不老川だより
201７ 年 １月15 日発行

vol.

78

不老川流域川づくり市民の会
代表：丸橋 かほる
℡：04-2959‐3831
http://furougawa.mods.jp/

写真の奥が南入曽子供広場
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17 生きていた小川

こ かわ

11 月の小川探訪に参加した折、今まで見たことがない

大森調節池生き物総合調査

冬のイベントあんない

場所に遭遇した。
一足遅れて歩いていた二人は、畑の中に朽ちかけた赤
い鳥居を見つけた。吸い寄せられるように近づくと、そ

ヌ カ エ ビ

の奥に光るところがあった。どうも国有地林内にある、
こ かわ

上流側から見た小川らしい。これは大発見と、その時は
思った。一行を追って急ぎ足で、取水口へと向かった。
取水口から下流の畑あたりまでは、カラカラに干上が
っていた。唯一この林内にだけ水があるということは、

ヌマエビ科ヌマエビ属

湧水があるのだと推測される。この水が供給源となっ

青森県から愛知県にかけての湖沼、河川の
上・中流域に生息する。一生を淡水で過ごし、
2cm ほどで成熟する小型のエビ。
外来エビとの競合によって生息地が減少して
いるが、狭山丘陵北麓の湿地周辺や不老川上流
域にかけて広く見られる。
埼玉県レッドデータブック 2008 では絶滅危惧
2 類に指定されている。類似種と比べて額角上
縁の鋸歯が殆ど目立たず、目が真横に飛び出す
ようについている。透明感のある体が印象的。

て、南入曽子供広場の暗渠を通り、狭山モータースクー
ル裏あたりのこかわを潤しているのではないか。などと
こ かわ

勝手に思いをめぐらし、小川が生きていたようでわくわ
くした。まだ埋め戻していない今、単なる遺構としてで
はなく、部分的にでもかつての入曽用水を、復元できる
ことを願わずにいられない。

12 月 15 日（木）

於：狭山市入曽公民館
9 月 15 日から月イチで始まった御

狩場小 5 年の校外学習も、今日で 3
こかわ（入曽用水）は水量の安定しない不老川にか

ととらえ、平成 14 年～15 年にかけて写真展「こかわ

回目になりました。初回は何をして

わって、狭山市入曽地区の生活用水を確保するために

を訪ねて」を持って、狭山市の全公民館を巡回し、大

いいかもわからず、林の中で蚊の多

造られた全長約２㎞の水路です。古文書等から開削は

きな反響を呼びました。

さに悲鳴を上げていた子も、不老川

キノコしらべ隊

でウロウロと歩き回っていた子

1500 年代後半と推定され、1960 年代ごろまで地域の

本年 11 月に再びこかわ写真展を行い、冊子「こか

集落を支えてきましたが、井戸掘り技術や水道の発達

わを訪ねて」の再刊、トークイベント「こかわの昔を

によって使われなくなり、人びとの記憶からも遠のい

聞く会」
、２回のこかわ探訪を催し、多くの方から関

て行きました。

心を寄せられました。この流れが一つの形になり花開

ノコ班に分かれ、すばやく目的に向かっていきました。

くことを、心から願います。

プランクトン班は橋の上からとった水で、水温と透視度を調べ

私たちはこかわを地域の歴史遺産＆乏水文化の中心

も、それぞれ自分たちのテーマが明確になってきたようです。
子どもたちは水・魚・プランクトン・川のごみ４班と森のキ

ます。魚班は１２月だと言うのに、タモ網を持って水の中に素

こかわの昔を聞く会

足で入って行きます。ゴミ班は水際のごみを集め、記録してい
きました。
3 ヵ月続けて観察した記録は 1 月

にクラスでまとめ、校内で発表会を
する予定です。
また昨年参加した新河岸川流域の
「川でつながる発表会」
（2 月 12 日 和光市）でも発表します。

川を知りたい

さて、どんなまとめになるのかな。とても楽しみです。

大森調節池の生き物総合調査

10 月 30 日（日）

主催 新河岸川水系水環境連絡会

当会は狭⼭市⼊曽公⺠館ホールで
を催し、六⼗五名の来場を頂きました

11 月 20 日
昔を聞く会」

トークイベント 「こかわの

・記憶にある生き物ではゲンゴロウ、ホタル,砂目ドジョウ、ミズスマシ、ハグロトンボ、

この地域で呼ばれる「こかわ」は、文献で「入曽用水」として現れ、川幅 1.8 メー
トル、深さ 30

センチで天正六年

(1578)には生活用水として使用されていた記録が

あります

前狭⼭市⻑ 前井⼾端園店主
童句振興会会⻑

お招きした「こかわ育ち」の仲川幸成さん(

,

)、町田武

⼀郎さん 元市議会議⻑
市⼊曽地区⾃治会連合会会⻑
曽⾔葉のアクセントは平調で第
リソではなくイリソ、また不⽼川もフロウガワではなくトシトラズが本来の呼称で⼟地の
(

)、広澤謙一さ(

)、関口武男さん(狭山

)と来聴者の かつてのこかわ体験談でした

・

1 音節にアクセントがこない、コカワではなくコカワ、

イ

人は気になるそうです。

ウドウと呼ぶところがあった。上流側 では流れに丸太の堰で、⼦供が⽔浴び
下流側 不⽼川への落ち⼝近く では流れにある段差で、この辺りまで

・

をしていた。

(七区)

