
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
  

冬枯れの景色花輪川も５月目前にして、陽ざしに満ち溢れた春の景色に衣替えして花壇のパンジーも

川岸に咲く菜の花も色鮮やかに通る人の目を楽しませてくれています。 
寒い冬の間にメンバーで造って沈めた粗朶（そだ）には、水温む川底で育つ小魚の棲家として適応し

て欲しいものです。  
 そして今年も夏に開催されるオイコス恒例の行事

「川の学校」に、沢山の子供たちが参加して生き物探

しに夢中になる情景が目に浮かんできます。 
 子供たちの野外教育の格好の場所として、県・市は

勿論教育関係者からも高い評価を得ている川の学校

「花輪川」も、２５年程前は大雨が降ると花輪川―桑

納川流域は濁流の地と化し、水害に悩まされ続けた歴

史の繰り返しでありました。  

そこでオイコス活動の拠点「花輪川―桑
かん

納
のう

川
がわ

」の流域についてどんな歴史的変遷を遂げて来たか、

少し勉強をして見ましょう。 
東葉高速線「八千代緑が丘駅」北部を自噴するかなりの地下水の流れ出しに始まり、工場や家庭から

の排水と共に約２ｋｍの川となって桑納川へ注ぐ花輪川は、上流１ｋｍは３面コンクリートと川沿いを

フェンスで囲われ「花輪橋」まで続き、「花輪橋」をくぐった流れは下流１ｋｍを片面鋼矢板、片面コ

ンクリートブロックで護岸されての流れとなっています。 
しかしこの花輪川の改良以前の姿は、現状からは想

像も出来ない小さな小川を態し、「花輪橋」から下流部

は現在の川のほぼ右岸遊歩道の直下を流れ、「土橋」か

ら一転向きを左岸に変えて尾崎公会堂前の「尾崎橋」

に至り、流れは再びそこから方向を右岸に変えてに桑

納川に至っていたのである。 
しかもその流れの位置は現在の花輪川と「たか橋」の

中間地点付近を桑納川の流れ口としていた。（八千代市

土木設計課資料による）――以降次号に続く（川瀬 記） 
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花輪川の今昔あれこれ（第 1 話） 

  

「花輪川の今昔あれこれ」はシリーズとして連続掲載します。次号もご期待下さい。 
尚、花輪川にまつわる昔話等ありましたら事務局宛ご意見をお寄せ下さい。 

▲昭和 58 年頃の花輪川、桑納川の氾濫風景 

▲昭和 60 年頃の花輪川、土橋の上流 

桑納川 
花輪川 

花
輪
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第 9 回総会が 4 月 12 日（日）市民活動サポートセンターで開催され、 

平成 20 年度の活動報告並びに平成 21 年度の活動計画が承認されました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

≪活動項目≫ ≪20 年度活動報告≫ ≪21 年度活動計画≫ 
1「よみがえれ花輪川」事業 

   

2 印旛沼連携プログラム 

 

 

 

3 川の学校開校・・・花輪川 

 

４ ホタル調査 

 

5 ホタルを探す会 
 
 

6 竹炭焼学習会 

 

 

7 米づくり体験 

 

 

8 花輪川フェティバル 

 

 

9 まちづくりに関する活動 

 

