今年の竹炭焼は５月２６日（土）〜２７日（日）に、
佐々木 秀三会員宅の常設釜で実施しました。材料の
孟宗竹は昨年１２月に神久保で切り出し、小屋内で自
然乾燥した竹を使いました。
初日は丸竹と割り竹を一斗缶に詰め込み、残った丸
竹は新聞紙に包み束ねて、計１２缶釜内への詰め込み
作業もスムーズに進み、約２時間で釜の密閉まで終わ
り正午には点火出来ました。いつもの通り温度管理を
しながら窯出し口排ガス温度 １００〜１１０°Ｃに
キープし１日目を終えました。２日目は早朝からスタ
ートし、早くも８：３０には排ガス温度 ３００°Ｃ
で炭化終了して、その後は自然冷却させ６月２日（土）
に釜出しを行った。炭化は旨く行われており光沢の良
い硬さも有る竹炭ができました。竹炭の工芸品を作っ
てみたいと云う会員の言葉も楽しみです。
今回は初めて経験する会員や他の団体の人も参加し
て一緒に活動し、楽しさや喜びを共有出来た事が収穫
であった。今後も輪を広げ交流と共に技術の向上を図
っていきたい。
（ 島 ）

高秀牧場さんには日頃から我々の活
動にご理解とご協力を頂いており、３月
の「菜の花エコウォーキング」、その他
のオイコス主催事業にも搾り立ての美
味しい牛乳を提供して頂き、一般市民の
参加者からも好評を得ております。

キツネノカミソリ

平成 24 年 9 月 15 日発行

第 21 号

NPO 法人八千代オイコス
http://www.yachiyo-oikos.jp/

印旛沼のあれこれ **第８話 「印旛沼と流入河川の水質」**
西印旛沼（師戸城址より望む）

印旛沼の水質についてＣＯＤ（化学的酸素要求量）を指標として、その経年変化を見ると、環境基準（ＣＯ
Ｄ：３ｍｇ/Ｌ以下）での全国湖沼水質ワーストランクでは、平成１８年度 ４位（８，６ｍｇ/Ｌ）
、１９年度
１位（１１ｍｂ/Ｌ）、２０年度は６位（８．５ｍｇ/Ｌ）と改善されたが２１年度 第５位（８、６ｍｇ/Ｌ）、
２２年度は第５位（８．９ｍｇ/Ｌ）と横ばいの状態にある。
【全国湖沼水質（ＣＯＤ）ワースト５の推移と印旛沼（１部抜粋）(単位:ｍｇ/L）】
年度

作業が終わってほっと一息

新入会員さん大奮闘！

「広報やちよ」８月１５日号からの転載。

暑い日が続く中、今年４回目の農業体験を行いました。６月の体験は
草取りとジャガイモの収穫、７月はトウモロコシの収穫・少ないが枝豆
の収穫を分け合いトウモロコシ畑の整地を行ってきました。夏の最中８
月５日の作業、農家の人は朝早
く畑に出て９時頃から朝食を
取り夕方からまた畑に出るの
が普通ですが、農業体験はそう
もいかず９時から１１時まで
の暑い中、さつま芋の蔓返しと雑草取りを皆で行いました。お父さん
やお母さんの作業の姿を子供達が見て一緒になって行う事はめった
にないことだと思います。農業の大変さを実感し、汗をかき休憩した
所で、畑のスイカを皆で食べ作業を終了しました。ご苦労様でした。
１０月は落花生の収穫とさつま芋の収穫をし農業体験コースの終
了となります。

このさつま芋と・落花生（茹で落花生はオオマサリと半立、両方収穫可）の収穫体験コースは、団体・
個人共現在募集中です。（金室）
【問い合わせ・申込先】 畑の学校担当：平田
メール：ymhirak@yahoo.co.jp 電話：090-1103-8995

編集後記
今年の夏は「川の学校」が中止となり大変残念でした。
来年は再開できるようにする事がスタッフ一同の思いで
す。とりわけ降雨量が平年の１５％と少なく、猛暑日が
多くて寝苦しい日が続きました。何とかこの夏を乗り切
ったスタッフ一同、秋〜冬のイベントの準備に入ってい
ます。
（ＴＡＮＡ＝Ｈ）

