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花輪川の今昔あれこれ（第 2 話）
（前号から続く）

時代の流れはどこの市町村にも宅地化の波が
押し寄せ、八千代市に於いても市内北部の開発
花輪川

が東葉高速線沿線を中心に昭和５８年頃より活
発になったが、その少し前お隣り船橋市東部の
宅地開発が早く進み、台風となれば大量の雨水
が市街地より桑納川に流入し桑納川―新川―印
旛沼の水系で桑納川流域はたちまち水害の被害
に及ぶのであった。
元々この流域は古くからこうした増水による
田畑の冠水被害には悩まされ、昭和２７年に「桑
納川沿岸土地改良地区組合」が結成され、オイ

▲花輪橋より上流を望む

コス行事に何かとお世話になっている＜高秀牧場＞の高橋秀夫氏が初代組合長として活躍された。
そして桑納川拡張工事に着手するも、当時は土木機械も無く手掘り工事で進めたとの事で、同氏の
述懐によれば人力ではとても能率も上がらず、何とか一級河川への昇格をもって国・県のレベルで
改良工事を進めたいと大変な尽力を重ねられたそうです。
市・県への陳情を続ける一方、地元の再基盤整備の為の合意に向け調整をはかりその意思統一が
計られた。

（高秀牧場に関する記事は後述）
昭和５８年頃よりの八千代市の一級河川昇
格活動が遂に昭和６１年４月に実を結び一級
河川桑納川の認定を受ける事になった。
これを受けて桑納川再基盤整備事業は八千代
市から千葉県の管轄として「尾崎―麦丸」流域
の改修工事が急ピッチで進められたのである。
花輪川

同時に花輪川流域（花輪谷津、津金谷津）の
土地改良も着手され昭和５９年の東洋高速鉄道
の工事着手と相まって、花輪川の改修工事がス
タートした。八千代市都市整備部土木建設課の
森田課長に当時の話を伺うと当初花輪川は、下

▲土橋から上流を望む

水道として計画された経緯もあったとの事。
――以降次号に続く（川瀬

「花輪川の今昔あれこれ」はシリーズとして連続掲載しています。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。

記）

川の学校開催しました！
今年は、1 コースを 7 月 25 日、26 日。

▼参加者全員集合

2 コースを 8 月 1 日、2 日と 2 回開催
しました。募集は、八千代市の後援をい
ただき、環境保全課の協力のもと、市内
の小学校にチラシを配布しました。また
地域新聞にも掲載され、募集定員 60 名
（2 コース合計）を超える応募の申し込
みがあり、抽選となりました。参加申込
には保護者やリピーターも多く、毎年川
の学校を楽しみにされていることがわ
かり、オイコスの励みにもなりました。
１日目
八千代緑が丘駅に集合して受付後、オ

イコスと保護者の車で、花輪川へ向かいます。今年は貞福寺の駐車場をお借りしましたので、土橋到着ま
でスムースでした。
土橋に集合したら、まず班ごとに集まり川の学校のオリエンテーションです。川瀬代表の挨拶や講師紹
介、活動の説明後、2 日間の班活動を子どもたちが主体的に動けるように、自己紹介、班の名前、班長、
新島先生

記録係など決めます。班名は、アブラハヤ、サカナ、メダカ、花輪川、カラフルズなど
がありました。班でのチームワークができたところで、水を調べてみました。気温は
31 度、水温は 24 度、水は透明で臭いもにごりもなく、COD のパックテストでは 5 く
らいで、きれいな水質でした。
水調べの後は、川に入り生き物がいるか仕掛けをします。新島先生からサカナがいる
ところを教えていただきました。班で仕掛ける 2 箇所をどこにするか話し合い、仕掛け
をしました。明日何がつかまっているか「わくわく」しながら、1 日目は終了しました。

２日目
早く仕掛けを引き上げたい気持ちを抑え、講師から仕掛けを
引き上げるときの注意と網の使い方を習い、班毎に仕掛けを引
き上げてみました。ドジョウ、トウヨシノボリ、スジエビ、ザ
リガニなどが捕まっていました。いよいよ網で生き物探しです。
サカナがいそうな川岸や水草の中をザザザッと足で網に追い込
みます。今年はドジョウが多く、全員が生き物を捕まえること
ができ、満足顔でした。また、お父さん・お母さんのにわかチ
ームも、チームワークがよく、子ども以上に楽しく活動されて
▲何が捕れるかな？