・定例会・花輪川定例作業を毎月第 1日曜

に実施。 

・市環境美化アダプト制度及び印旛沼環

境基金助成事業にて、清掃、自然環境

保全、花壇の花苗の植樹、河川敷内の

水流保全などの作業を実施した。 

・桑納川の睦橋～高橋間を清掃、自然観

察を行った。 

・5 月 24 日、11 月 9 日、平成２１年 3 月 22

日にエコウォーキングを実施。 

・ 八千代市環境保全課の応援を得て、一

般公募により 7 月 26 日、27 日に開校。

児童 34 名、父兄 13 名が参加。 

・ 花輪川で子どもネット八千代と共同で８

月 2 日、3 日に開校。児童 13 名、父兄 3

子どもネットスタッフ 7 名が参加。 

・6 月下旬～8 月下旬、市内の生息状況を

調査し、集計を行った。 

・都市再生機構と観察地点までのコース確

保の協議を行ったが、交通の安全確保が

できず中止のやむなきに至った。 

・里山の不要竹の有効利用と水質浄化、

販売可能な商品づくりのため、5 月 24 日

及び 9 月 14 日に竹炭焼を行った。 

・昨年度に引き続き有志により行ったが、

水管理に失敗し雑草が繁茂して一部手

刈り作業を行い、貴重な体験をした。 

・11 月 9 日（日）、高秀牧場休耕田で川の

学校参加者、近隣住民が集い、バーベ

キュー、ビンゴゲームなどで楽しんだ。 

 

・定例会・花輪川定例作業は、毎月第

１及び第２日曜の併用に変更する（予

定はホームページに記載）。 

・花輪川の「水質浄化」「小魚等の生き

物の復活」のための活動をもう一歩踏

み込んで進めていく。 

・エコウォーキングを 11 月 1 日(日)、平

成 22 年 3 月 14 日(日)に開催予定。 

 

 

・本年も夏休み期間中に一般公募参

加者と子どもネット八千代会員児童を

対象に、7 月 25 日、26 日、と 8 月 1

日、2 日の２回、開校予定。 

・本年は（財）日本河川協会の助成を

受けて行う。 

・本年も同期間、市内のホタル生息状

況を調査しマップを作成する。 

・昨年に引き続き、オイコス会員及び

知人、関係者のみで 8 月上旬ホタル

調査を行う。 

・昨年同様、5 月 16,17 日と 10 月 31

日に行う予定。 

 

・ 引き続き萱田地区に田圃を借りるほ

か、神久保に小規模な田圃をかり手

作業の稲作を体験する。 

・ 本年も花輪川や桑納川におけるオ

イコスの活動をより理解して頂くため

に 11 月 9 日に開催予定。 

・市民活動サポートセンターに参画。 

・エコメッセ 2009 に参加 （9 月 6 日） 

・「八千代市健康まちづくりプラン」 
・千葉県、八千代市が企画する各イベ

ントへ積極的に参加してゆく。 
・「かわら版」の発行 (年 3 回) 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オイコス 黄色いレシートキャンペーン に参加 
 

――毎月 １１日 ジャスコ八千代緑が丘店で実施―― 
 

例年行われているジャスコ八千代緑が丘店での「黄色いレシート

キャンペーン」に本年からオイコスも参加する事になりました。 
毎月１１日に限り、当店内（イオン、一般店）で買い物をしたレ

シートをオイコス専用の回収ボックスに入れていくと、レシート 
売上合計金額の１％が、ジャスコから支援金として支給されます。 
 今年度は３０のグループが参加されておりますが、以前から参 
加しているグループの方に聞きますと、毎年 ３万円～５万円位 
を支援金として頂けるので大変助かっていますとの事です。毎月 
１１日の買い物、声掛けなどを積極的にお願いします。 （田邉） 

講演会「命を育む谷津・里山」に参加して 

        
 平成 16年から開催された里山シンポジウムです

が、平成 18 年に全体会を八千代市で開催したのを

契機に、今年は 3 月 21 日(土)に八千代市郷土博物

館で「八千代の里山」分科会が開催されて今回で、

3 年目となりました。 
分科会開催に向けては、八千代市環境保全課の

高橋氏を中心に市民団体と分科会の内容など話し

合いを重ねて来ました。このような機会があるこ

とで、八千代市内の環境保全についてのお互いに

思っていることや団体と交流の場を持つことがで

きます。 
今回は、里山保全に農業は欠 

かせないとして、千葉大学名誉 
教授の中村 攻氏に「谷津・里 
山を活かすまちづくりと農業」について講演をお

願いしました。 
八千代市内の里山も宅地開発や不耕作地などで

荒廃が進んでいます。八千代市では里山保全に向

けた委員会がスタートしました。 
さらに JCOM では、八千代市

内の里山保全団体の紹介の中

に、八千代オイコスの活動も放

送されました。里山を活かした

緑豊かな八千代市のまちづく

りとなるように、進めていきた

いものです。   （桑波田） 
 

花輪川・桑納川エコウォーキング 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３月２２日（日）千葉県印旛沼連携プログラム