発行責任者：川瀬

純一

事務局＆問合せ：小原

翔

：047-450-4663
mail：info@yachiyo-oikos.jp

ワースト

1位

2位

3位

4位

5位

2001(昭和 13)
佐鳴湖(12）
手賀沼（11) 印旛沼(9.5) 春採湖(9.2)
伊豆沼(8.8)八郎潟(8.8)油ヶ淵(8.8)
2002(
14) 佐鳴湖(11）
印旛沼(9.1) 長沼(9.0)
児島湖(8.9)
春採湖(8.7)
2003(
15) 佐鳴湖(12）
伊豆沼(10)
油ケ淵(9.1) 長沼(9.0)
印旛沼(8.6)
2004(
16) 佐鳴湖(11）
伊豆沼(9.6) 印旛沼(9.4) 手賀沼(8.9)
長沼(8.5)
2005(
17) 佐鳴湖(11）
伊豆沼(10)
長沼(9.0)
油ヶ淵(8.6)
春採湖(8.4)
2006(
18) 佐鳴湖(11）
伊豆沼(9.0) 八郎潟(8.8) 印旛沼(8.6)
北浦(8.4)
2007(
19) 印旛沼(11）
北浦(9.5)
佐鳴湖(9.3) 常陸利根川(8.8) 春採湖(8.7)
2008(
20) 伊豆沼（9.5） 北浦(9.3)
春採湖(9.2) 佐鳴湖(9.0）
常陸利根川(8.7)
【備考】①春採湖(北海道)、伊豆沼(宮城県)、児島湖(岡山県)、長沼(宮城県)、佐鳴湖(静岡県)、油ヶ淵(愛知県)
八郎潟(秋田県)、北浦(茨城県)、常陸利根川(茨城県)
②2005 年度(平成 17 年度)の印旛沼のＣＯＤ：8.1ｍｇ/ℓ
（全国湖沼水質ワースト 8）
③2008 年度(平成 20 年度)の印旛沼のＣＯＤ：8.5ｍｇ/ℓ
（全国湖沼水質ワースト 6）

印旛沼に流入する河川の最近１０年間（平成１２〜２１年度）における水質（ＢＯＤ）を見ると、１２年度
以降は、鹿島川、高崎川、手繰川、師戸川及び桑納川の５河川で環境基準を達成している。しかし、神崎川は
環境基準を達していなく、新川は年度によってＢＯＤの変化がみられ、環境基準の達成には不安が残っている。
一方窒素は、リンについては全ての河川で印旛沼の環境基準を大きく上回り、この１０年間において大きな
改善見られない。
印旛沼及び流入河川における水質汚濁をもたらす社会的条件としては、土地利用、産業構造の変化、及び流
域人口の生活排水処理施設などのインフラ整備状況が考えられる。なかでも特に土地利用の変化に伴って変化
を強いられる系別汚濁発生源（生活系、産業系、自然系）と、生活排水の形態別処理人口（公共下水道、農業
集落排水処理、浄化槽処理、肥料等の自家処理他、生活雑排水の未処理放流）に起因する水質汚濁の影響は極
めて大きい。
（田邉）
資料：
（財）印旛沼環境基金発行「いんば沼のはなし」より抜粋
屋形船

