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川の学校「君も八千代の水はかせ！」開催
「市内にもこんな川があったの？」と目から鱗の
子ども達 27 名とお母様方をはじめ総勢 46 名で、
8 月 10 日賑やかな川の学校を開催しました。
台風による雨のため、当初 2 日間の予定を急遽
1 日に変更し少しハードな 1 日となりました。

http://www.yachiyo-oikos.jp/

お弁当の後は、農業会館で、新島先生から生き
物の話をお聞きし、生き物がたくさん棲める作戦
会議に皆で知恵を絞りました。
今年で 2 年目の川の学校でしたが昨年も参加した
子ども達の姿もあり嬉しくなりました。
最後に代表から｢君も八千代の水はかせで賞｣
と シュロで 作った バッ

川は前日の雨のせいか

タ が子ども 達に渡 され

少し濁っていましたが

ました。来年はどんな生

午前中に水質調査と生

き 物に会え るので しょ

き物調べをしました。

うか？ 子ども達の元気

子ども達の楽しみは

な声が響く川では、生き

やはり川の中に入って

物がたくさん棲み、水を

の生き物探しです。

きれいにする気持が育

今年はオニヤンマのヤ

まれ、や がて印旛沼の水

ゴ、モツゴ、コオイム

もきれいになることで

シ等、大収穫でした。

しょう。子ども達からた

花輪川にも生き物が

く さんの元 気をも らい

少しずつ増えてきてい

日頃の活動の励みになりました。（桑波田）

るようです。

〜〜参加者から素晴らしい感想を頂きました〜〜
小学 4 年 小鳥

楓太

僕は川の学校に初めて参加しました。八千代の

NPO 法人子どもネット八千代

片山由紀子

川でも色々な生き物がとれるんだなと思いまし

私達子どもネット八千代は子どもが心豊かに

た。ただ、水がにごっているのが残念でした。ど

育つ地域社会作りを目指し活動しています。今回

うしたらきれいな川になるのかをみんなで話し

八千代オイコスの方々と一緒に活動させて頂き

合いました。僕は、自分が出来ることを一人一人

川や水、自然のことを楽しく身近なものとして子

が見つけてやっていくことが川を守ることにつ

ども達に伝えることが出来ました。また頑張って

ながるのだと気がつきました。きれいな川になっ

いる大人達との出会いは子ども達にとって何よ

て少なくなった生き物がたくさん増えるといい

りの良い刺激となりました。本当にありがとうご

なと思いました。

ざいました。またご一緒させて頂きたいです！

「よみがえれ花輪川事業」が千葉県の

｢花壇づくり｣ただいま進行中」

18 年度「印旛沼あっぷモデル事業」に

〜緑が丘基金を得て

花輪川は市内北西部、八千代緑が丘駅付近の旧

私達は花輪川を活動拠点として環境の改善、環

家の住宅の排水、吉橋工業団地の工場排水や山林

境保全に取り組んでいます。「土橋」から「かり

からの染み出し水等を水源としています。その水

ん橋」までの約 100m をモデル地区と設定し、川

は桑納川を経て新川から印旛沼に注いでいます。

の生き物に関する作業と並行して周辺の整備を

私達は「印旛沼の水質良化は身近な河川の浄化

進めています。

から」という思いで、平成 8 年から花輪川の環境

一昨年、道の山側に植えた約 100 本のアジサイ

保全事業を行ってきました。この川は数箇所に階

が今年はいっせいに咲き風景が一変しました。昨

段が設置され、市内では子ども達が安心して川面

年は「遊歩道づくり」に挑戦しました。雨が降る

に下りて行くことが出来る唯一の川です。

と泥んこになっていた道を改良し足にやさしい

夏場には雑草の繁茂や大雨による増水などで、

道が出来ました。

努力の割にはその効果は遅々として進みません

今年は土手側に花壇づくりを計画しました。

でしたが、3 年前、市のアダプト制度により、行

｢公益信託八千代まちづくり緑が丘基金｣に採用

政との協調体制が漸く取れるようになりました。

され土橋側より作業を開始し、先ず雑草の除去か

また我々の地道な活動が県にも認められ、本年 5

ら始めました。根が張っていて雑草との戦いには

月に印旛沼浄化のための NPO 提案事業「印旛沼

時間が掛かります。化粧ブロックで遊歩道との区

あっぷモデル事業」に採択されました。これによ

切りをつけ、土手の斜面部分には玉龍を置き冬で

り、今までは河川周辺の環境の美化活動にとどま

も緑が楽しめるよう工夫しました。

っていましたが、一歩進んで川の水質浄化にも取
り組むことが出来るようになりました。
今春からは①水草の繁茂による水生動植物の
多様化を進める、②川の水流に変化をつけせせら
ぎ等で水中の酸素量を増やす、③川石やブロッ
ク、粗朶沈床を投入することにより水生動物の産
卵場所や増水時の避難場所を確保する等の実験
的施策を順次進めています。
その結果、オオカナダモ、ヤナギモ、ササバモ
等の水草は着床に成功し、着実に増えています。
また大小の川石を投入した結果、川エビやヨシノ