事業の一環でオイコス恒例行事のエコウォーキン

グ（年２回）が開催されました。 
生憎の曇り日でしたが、一般参加者とオイコス

会員の３０名余の皆さんが緑ヶ丘駅を出発し、花

輪川～桑納川約２．５ｋｍの散策開始。コースか

ら春の息吹を感じるコブシの花や菜の花を観賞し

ながら、途中のゴミを拾いながら里山・谷津の自

然を満喫しました。ゴール地点に用意された高秀

牧場の牛乳のサービスにも皆感激でした。（川瀬） 
           ＜参加者の声＞  
              ６０歳代（女性） 

八千代の市内のこんな自然が広

がる風景を歩いたのは初めて

で、会の方から植物の名前も教

えてもらい楽しかった。また参

加したい。牛乳美味しかった。 
 

５０歳代（男性） 
子供と参加したがコースの距離も丁度良く、普段里山の風景

をじっくり眺める事も無いので参加して大変良かった。牛乳

大変美味しかった。  



メダカとホタルと水と 

                         桑波田 和子 

                 子どもの頃、小川にはたくさ

んのメダカがいました。フナな

どは捕まえるのが難しいでし

たが、メダカは両手ですくえる

唯一の魚でした。このような原

体験が頭にあり、小川を見ると

ついメダカを探す自分があり

ます。しかし現実は、かなり前

からメダカを見つけることは難

しくなりました。 

そのような中で、ホタルも同じ状況であると気づき、あ

ちこちと気になっていました。 

私は八千代市に近い千葉市に住んでいますが、八千

代のホタルなどを通して八千代オイコスに入会しました。

オイコスでは主に川の学校に関わってきました。活動拠

点の花輪川の水は、八千代で生まれ、印旛沼に流れて

行きます。その沼の水と利根川の水を千葉県民約 150

万人が水道水として利用しています。オイコスの活動を

通して、水を大切にする活動を広げて行きたいと思って

います。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初期のホタルフオーラムから 

近 藤 幸 則 

 私は妻と同時に入会しました。確か１６年前だった

と思います。参加者は加藤（前オイコス代表）、佐藤

（八千代自然と環境を守る会）、志水（同じ）、近藤と

夫々の夫妻と、他に２３名の参加者でした。ホタルが

乱舞するような環境を整えるよう、石神谷津の農道、

休耕田等を整備しました。  

 

農道では吉橋入り口から石神谷津上流まで、草刈

り機で草を刈り、休耕田では２～３年手を入れないと

葦が密生してホタルの発生処では無く、３～４人で午

前、午後と３～４日掛って刈り取る状況でした。夏の

暑日で熱射病に患わない様汗を拭き拭き、３０分位

刈っては休憩１０分間、其れはそれは難儀でした。 

 これらの他に農家の安原宅地で第１回目のドラム

缶竹炭焼きを、山武高校の鶴見先生を講師に、３０

名参加で３グループに分かれて行いました。良い炭

が出来とても感激しました。 

 それから間もなく「ＮＰＯ法人八千代オイコス」と名

称を変えました。オイコスとは何だろうと思っていまし

たが、暫くしてギリシャ語で「環境」と云う事が分かりま

した。「ecology」環境又は生態と辞書で調べました。

略してエコ、エコと日常語のように云っています。 

 環境では CO2、H2O、空気、光、温度、湿度、気

候、植物、動物、方向、地形、土壌等の環境因子を

扱っているようです。私達が活動している事も以上の

どれかに入っていて、これからもオイコスの皆さんと

行動したいです。 

 

オイコスの仲間が趣味や日頃の活動などを通しての自己紹介です 

偷楕㈛岧 
 かわら版の編集は創刊号～１０号迄、菅田さんに全面

的にお願いしておりました。今般都合により当会を退会さ

れました。長い間ご尽力いただき有難う御座いました。 

変わりまして第１１号からは、田邊、棚田で編集をして

おります。更に楽しくご愛読頂けるよう努力しますので宜し

くご支援ください。                   （田邉） 
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