(

)

は不⽼川からドジョウなどが登ってきていたそうです。
ギンヤンマなど。家々の裏にコカワの流れ、其の先に屋敷林
・三⼗センチ程の落差でしたがカワダン

調査時間

9：45～12：00

調査場所

大森調節池・不老川

調査参加者 流域各河川より 13 名

が有り夏も涼しかった

(川段?)を使って野菜を洗った。

子供が顔を洗ったり、飲んだりしたが、常用の飲水ではなかった
・今こゝで様々な記憶を呼び起したが、このままでは記憶は消えてしまう、コカワは入曽
の歴史です、記憶をとどめる方策しなければ。
このイベントの補完として

話しされた方々の思いでした

11月30日,12月6

⽇コカワウオーキングを⾏いました

新河岸川水系水環境連絡会は、流域の自然調査の一環として
大森調節池と隣接の不老川の生き物調査を実施した。午前中は
現地で生き物を採取し魚類等を同定、午後から近くの宮寺公民
館に場所を移し、主に植物を中心に同定作業をした。
この調査には当会から 5 名が参加、熱意のあまり池の中に落ち
るというハプニングまで経験、台風 11 号後の調査だったので、
いつもは見かけないコイが悠々泳いでいる姿が眼をひいた。
※大森調節池では
鳥類 15 昆虫 18 魚類 3 両生類１
植物 （沈水４ 湿生 10 陸生 41）
※不老川では
魚２ 昆虫他２ を確認した。
参加者は一様に今後の自然の変化と
調節池の生き物の由来に関心を持った。

植物の同定作業中

森と子どもたち
今の山王塚は、葉を落として、明るく静かな冬のたたずまいを見せて

います。
昨年は３月に椎茸の駒うち体験教室を開き、９月からは御狩場小学校の
子どもたちが月一回の野外学習に訪れ、晴れた日には山王保育所の子ども
たちが散策路を走り回り、森に子どもの元気な声が響く一年になりました。
９月の学習日に、あちこちに生えるキノコに興味を持った子どもたちは、

冬の宝石 ナガバジャノヒゲの実

季節を追ってキノコの観察を続けました。冬でも枯れ木の中に広がる白い
菌糸を見つけ持ち帰りました。森の様子の変化を感じ、珍しい木の実、色
鮮やかな草の実に出会い、オオタカが獲物の鳩の羽をむしり取った後を見
ることができました。
ナガバジャノヒゲの美しい瑠璃色の実に驚き、コマユミのかわいらしい赤
色を楽しむ様子を見るのは、サポート役の大人にとっても楽しい時間でした。

第 12 回「川でつながる発表会」
日

時 ：2017 年２月１２日(日)
午前 10 時 45 分～午後４時
（10 時半受付）
会 場 ：和光第３小学校体育館
（東武東上線和光駅南口徒歩５分）
主 催 ：新河岸川流域川づくり連絡会
新河岸川流域総合治水対策協議会
問合せ 丸橋 04-2959-3831
毎年川を中心に研究発表を通して、子供から大人まで
交流を楽しんでいます。
今年は不老川流域から狭山市御狩場小学校の子ども
たちが参加して、自分たちの町を２年かけて調べた成
果を発表します。また、川越市福原中学校 1 年の深見
美空さんが、不老川の水質研究を発表します。
応援に行きませんか。

椎茸コマうち体験教室
庭で椎茸栽培をしてみませんか？
日 時 ：３月１９日(祝) 10：00～12：00
場 所 ：山王小学校となり 山王林
参 加 費 ：３００円
小学３年生以下は保護者同伴
持ち物 ：軍手 木づち or 金づち（あれば）
申込み ：３月１０日（金）まで
問合せ 村手 04-2957-3425

オオタカの餌食になった鳩の羽

流域情報
★不老川の災害復旧工事
台風９号による水害で、入間市域 3 か所、
狭山市域で 9 カ所の護岸工事を行います。
期間はＨ28.12～29.3 まで
★川越・狭山市境にある石橋の架け替え
川越県土整備事務所では、不老川の洪水対
策として川幅を広げる工事を下流から行って
きました。これから石橋付近の工事に入りま
す。川幅拡張による橋の架け替えは狭山市（担
当 道路雨水課）が行います。３年後の完成
を予定しており、現在は、水道管の移設工事
のため通行止めになっています。
★埼玉県「川の再生交流会」開催
～流域でつながる、世代とつなげる～
日時：２０１７年２月４日（土）
10：30~16：00
場所：市民会館浦和（浦和駅西口徒歩７分）
参加費 無料
主催：埼玉県
協力：埼玉県河川環境団体連絡協議会
午前 全体会
午後 ７分科会に分かれて交流します。
第５分科会は不老川流域分科会です
問合せ・申込先 埼玉県浄化槽・川の国応援団
 048-830-3088

★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
狭山市入曽地区を定期的に歩いています

ゴミ拾い、笹刈りなど
問合せ：村手 04-2957-3425

会員募集中

定例会：毎月第１水曜日
年会費：1500 円

９：30～問合わせ：丸橋 04-2959-3831