屋形船による印旛沼見学会〜主催

財団法人

印旛沼環境基金〜

毎年一般市民に呼び掛けて行っている、
「屋形船による印旛沼見学会」に応募し、初めて参
加しました。８月２日（木）ＰＭ ２：００に「佐倉ふるさと広場」の船着き場を＊さくら
丸と遠部丸＊の２隻で出港し、大人、子供を含め約４０名の方が乗船しました。 当日は夏
の暑い日でじりじりと太陽が照りつきましたが、沼の上は涼しげな風を切り一時の涼を味わ
えました。主催者から説明する方が乗船し、沼の歴史、由来、現況などの話が有りました。
沼の水深は１ｍ７０〜２ｍ５0 で、岸に向かって「オニビシ―
―マコモ――ガマ．ヨシ」の水草が繁殖しているが、透明度は４
０〜５０ｃｍと濁っている。オニビシは水面に葉が一杯広がり太陽の光が深く届かない為、駆除
をしているが手間が掛るようです、今日も特殊な駆除船が稼働していました。沼から見た周辺の
景色は丘陵地帯ばかりであまり変化が見られません。川鵜が漁網を干している杭に沢山羽を休め、
白鷺が岸辺で餌を取っている光景や、上空にはトンビらしき鳥が舞い、オニヤンマのつがいが船
に沿って飛んでいる姿を見ると、居ながらにして自然を満喫していました。約１時間の乗船もあ
水面に広がるオニビシ
っという間に終わり貴重な体験をさせて頂きました。
（田邉）

石神谷津

里山に生きるホタル
恒例のオイコス主催のホタル鑑賞会が８月５日（日）、市内

オイコスホタル調査班レポート

北西部の＜石神谷津＞で開催されました。
暑い夏の夕暮れ、親に手を引かれた小さな子ども達も沢山参加
してくれました。（参加者４２名）
あぜ道の下の草叢で最初の一匹が小さな黄色の光を放つホタ
ルを見つけると、参加者から大きな歓声が沸きあがります。次
から次へと光り輝く数が増すと、何故か私達日本人のはるか
昔、子どもの頃の様々想い出につながる風景を思い出させるの
が不思議です。
人とホタルのつながりは遠い昔平安時代には「蛍見」と称し、
＜枕の草紙＞清少納言

八千代のホタル〜生息地点の推移と変化〜
八千代市に生息するヘイケボタルは主に水田や水路、湿地で生活します。タニシやサカマキガイ等を食料とし、
コケや草、刈入れ前の稲に卵をうみつけます。幼虫は水田の湿地や水路で冬を越し、夏に上陸し、蛹になり羽化
します。その昔、農業の機械化が進む以前は八千代市内のどこの田圃でもホタルは沢山観察されました。八千代
市の稲作は昭和後期から平成にかけて大型機械化が進み、「農地改良」による水田の乾田化、大規模化が急激に
進んだこと、また東葉高速鉄道の開通に伴い、ホタルには最適だった谷津田は埋められ、住宅開発が進められた
こと等により、ホタルの数は激減してしまいました。私たちは平成 6 年から毎年八千代市内のホタルを観察して
いますが、その頃の記録を見ると、まだ八千代市内の谷津や水田で多くのホタルを観察することが出来ました。
地図と別表を参照すると、平成 6 年〜16 年の 10 年間よりも 16 年〜24 年までの 8 年間のほうがその数を大きく
減らしていることが解ります。このまま放置すれば 10 年を待たず、八千代市内の自然に生息するホタルは絶滅
してしまうかもしれません。（小原）

ホタル観察実績表比較（単位＝観測地点数）
100 匹以上
99〜50 匹
49〜30 匹
29〜10 匹
10〜1 匹
確認箇所
消滅箇所

平成 6 年

平成 16 年

平成 24 年

4
7
6
9
9
35

3
3
3
9
4
22
13

1
0
3
4
3
11
24

に夏の夜のホタル飛び交う風情が記

され、江戸時代になると「蛍狩り」と親しまれ浮世絵にも描写
されたりと親しまれてきました。
「細雪」谷崎潤一郎著の三姉妹等が蛍狩りに出かけた夜の暗闇
に羨ましい程の数のホタルが飛び交う場面には今ある風景の
様に引き込まれます。又
原作

アニメ映画「火垂るの墓」野坂昭如

の最後のシーンでホタルが乱舞する場面には涙が止ま

りませんでした。
日本国内で見る事の出来るホタルは南西諸島を除いて９種
類とされています。
（世界では２０００種程棲息）
その中でも私達の周りで見る事の出来るホタルはゲンジボ
タル、ヘイケボタル、ヒメボタル程度でしょうか。とりわけ八
千代市内には里山の田んぼ、流れの穏やかな小川に棲むヘイケ
ボタルが今の環境になんとか生き延びて暮らしています。
八千代の自然環境が保たれ、豊かな生態系が維持できる事が
情緒豊かなホタル飛び交う里が守れるということを皆んなで
努力して行きたいものです。

