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創立２0 周年記念誌の発行にあたって
大堀川の水辺をきれいにする会
代 表

小 林

と し え

１９９７年３月の発足から本年で２０年を迎えることになり、７代目の代表である
私にとっては、当初より参加していることもあり感慨深いものがあります。
初代代表の寺尾さんから北柏のとある事務所に、大堀川の第一回清掃チラシの印刷
と打ち合わせ場所の要請があったことが私と当会との最初の出会いでした。
「大堀川の
ゴミ拾い？」との思いはありましたが、清掃後のゴミの山にビックリしました。
あれから２０年、継続は力なりと言われますが、大堀川をきれいにしたいという会
員の思いの現れだと思います。毎年春は北柏ふるさと公園、秋は高田緑地で市民の皆
さんや地域の企業、町会の参加を得て大清掃活動を行っています。12 月には「美し
い手賀沼を愛する市民の連合会」との協働で統一クリーンデイでの清掃活動、
「大津川
をきれいにする会」との合同清掃が当会のゆるぎない年間行事となっています。
また、当会会員による月例活動として、大堀川に架かる主に 14 ヶ所の橋と橋の間
の清掃、毎月第４土曜日の定例会、木崎橋近くの水辺花壇の手入れ（当会１０周年記
念として柏市に寄贈した桜５本と併設）等を行っています。
このような当会の活動が認められ、２０１６年６月に環境大臣から「地域環境美化
功労者」
、国土交通大臣から「みどりの愛護功労者」として表彰を受けました。同年１
２月には柏市社会福祉協議会から住民福祉活動功労者の表彰を受ける等当会の 20 周
年を祝っていただいたような思いです。
昨年は、柏市立第四小学校 4 年生の児童全員が地域学習として大堀川を課題に取り
上げ、４つのクラスで当会の会員が講師を務めました。その後「四小まつり」で大堀
川について子どもの目から見た思いを発表してくれました。大堀川はいつまでも地域
の人達に見守られる川であって欲しいと願っています。
２０周年記念誌に皆様からお祝いの言葉をお寄せ
いただいたこと、また長年にわたり伊藤ハム株式会
社様・ヨシザワＬＡ株式会社様など多くの皆様に支
えられ活動を続けてこられたことに感謝申し上げま
す。今後ともご支援ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
最後に、大堀川がごみのない清流になることを願
いつつ、２０周年記念誌発行の挨拶といたします。
２０１７年
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吉日

ご祝辞
柏市長

秋 山

浩

保

「大堀川の水辺をきれいにする会」設立２０周年を心
からお喜び申し上げます。
「大堀川の水辺をきれいにする会」におかれましては
平成９年，会を設立以来，市民と共に活動することを理
念に，地域身近な環境保全活動を２０年の長きにわたり積み重ねられ，これら多様な
活動は地域の皆様はもとより地域環境功労者として平成１９年に千葉県知事表彰を受
賞され，昨年には環境大臣表彰を受賞されるなど多くの方々から高く評価をされてこ
られました。
これもひとえに会員皆様方の大堀川や手賀沼とそこに広がる豊かな水辺を愛する熱
い想いによるご尽力の賜であり，深く敬意を表しますとともに心から感謝申し上げま
す。
昭和４０年代以降，大堀川は，市域中心部を東西に配する市民生活に欠くことので
きない河川でありながら，急速な都市化の進展に伴い，生活雑排水の流入や廃棄物の
不法投棄などにより，手賀沼とともに水質汚濁や河川環境の悪化が進むなど大変憂う
べき状況が続いておりました。
このような中，地域の水辺環境を市民自らの手で取り戻そうと皆様が立ち上がられ，
今日に至るまで市民はもとより事業者や行政と広く手を携えながら地道な環境保全活
動を継続された結果，今では水辺でのジョギングや春には川面に映える桜並木の散策
など，広く市民の癒しや憩いの場として，市街地に介在する貴重な水辺空間として愛
され親しまれるまで蘇ってまいりました。
現在，市では第五次総合計画に基づき「地域の魅力や特性を活かし，人が集う活力
あふれるまち」を重点目標の一つに掲げ，子どもから高齢者に至るまで，多世代がに
ぎわいを楽しめる魅力あるまちづくりをすすめているところです。
まさに皆様方のこれまでの活動が本市のまちづくりの先駆けであります。今後も引
き続き，次世代へ美しい環境を引き継ぐため，貴重な環境資源の保全や回復，創造に
向けた市民活動の範となるよう活動を継続されますことを大いに期待をしているとこ
ろです。
結びに，
「大堀川の水辺をきれいにする会」が２０周年の節目を迎え，今後一層のご
発展とともに会員皆様方の益々のご健勝とご活躍をお祈り申し上げ，２０周年記念誌
に寄せてのお祝いの言葉といたします。
平成２９年
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吉日