いました。

午後は、農業研修センターで毎年好例のワークショップ、
「生
き物がたくさんすめる花輪川大作戦会議」でした。ゴミを拾う、
家から汚れた水を流さないなど活発な意見がでました。お父さ
ん・お母さんチームからは、オイコスの活動を「八千代市 1 パ
ーセント支援」で応援しましょうと、うれしいお言葉もいただ
きました。オイコスは、花輪川の活動や川の学校から、川を好
きになり水を汚さない気持ちが育ちあい、花輪川が流れていく
印旛沼の水質が良くなることを願っています。
来年も川の学校を開きます！
▲ワークショップ発表会

また会いましょう！！
（桑波田）

川の学校に参加して
椎名佳奈子（小５）

椎名瑞代

私は、川の学校で色々な事を体験させていただき 4 つ
の事を知りました。1 つ目花輪川は、八千代緑ヶ丘にあ
り新川⇒かんのう川⇒花輪川と一番上流にある水のきれ
いな川です。2 つ目は水です。流れの速さは、場所によ
って違い、幅が狭い場所は流れが速く、幅が広い場所は
流れが緩やかでした。川底は細い砂がたくさんありまし
た。次に濁りは透明でした。においはくさかったです。
3 つ目は、生き物です。よどみ・浅い所・水・草・岩・
などがある場所です。4 つ目は、この 3 つの
条件がそろっている場所の川底の下流に
網を置きその網を上げるとアメリカ
ザリガニ・ヨシノボリ・スジエビ・
メダカ・ドジョウ・ヤゴ・などが
とれました。

羽田慧祐（小３）

八千代の川と言えば、
“新川”が思い浮かびます。
子どもたちと、どんな川だろうねと話しながら行って
みると私たちの身近な場所に透明な水の川がある事に
驚きました。ワクワクした気持ちで磯靴に履き替えた子
どもたちが楽しそうに水の中に入り、仕掛けの場所を考
えました。よどんでいる所や石、草の下に生き物がいる
とのヒントで、探し始めました。仕掛け・網でヨシノボ
リ・スジエビ・ザリガニドジョウ・ヤゴ等がいました。
花輪川の近くの人に聞くと何十年前は、
朝しじみを採ってお味噌汁の具にし
ていたそうです。
２日間楽しく勉強させていただ
き、ありがとうございました。

えも

花輪川でお父さんと川の学校
に参加しました。花輪川は、新川
につながっていく小さな川です。
近くには印ば沼もあって、沼をきれい
にするためにこの小さな川をきれいにして
います。
どんな魚がいるのかを知るために、ペットボトルを切
ってそこに網をつけて、えさを入れるわなをしかけまし
た。次の日、ドジョウとザリガニがかかっていました。
どうやったら川がきれいになるかを話し合ったとこ
ろ、ごみを捨てない・魚をつりすぎない・近くに苗を植
えるなどの意見がでました。ぼくも川のことを気にしよ
うと思います。

羽田泰彦
八千代オイコスさんの「川の学
校」に息子二人と一緒に初めて参加
させて頂きました。
初日は川に入って、仕掛け作りと川遊び。
最初は硬かった子どもたちもすぐに歓声を
上げ出し、こんな風に暗くなるまで川遊びをしていた子
どものころを思い出しました。
二日目、ドキドキしながら仕掛けの確認と魚とり。子ど
もたちはもちろん、いつしかスタッフや父兄の方々と子
どもに戻り時間を忘れて川遊びに熱中しました。
午後の座学でも活発な議論があり、帰宅後も印旛沼の調
べ物を始めるなど、体と頭をたっぷり使った意義のある
二日間だったと思います。
スタッフの皆様、ありがとうございました。

◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇

「八千代市谷津・里山保全計画に参加」
八千代オイコスでは八千代市が行う谷津里山保全計画に協力し、会員
による生き物調査を実施しました。期間は平成 21 年 8 月 11 日～9 月
10 日まで。担当地区は八千代市島田、桑納、尾崎地区、約 3.0Ｋ㎡を
10 名の会員が分担し、調査対象の動植物を探し回りました。
（小原）
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇

「野菜作りに挑戦」
市内の休耕地を借り、農業生産者や JA の協力を得て、野菜づく
りを始めました。まずはサツマイモと落花生づくりに挑戦しており、
子ども会等に「収穫体験」をしてもらうことにしています。
将来的には、植え付け～収穫までの農作業を体験する事業（「畑
の学校」）として参加者を募り、作物を育てる過程を通じて農業や
循環型社会に対する関心を高め、自然を大切にする心を育むような
取組みにしたいと考えております。
今年はその準備段階であり、私たち自身が「畑の学校」の生徒とし
て栽培ノウハウの吸収に努めているところです。来年度からは広く
参加者を募集して取組む予定ですので、興味・関心のある方はぜひ
ご連絡いただきたいと思います。（寒川）

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

楽しみながら描ける日の為に

素晴らしい八千代に乾杯

中 村 孝 男
わが人生仕事一筋で通して来て、６７歳で現役を退き
あっという間に２年が過ぎようとしています。

金 室

彰

約２３年前、私が東京の墨田から八千代に住居を構
えここで生涯を過ごそうと考えた時、仲間が欲しくて八

仕事を辞めて気がついてみれば何も趣味らしきものも

千代青年会議所の門を叩き、ＪＣと言うフィールドで活

無く、毎日を日曜大工や庭いじりに時間をかけてもすぐ

動を始めました。たくさんの仲間を作りＪＣでしか出来な

やる事が無くなってしまう。そこで時々シルバーの除草の

い経験をさせてもらいました。その中で八千代市は地

アルバイトをしながら一年程前から貸し農園に挑戦する

理的に・産業的にどうあるべきかを「地域開発委員会」

機会を得て、初めての野菜作りに色々苦労を重ねなが

と言う所で討論を重ね他に無い、「八千代らしさ」を話し

ら、今では収穫の楽しみを知るようになりました。

合ったところ、色々な特徴を見つける事が出来ました。

そんな折、半年程前八千代オイコスに誘われ、何も分

その結果、八千代は「東京のオアシスになる」でした。

からないままメンバーに加えて頂きました。たまたま入会

東京から車で１時間の距離にあり、新川の周りの素

直後の活動が田圃で生まれて初めての田植え作業でし

晴らしい田園風景、豊かな緑、豊富な農産物を八千代

た。

のシンボルにして行く事、八千代が八千代らしく残るこ

それからは田圃の草刈や、花輪川の掃除等通じて皆

とだと結論付けました。八千代市に関わって行こうと思

と一緒にやる度に、メンバーの皆さんと溶け込んで行き

い始めたのが１６年前、地域の或るサークルに参加し少

ました。作業はどれも大変ですが、汗を流した後の心地

しでも素晴らしい八千代を残していきたいと言う思いが

良い疲労感をあじわっています。

私の中で今、ホタル・田んぼ・畑につながっています。

最近７０の手習いで家内の趣味の絵の世界にと水彩

この数年間地域の青少協にも係わらせてもらい、一

画に取組み始めました。楽しみながらと言いたいですが

生懸命勉強する子どもたちが増えていますが、経験か

苦戦奮闘です。 楽しみながら描ける日の為に。

ら学べる場が少ないように感じました。
“色々な経験から裏打ちされた学問は揺るがない”と
思い、子どもも大人も楽しく学び経験できる「場」作りを
進めながら、この素晴らしい八千代を、このオイコスで
沢山の人と出会いながら作っていきたいと考えておりま
す。“地域は人を創り・人は地域を育てる”

▲愛犬リュウ君と
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

子どもたちが遊びの中から環境を考え、たくさんの気づき
があった「川の学校」
。きっとこの体験は夏の宝物になった
ことでしょう。そんな思いを乗せた歓声が花輪川をよみがえ
らせるに違いない（ＴＡＮＡ）