（川瀬）

＊キツネノカミソリを見つけました＊
八千代市内ではなかなか見られなくなった「キツネノ
カミソリ」を、花輪川で見つけました。
毎月

第２日曜日の午前中は花輪川と遊歩道、花壇の

清掃・草刈り・整備が定例作業ですが、今回草深い場
所でオレンジ色の可憐な花を１０数本発見しました。
この花は生育している数が大変少なくなり、大切に
保存をしていきたいと思います。
（スタッフ一同）

身近な所でホタルを見ました
先日は大変お世話になりました。私自身は以前に県外在住の際にホタル
を見た事があったのですが、今回は娘にとっては初めての体験であり、
とても良い経験に成りました。私がホタルを鑑賞した頃は車で２時間以
上掛けて生息地まで行ったものですが、地元で普段生活している所から
わずか数キロの所に、ホタルが生息していると云う事実に大変驚きまし
た。
２０数年前に両親と共に八千代市に転居してきましたが、その後大学
進学や就職等で永く八千代市を離れており、３年前に八千代市に戻って
まいりました。２０数年前とはすっかり風景が変わってしまっています
が、身近な所に未だ自然が残されている事を嬉しく思いました。それと
同時にこの自然がいつまで保たれるのだろうかと、色々と考えさせられ
ました。観賞会の際には、東葉高速線の開発前には、周辺にホタルが乱
舞していたと云う事や、ホタルの雌雄の見分け方なども丁寧に説明して
頂き有難う御座いました。娘も大変興味を持ったようです。娘には出来
るだけ自然に触れる機会を作ってあげたいと考えていますので、今後も
ぜひ参加をさせて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。
（中町 康人）

「ホタル観察会に参加して」
8/5 の夕暮れ時に貞福寺の駐車場に集まった人々。皆、ホタルを見るのを楽しみにしている。私
のグループは三家族・総勢 10 名。大人５人・小学生３人・幼稚園年長２人。以前八千代に住ん
でいたが、引っ越して今は横浜に住んでいる陽希君は、千葉の大多喜で既にホタルを見ていたが、
他のメンバーはホタルを見るのは今回が初めて。オイコスの方々に案内して頂き出発。途中、八
千代は昔、北条氏と上田氏の合戦の場となり、お城もあった等のお話を聞きながら進む。山があ
り、田んぼが広がる谷津に到着。ワクワクして田んぼのあぜ道に入る。少し進むと・・・いまし
た！チカチカと光る蛍が。最初は少しでしたが、奥へ進む毎に光が増えて来て、ふわーっと飛ん
でいる様子も見えました。良く見ると足元にも光があります。子ども達はそうっと捕まえて手の
ひらに乗せます。
「メスにはお尻の裏に 1 本の線（発光管）があり、オスは 2 本。飛んでいるの
がオスでじっとしているのがメス。
」等も教わりました。
「ホントだ２本線がある！」等の声があ
ちこちで上がりました。小学生の漢多君は「思っていたより小さくてびっくりした。
」と言って
いました。八千代で見られるヘイケボタルの大きさは７ミリ程で小さく、ゲンジボタルは 1.5 セ
ンチ位で大きいそうです。５歳の娘も「4 匹捕まえた！」と喜んでいました。観察したら、また
ね！と逃がします。藤原さんのご主人は「八千代の宅地開発で、年々ホタルが減って来ていると
いう現状を聞いて驚いた。また来年もホタルを見たい。」とお話ししていました。いつまでもこ
の風景を残して行きたい。と私も思います。川の環境保全に取り組んでいらっしゃるオイコスさ
んの活動に感謝しつつ・・・来年もホタルに会えますように。
（瀧沢久仁子）