２０周年おめでとうございます
美しい手賀沼を愛する市民の連合会
会長 八鍬 雅子

もう２０年になるのですね。貴会が出来る時「なぜ汚
い川へ入って重たい自転車を引き上げるのか」と寺尾さ
んに尋ねました。
「みんなが、川をきれいにしたいと思っ
ているからです。
」と明快なお答えがありました。朝 散歩をしていて、粗大ごみを見
つけると引き上げずにはいられない、すばらしい方たちが集まって、発足されたので
すね。
しかし２０年間休まず、くじけず続いてきたのは、きっと楽しいことが、沢山あっ
たからと思います。めずらしい生き物の発見や、こども達の歓声や、なによりもゴミ
の量の軽減など、目に見えてきれいになっていく、大堀川に魅せられて、すばらしい
仲間との楽しい会話などだと思います。
貴会の活動があっての大堀川です。活動を休めば悲しいけれど元に戻ります。大堀
川河口では、ナガエツルノゲイトウの群落が、いくつも繁茂しています。美しい手賀
沼を愛する市民の連合会では、貴会をはじめ、会員団体と協力して重機による、引き
抜きをしましたが、それでは、一時的に発生を遅らせるだけした。人の手による引き
抜きをして、ナガエツルノゲイトウを、もっと良く知り、退治したいと、思っていま
す。どうぞ、これからも、ご一緒に、大堀川、手賀沼をきれいにして行きましょう。
２８年度、沢山の、表彰、受賞をされましたね。おめでとうございます。
これからも、がんばって活動を続けて下さい。

２０１７年
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吉日

二十周年記念誌に寄せて
大津川をきれいにする会
会長 長原 邦子

大堀川の水辺をきれいにする会創立二十周年おめでと
うございます。二十年とは本当に素晴らしいですね。過
ぎてしまえばあっという間なのでしょうが、その時々で
は大変な思いをされたこともおありだったでしょうね。でも、皆さまの「和」が活動
を続けてこられた一番の要因でしょうか。素敵ですね。
私が大堀川に出会ったのは、当会の前会長中村さんが生前まだまだお元気だった頃、
会のウォーキングで北柏から流山まで大堀川沿いを歩いたことを思い出しました。広
くてきれいな川で遊歩道には一休みするベンチもあり、うらやましくなりました。草
地で休憩している時に川の反対側の小枝にカワセミを発見、いち早くカメラを取り出
し撮ったのですが、小さなデジカメだったのでズームがあまりなく、プリントした写
真を見てがっかりしました。これが一眼レフを購入するきっかけになりました。望遠
レンズを付ければあのカワセミもきれいに撮れたのに・・・それ以来このカメラで清
掃活動を撮り続けていますが、残念ながらカワセミは未だに撮れていません。
清掃活動と言えば、大堀川の清掃に参加し、ボートにも乗せていただきました。川
から外の景色を見るのも中々いいなと、ちょっと遊び感覚の気持ちになりわくわくし
ました。清掃活動終了後の懇親会も皆さん優しい方ばかりでとても楽しいひと時でし
た。又、大津川での清掃活動は大堀川と違ってみんなが見える範囲での場所なのでカ
メラのレンズから覗くと水色の帽子とブルーの帽子が入り混じっての作業でとてもい
い雰囲気でした。
お互い高齢化が進み（すでに後期の方も多いいのでは？）いつまで継続できるかわ
かりませんが、続く限り兄・弟の関係を大事にしたいと思います。皆様には健康に留
意され、一年でも長く楽しく頑張ってください。
二十周年心からお喜び申し上げます。
２０１７年
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吉日

