作です。 川岸を散歩する時は、見てくださいね。  キツネノカミソリは現在、近隣の方の手で 大切に保護されています。 うれしいですね。         

  

 

 

 

市民の会は上流から ＊としとらず橋 ＊中原橋 ＊入曽橋 ＊石橋 の４地点を調査しました。                              
調査項目は水温、透視度                 気温（現地で） その場で水を採取して 調査会場に持って行き、会場で COD（水の汚れの指標）や DO（電気伝導度）を調べます。  

会場の所沢北高化学室には化学部の生徒たちが おおぜい手伝いに来て いました。 前々日の雨のせいか、 水質は思ったより きれいでした。 結果は後日発表されます。 所沢北高校化学室所沢北高校化学室所沢北高校化学室所沢北高校化学室    中原橋下中原橋下中原橋下中原橋下    
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