9 月末現在約 50％の進捗ですが徐々に姿、形が
出来てくると元気が沸いてきます。

ボリの稚魚が多く観察できるようになりました。

9 月のある日の夕方、雑草刈りをしていたとこ

これからもこの活動を続けることにより花輪

ろ、父親と子供２人が「この近くでカブトムシ、

川に多くの生き物が住める自然豊かな環境を取

クワガタが採れた」と嬉しそうに話しかけてきま

り戻すことができればと思っています。

した。その子供の１人は｢川の学校｣に来ていた４

多くの八千代市民は花輪川の場所すら知らな

年生の女の子でした。「あの時の先生だ」と言わ

いでしょう。我々の目標はこの花輪川を市民が誇

れびっくりしました。親子で楽しめる花輪川にな

れるような自然環境豊かな小川にすることです。

りつつあるなあと嬉しい気分になりました。四季

ホタルやメダカの棲める花輪川の出現を夢見

折々に花が咲き周囲とうまく溶け合って気持ち

て活動を続けてゆきたいと思います。（小原）

の良い場になるよう、皆でこつこつ作業を続けて

（花輪川の案内図は最終面に掲載しております）

います。（島）

夏の恒例行事「ホタル棲息調査」

石神谷津の平家ホタル〜今年も元気かな

八千代ホタルフォーラムの時代からオイコスに

今年で 5 回目のホタルを探す会が石神谷津で行

かけて 15 年、毎年、夏が来ると恒例のホタル棲息

われました。7 月 29 日（土）午後 6 時 30 分八千代

調査が始まる。市内 26 地区、32 箇所の調査地を３

緑が丘駅前に約 50 名の方々が参加しました。小さ

〜４チーム編成で観察するのだ。

なお子さんの手を引くお年よりの姿も見られます、

とは言っても年々都市化する八千代市の自然環

又「石神谷津を楽しむ会」のメンバーも参加され、

境の中にホタルが棲息すること自体が希少価値に

7 時にスタッフの誘導で徒歩で出発し、石神谷津の

近くこの数年に 12 箇所にも及ぶ場所からホタルの

上流地区へと向かい現在は閉鎖されたアピタ店の

姿が見られなくなった。

裏側にある細い散

それでも大の大人が夕方から「今夜は何匹のホタ

策道を歩きました。

ルに遭遇するだろう」と心ときめかせて調査に出か

周辺は既に宅地開

ける姿は涙ぐましいものがある。

発が進み谷津の姿

市内で群生する最大の場所は某ゴルフ場の裏に

が失われつつあり

ある谷あい、それと小竹川周辺、睦橋西側に広がる

ます｡

田圃地帯がベスト３だろう。しかし当然の事だがホ

それでも夏の夜に

タルが飛び交う処は市街地の明るい場所ではなく、

咲く白い「カラスウ

男性と言えども一人で出かけるのに勇気のいる場

リの花」が縁道のあ

所が多いのだ。だから我々は 2、3 人で行動する。

ちらこちらで我々一行を出迎えてくれ、ホタルを探

シーズン初め、暗闇で草叢にひっそり明滅する光

す前兆としてちょっとした雰囲気を出していてく

を見つけた時の感動、数十匹が乱舞する時に出会え

れています｡

た時の嬉しさ。何れも「いた！」「見つけた！」と

まず上流地区で 20~30 匹のホタルが見られあち

大声ではしゃぐ様は、過ぎし昔の子供時代に帰って

らこちらから「ウァーキレイ」と感動の声です｡中

いるのかもしれない。
来年に向かって増やす

流、下流にも幻想的な光の帯びを放ちながら
飛ぶホタルが見られ全部で 50〜60 匹位の乱

事の出来ないもどかしさ

舞でした。

は、せめて又、元気な姿

夏の夜のひと時 、自然が作り出す ファンタ

をみせて呉れと願う事だ