大堀川の水辺をきれいにしよう！！

大北寛さんの撮影写真
をお借りしました
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２

１．２

これはどうなっているのかと休み明けに市

当会の誕生

役所に電話で聞いてみました。すると大堀川の

この会は１９９７年（平成９年）３月に初め

管理は千葉県の仕事で、市は関係しないという

て清掃活動を行ったことが始まりですが、その

返事です。ではと探し回って見つけた県の担当

きっかけはその年の正月にありました。

部署に聞くと、護岸の安全や洪水対策が主な仕

発起人となる寺尾の家に他県の親戚一家が

事で、住民が捨てたゴミの清掃などは県の管理

遊びに来て、たまたま手賀沼の話になりました。

業務にありませんと言う。それでは、この見苦

沼に入る辺りの川に３羽のカモが居着いてい

しいゴミはどこも手を付けないのかと驚きま

るよということから、皆で見に行くことにしま

した。

した。頭がきれいな緑色をした雄のカモをリー

丁度、町会の新年会があったのでこの話をす

ダーにいつも連れ添って泳いでいるのです。両

ると、山歩きをしている人が、尾瀬沼などでは

岸にまたがる広々としたふるさと公園と合わ

登山団体の呼びかけで清掃活動があり、自分も

せて、地元で自慢のできる場所と思って出かけ

参加したという話をしてくれました。

ました。

なるほど、らちの明かない行政に頼らずに、
市民の協力でゴミの除去はできるかもしれな
い。しかし、一人ではどうにもならず、どこか
応援してくれる団体はないものかと考えてい
たところ、北柏の駅近くで「市民ネットワー
ク・かしわ」の看板を見つけて飛び込み、運営
委員会で構想を説明すると快く後援をしてく
れることになりました。一方、計画する中核メ
ンバーを集めようと川沿いの土手に立て看板

当時の人気者の３羽のカモ (1997.3)

を立て、呼びかけ文と連絡先を表示したところ、
早速７名の方から参加の連絡をいただきまし

しかし、出迎えてくれたのは３羽のカモだけ

た。

ではありませんでした。よどんだ水面から頭を

十分な手応えを感じて、市役所の環境関係の

出した自転車のハンドルや車輪、投げ捨てられ
たビニール袋、漂っている飲み物容器・・・。

部署と千葉県の土木事務所に、およその計画を

甥っ子、姪っ子が「なるほど、手賀沼は汚い。

説明して了解を得た上、実施に向けた第１回準

確かに日本一汚い」と大声ではしゃぐ始末でし

備会を２月１６日（日）、市民ネットの事務所

た。

を借りて開きました。８名の参加者で検討事
項：作業日時・作業範囲・作業方法・役所等連
絡先・道具作り・呼びかけ・広報・ご苦労会・
駐車場・班編成等を逐一審議決定し、現地の確
認も行いました。
こうして合意された計画に基づき、３月２３
日（日）の実施日に向けた個々の準備に走り出
しました。市の広報紙へ掲載依頼をすると共に、
建設省北千葉導水路出張所、千葉県東葛飾土木
事務所へ実施内容を説明。道具の確保に地域に
ある松村組機材センターや矢内建設工業を尋
公園前のゴミ

