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来て！見て！不老川

18 キツネのカミソリ群生地

自然は、時として思いがけない贈り物をしてくれる。
不老川の西武新宿線下流の右岸にある河畔林（三角林）
では、昨年から８月にキツネノカミソリが咲き乱れるよ
うになった。
キツネノカミソリはヒガンバナの仲間で、埼玉県では
準絶滅危惧に指定されている。葉は早春に伸び出し夏に
なると枯れる。葉が枯れたあと、花茎がのびて８月中旬
にかけて黄赤色の花をつける。今年は、昨年にもまして
見事な群落を見ることができた。
コナラ、ケヤキ、クヌギの根元を覆っていたアズマネ
ザサを、３年前から秋にしっかり刈ったことで、翌春、葉
を繁らせる時期に十分に陽が届いたこと、７月はじめに
も繁茂する笹を刈ったことで舞台が整ったためと推測し
ている。面白いことに、川岸に近い日当たりのよい場所
には咲かない。柱廊を思わせる木々の間、半日陰を好む
ようだ。木があることで前回の工事で掘り返されなかっ
たからか、そもそも木漏れ日の元で繁殖してきたものな
のか。４，５年のうちには、また、河川工事にさらされる
わけだが、掘り返されない限り、いつかは花を咲かせる
ものと、彼らのたくましさにも期待している。 しかし、
ここにはキツネノカミソリや貴重な植物が棲んでいるこ
とを意識して工事をしてもらいたいと、切に願うもので
ある。

ナ マ ズ

ナマズ目ナマズ科
60cm ほどに成長するが、オスは大きくなら
ず大型の個体はメスである。春から夏にかけて
の産卵期には支流・水路等に遡上して、オスが
メスに巻き付く独特の産卵行動を行う。新河岸
川から不老川に遡上するが、瀬切れした際に水
たまりに取り残されている様子が見られる。汚
れには強いものの、生態系上位者であるため生
息数は多くない。稚魚のうちは共食いをしてし
まうため、他の魚の稚魚等の餌が豊富なことが
必要。

＊御狩場小学校 5 年生の環境学習
7 月 6 日（木）不老川としとらず公園
昨年に引き続き、狭山市御狩場
小 5 年生が不老川にやって来ま
昨年８月の台風９号による豪雨で狭山市と入間市で不老