ジーは捨て難い事であり、来年も元気な姿を

けである。（川瀬）

見せて下さいと願うばかりです。（田邊）

八千代オイコスのメンバーとお付き合いの深
い青年会議所（JC）のご紹介です。

八千代青年会議所は
現在約 50 名が在籍しています。主な活動とし
ては市民参加型事業の企画・運営、例えば、八千

青年会議所（JC）は
日本全国 720 の地域に「修練」「奉仕」「友情」
という三条件の下、率先して行動する約４万人の

代ふるさと親子祭りの昼の催事を担当していま
す。また、青少年育成事業では、わんぱく相撲大
会や、稲作・野菜栽培事業等を開催。

仲間がいます。メンバーは、国籍・人種・性別・

企業人としての自己研鑽のための研修事業の

職業・宗教の区別無く 20 歳から 40 歳までの志の

企画・開催、選挙立候補者の公開討論会の開催等、

高い青年経済人によって構成されています。

様々な分野で活動を展開しています。

八千代市では「市民活動サポートセンター」が開設され市民団体の活動は盛んになりまし
たが、市民参加型のまちづくりは明るいまちづくりに欠かせません。今回の『グランドワー
ク＝市民・行政・企業の協働によるまちづくりフォーラム』は、しばらく休んでいた市民団
体同士の交流会を市民主導型で開催して、街をよくするのは誰でもない自分達なのだという
認識を共有したいという思いからです。｢こんな街にしたいという思いや夢｣を語りませんか。
そこで、下記の日程で「第２回グラウンドワークによるまちづくりフォーラム」を開催する
ことになりました。
多くの主体、団体や個人にご参加いただきたいと思います。
記
日

時 ： 平成 18 年 11 月 19 日（日）午前 10 時〜午後４時

場

所 ： 八千代市農業研修センター (大会議室）

講

師 ： 渡辺

豊博氏（三島グラウンドワーク事務局長）

参加費 ： 500 円
主

催 ： まちづくりフォーラム実行委員会

織が学校関係者やＪＡなどと連携し、食育の推
最近、新聞やテレビで「食育」という言葉がよ

進を図っています。この組織は平成 16 年３月に

く登場するようになりましたが、八千代市でも食

策定された「八千代市健康まちづくりプラン」

育の推進には力を入れています。

を機に発足した市民と行政の協働型組織で、八

食育とは、さまざまな体験を通じて「食」の知
識と「食」を選ぶ力を習得し、健全な食生活を送

千代オイコスもプランの策定段階からメンバー
として関わっています。

ることができる人間を育てること。明治時代から

次号以降、八千代市内の食育に関する具体的

「知育」「体育」「徳育」「才育」と共に子ども達

な活動を紹介していきたいと思いますが、食育

にとって重要な教育の一つとされ、中でも「食育」

に関するサイト「ほねぶとネット」でも本活動

は他の四つの基本となるものとされていました。

を紹介しています。是非ご覧ください。（寒川）

八千代市では、「やちよ食育ネット」という組

<http://homepage2.nifty.com/shokuiku/index.htm

…一緒に活動しませんか！…
「八千代オイコスかわら版」をご覧頂いた
感想はいかがでしたでしょうか！
こんな活動ならやってみようかなと思
われましたなら是非事務局までご連絡
下さい。年会費は千円です。
発行責任者

加藤 賢三

事 務 局

小原

翔

 047-450-4663
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