北柏橋のバイク

ね、ロープやシートの借用、古ベニヤの提供等

３

の協力をいただきました。また、使用した工場

計画の中身が固まったところで、作業の参加

用水を浄化後大堀川に排出している地元の食

者を募集するチラシを作成・印刷し、市役所の

品工場：アサヒ飲料と伊藤ハムに、作業の後の

関係部署・新聞社・学校・近隣の住戸等に配布

ご苦労会に製品の提供をお願いしたところ、快

しました。また、ふるさと公園など人の集まる

く了承され感激したものです。これら週日の交

場所に立て札を立て、雨に濡れない工夫をして

渉には、退職している寺尾と専業主婦２名が当

持ち去れるように配置したところ、日に日に枚

たり成果を得ました。

数が減って関心が寄せられているのが分かり
ました。

一方、川の中に捨てられた自転車や淀みに浮
かぶビニール袋などを、岸から安全に取り去る

いよいよ作業日１週間前の日曜日、総勢９人

工夫が必要でした。町中で見かけた竹薮の持ち

の同志が集まり第２回目の準備会を開いて、最

主を訪ねて採取の了解を取り、休日に皆で手頃

後の打ち合わせをしました。道具を含め準備し

な太さで長さのある竹を２０本ほど切り出し

たことを皆に説明した上、進行手順・タイムス

て枝を払い、大堀川の岸辺に運びました。移送

ケジュール・本部要員と作業班リーダーの割り

には矢内建設工業の社長さんが、直々に大きな

振り・作業の注意点・ゴミの集積場所・ご苦労

トラックを運転してくれて大助かりでした。そ

さん会などを確認しました。

こで竹竿の先端にホームセンターで見つけた

こうして迎えた作業日当日は、朝の内小雨が

鉤（かぎ）型の金物を取り付けました。この竹

ちらつく生憎の天気でしたが、集合場所には

竿で離れたゴミを引き寄せ、あるいは鉤のつい

続々と人が集まり、開始予定時には７６名を数

たロープの先端を自転車などに届かせようと
考えたのです。
しかし、岸から離れたゴミも多く、何とか舟
が借りられないかと思いました。川の岸に釣り
用と思われる小舟が繋がれており、釣り人に尋
ね回って持ち主を見つけて交渉したところ、当
日自分で船を出してくれることになりました。

バイクの引き上げ (1997.3)

案内チラシの裏に描いた「作業の要領」
（掬い網、鉤付き棒、舟とロープなど
川辺からの自転車の引き上げ (1997.3)

４

じられたものです。

えました。６班に分かれての作業は順調に進み
ましたが、予想以上にきついところもありまし

４月１３日（日）に「大堀川ゴミ除去作戦を

た。長い竹竿と松村組から借用した太いロープ

楽しく振り返る会」を開催した折り、撮影され

は水中の自転車などの引き上げに威力を発揮

たビデオを見ながら「また来年もやろうよ」と

し、次々と大きな獲物を捕らえましたが、半分

いう声が揚がり、この会が発足した次第です。

泥に埋もれているものやスクーターなどの大
物を高い岸に上げるのは、若者数人の力が必要
～／～／～／～／～／～／～／～／～／～

でした。参加された柏日体高校の先生・生徒十

朝日新聞千葉版で採り上げられた

数名が各所で見事な活躍をしてくれました。
ふるさと公園前の広い水面には、小舟が出動
して乗り込んだ参加者の手で離れた浅瀬に打
ち上げられた漂流物が取り除かれました。
こうして２時間の作業の末、引き上げた自転
車４４台、オートバイ・スクーター数台、古タ
イヤ数本、拾われたゴミを入れた袋多数という
戦果でした。ゴミ袋や自転車などはごみ収集車
が近寄れる道路脇数箇所に集めて作業を終え
ました。

泥の中から引き上げた自転車 (1997.3)
参加者は見違えるほどきれいになった水辺
を見ながら柏ふるさと公園に集まり、そこのあ
ずまやでご苦労さん会を開きました。ビールと
おむすびは有料でしたが、地元食品会社から寄
贈されたお茶やハムは無償で皆さんにふるま
われて喜ばれました。疲れたが一仕事やり遂げ
第１回の大堀川清掃（1997.3）

た爽快感があるねとの評判でした。天気は何と
か持ち直し、ゴミの無くなった広い水面を３羽

（寺尾・木村記）

のカモが悠々と泳いでいたのが印象的でした。
この件は、翌日の朝日新聞千葉版に「市民７
０名が大堀川清掃」として写真入りで大きく報

５

１．３

市民参加の大掃除

（１）ゴミ除去大作戦から
当会は１９９７年発足以来、毎年春先（３月
頃）に一般市民にも広く声掛けして、大堀川の
大掃除を実施してきました。
初の大掃除は「大堀川のゴミ除去大作戦」と
して７６名の方に参加頂きました。
（前節参照）
その翌年からは「春の大堀川クリーン大作戦」
と名称を変更し、２００３年からは「春の大掃
除」として現在まで継続してきました。