を投じ、狭山市入曽地区の新権現橋～西武新宿線の河道拡幅

した。

川が溢水（いっすい）し、狭山市内で床上浸水 58 戸、床下

（約 2.4ｋｍ）、入間市の西武池袋線橋梁、不老橋、藤沢橋、

教室での事前学習も含め、5・6 月

浸水 292 戸、入間市内で床上浸水 123 戸、床下浸水 282 戸

富士見橋架け替え、及び大森調節池の改修などの緊急的な河

に 3 回の授業を経て、今日は 4 回

の甚大な被害が発生しました。

川改修を実施することになりました。

目の校外学習です。
子どもたちはそれぞれ興味を持った

このため、埼玉県では平成 29 年度から６年間に 8３億円

調査開始！

テーマで学習を進めてきました。

を投
【現在の不老川】

この日は前日の台風 3 号の影響で還流水を止めていました。
水のない川底の白い石を見ながら、子どもたちは元気よくやって

入曽は、鎌倉街道上道に位置し多くの史跡や

また、入曽(入間)地区の入曽のまちづくりの方

来ました。準備ＯＫ！所々に残る浅瀬や、深めの水溜りには、沢

伝統行事が残るまちですが、高度成長期には首

針である都市計画マスタープランでは「住環境

山のかなり大きなザリガニやオイカワが逃げ込んでいたので、い

都圏のベッドタウンとして急速に人口増加し

の向上と緑の保全」
「林や不老川などの豊かな自

くらでも捕ることができます。

た地域でもあります。

然、歴史的資産、駅、公園、ポケットパークや公

もう夢中になって大騒ぎです。そしてオタマジャクシにひげをつ

特に入曽駅東側は生産緑地などの茶畑などの

共施設などを結び、暮らしに根ざし四季を感じ

けたような魚をみつけ、
「これ何？」「オタマジャクシかな」と

緑が点在するものの、公共空間の緑が少ないの

る歩行者ネットワークの形成」などが掲げられ

見たり触ったり。今日の大発見です。

が現状です。

ています。

どんな魚に成長するのでしょう。ゴミの収集は前回と比べてどう

不老川沿いには河畔樹、土手、水辺、畑地など

将来の入曽のまちづくりのために、現行河畔

があり四季を感じるやすらぎの空間で、貴重な

樹に代わる代替えの緑の確保、適切な親水性の

公共空間であると言えます。

確保、水生生物に配慮した河道整備など、景観・

今回の河道拡幅により、河畔樹が無くなるこ
とや土羽（土の土手）がコンクリートの護岸と

【計画断面】

だったでしょうか。水質は？２学期の発表が楽しみですね。
学校に向かう頃には流れも戻り、いつもの不老川となりました。

＊親子で魚とり教室

環境などを考慮した整備を進めていくことが求

7 月 23 日（日）9：30～11：30

められています。

不老川としとらず公園

なってしまうなど、不老川の姿が様変わりする

参加人数 53 名

ことが想定されます。

＊本日とれた魚＊

現在の調節池
管理用道路

池

７月３日、入間市、川づくり市民の会、埼玉県生態

未買収地

拡幅予定図

オイカワ 約20 尾

12 ㎝～

伐など 20 年かけて林を育ててきました。

オイカワの幼魚

業の説明を受けました。大森調節池の貯水量を 10 万

池全体の自然を豊かにするための活動も行ってきま

ムサシノジュズカケハゼ ３尾

トンから 15 万トンにする予定とのことです。

した。2000 年からは「大森の池まつり」を開催し、子

？

２尾

12 ㎝

供達が自然と楽しめる機会も企画してきました。

？ 幼魚

多数

１～３㎝

入間市でよく浸水が起きるのは下流の下藤沢地域

多数 １㎝

です。大森調節池の拡幅によって下藤沢でどのくらい

河川事業では自然との調和も謳っています。

アメリカザリガニ 多数

の被害軽減ができるのか？こういった説明は残念な

多くの植物や水生生物が観察され、県も入間市も大森

カワリヌマエビ

多数

がらありませんでした。

調節池の自然を高く評価しています。

ウシガエル

声のみ

水量を確保するための机上の線引きで簡単に林を潰

とった後はお魚教室

すっかり恒例化した魚取り教室は、今年で８回目になりまし

た。地下水位が高いため、掘った底には水が溜まり、

してもよいものでしょうか？

それ以上の貯水量増加は不可能で、そのまま放置され

流域全体の治水のビジョンを示して欲しいという私

ていました。ここは狭山丘陵に近く、加治丘陵へと続

達の要望に対し、県は「買収が進んでいないため何も

的かな？

くグリーンベルトの一拠点として「この池を自然豊か

言えない。
」と次回の説明会はめどがたっていません。

どうぞ子どもたちと一緒に水の中で遊んで

な調節池にしてほしい！」と県へ訴え、1998 年敷地

次のステップへ課題が残ります。

ください。一生の思い出になりますよ。

内への植樹が許されたのです。
からは「大森の池まつり」

お父さんも初体験？

系保護協会のメンバーが飯能県土整備事務所から事

大森調節池は 1988 年頃から暫定的に掘られまし

堤防

私達はどんぐりから苗木を育成、植樹、草刈り、間

た。参加した子供たちの中には投網を上手に操る子も出てきて
います。それに比べてお父さんやお母さんたちがちょっと消極

※お詫び

(77 号)の魚類調査 8 回は誤り→(正)7 回

川越だより

マツザキの森から

この夏のマツザキの森は、長雨が多いせいか訪れる人も
少なく静かな８月でした。春の新緑の時期は例年にない
賑わいで多くの方が遊びに来られました。又、森をぬけ
不老川をわたったところにあるマツザキ畑では、じゃが
いも、にんじん、たまねぎと、専業農家の方に作付けし
ていただいた有機野菜たちがたくさんの人に食され喜ば
マツザキの森（川越市中福）

れました。
長雨の夏でしたが、蝉さんたちは雨の日も元気・・？

アブラゼミ、ミンミンゼミ、ヒグラシそして

はじめてのクマゼミが賑やかに鳴いています。例年になく木々の緑は鮮やかで、紅葉の時期が楽しみで
す。特に、７年前に植樹したヤマモミジは、きっと鮮やかな朱色に染まることでしょう。１１月より、
マツザキの森沿いの不老川は河川工事に入ります。自然との調和を考えた整備を期待しております。

川づくり市民の会

大臣表彰を受ける

不老川お宝マップ２０１７刊行

平成２９年度環境保全功労者表彰式
(６月１９日 グランドアーク半蔵門にて)

当会発足から 20 年、水源の瑞穂町から新河岸川
との合流点まで何度も歩き、沢山の良いところ、
可能性のあるところを見つけました。
不老川は今後 6 年間の改修工事で大きく変わろう
としています。
このマップは過去の不老川の姿を残すと共に、新
たな姿を考える上で大きな指標となるでしょう。
定価 500 円
問合せ

丸橋

お宝マップとり扱い店

04-2959-3831

井戸端園04-2959-3428

文具つちかね04-2959-3036

★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
問合せ：村手 04-2957-3425

ゴミ拾い、笹刈りなど

会員募集中

６月は環境月間です。環境省では全国的な普及
啓発活動を展開、その一環として環境保全功労者
表彰を行ってきました。 今年度は、当会が地域
環境美化功績者として環境大臣の表彰を受けまし
た。この賞の受賞者は全国から選ばれた 40 団体と
14 名、埼玉県では当会だけでした。
受賞理由として、多年にわたる不老川の緑地の
保全管理や清掃活動、普及啓発活動など、不老川
の浄化と流域の水辺環境の向上に対する貢献があ
げられました。
当会の長年の地道な努力が認められて、こんな
に嬉しく誇らしいことはありません。今回の受賞
を機に、さらに魅力的な不老川をめざして活動し
ていこうと思っています。当会の活動にご協力い
ただいた皆様方、ありがとうございました。

年会費：1500 円

定例会：毎月第１水曜日 ９：30～
問合わせ：丸橋 04-2959-3831