ご苦労さん会の様子

(2007.12)

当初は年に１～２回であった清掃活動も、会
員数の増加に伴い増えてきて、２００５年から

「これが楽しみで・・」という声を聞くこと

は会員内で世話役を決めてほぼ毎月実施する

を嬉しく思います。２０１０年の秋の大掃除に

こと（月例清掃）も行っています。

は、前年に市長に就いた秋山浩保市長も参加さ
れ、胴長を着用しての川掃除も体験頂き、当会

２００１年からは「秋の大掃除」も実施する

の活動に対して理解を示して頂きました。

ようになり、広く呼び掛ける活動が年に２回に
なりました。参加者数の推移については、別頁
の「２．１ 参加者数の推移」をご参照下さい。
毎月実施する月例清掃も一般市民の参加はも
ちろん自由ですが、春秋については数百部のチ
ラシを配布して、広く呼び掛けています。この
活動を現在まで継続できたことには、協賛頂い
た企業様の存在があったからこそと考えてい
ます。現在まで、継続してご支援いただいてい
る企業様に心より御礼を申し上げます。
出来るだけ多くの方に参加頂き、印象深いイ
ベントとしたいとの考えから、当初よりご苦労

胴長で奮闘する秋山市長 (2010.11)

さん会を実施して好評を博したことから、その
後も定番として定着することとなりました。

（２）初の試み

２００３年からは毎年末に実施されている

前記の春・秋の大掃除や手賀沼統一クリーン

美手連（美しい手賀沼を愛する市民の連合会）
主催の「手賀沼統一クリーンデイ」にも参加す

デイ以外に市民の皆様の協力を頂いて実施し

ることとなりました。当会は柏地区を担当する

たイベントが一度だけありました。
それが２０１２年２月に実施した「高田緑地

こととなり、春秋の大掃除と同様に一般市民に

対岸の水辺階段の土砂除去」でした。高田緑地

呼び掛ける活動になりました。

側の水辺階段は、水辺まで楽に降りていくこと

２００７年からは手賀沼統一クリーンデイ
でもご苦労さん会を実施することとなりまし

が出来て、水に親しむことが出来るのですが、

た。

対岸の水辺階段は、いつの頃からか下段には土
砂が堆積し、夏には堆積した土砂にオオブタク
サなどが繁茂しうっそうとした状況になって

６

勢４８名が集まり、約２時間強をかけて、人海

いました。

戦術で階段部分の土砂を両側に除去すること

対岸側に柏厚生病院が移転してきてから、こ

が出来、所期の目的を達成出来ました。

ちら側の土手道を利用する人が増えてきたこ
ともあり、会員の誰からともなく土砂除去作戦
の待望論が出てきました。

土砂除去完了
土砂除去前の様子

（４）創立１５周年イベントへ
ただ、土砂量は大量であり、通常の月例清掃

２０１２年度は、当会の創立１５周年に当た

で集まる会員だけでは、人数的にも体力的にも

ります。実は、高田緑地の水辺階段の土砂除去

到底不可能であると考えられたため、予め近隣

の話が出てきた頃から、１５周年の記念イベン

の団体に実施目的を説明して協力をお願いし

トは「水辺のコンサート」が良いのではという

ました。また、近くに会社がある千葉建設工業

意見が出ていましたが、土砂除去が概ね完了し

㈱様と高田近隣センターからは、作業に使うス

たことで、この意見も現実味を帯びてきました。

コップ、つるはし、バケツ、一輪車等をお借り

１５周年記念イベントとしては、千葉県環境

することとしました。

財団の助成金を利用して、Ａ５版の当会パンフ
レット 1,500 部を作成することと秋の大掃除
の実施時期に併せてコンサートを行うことが
決まり、詳細内容が担当者に託されました。
コンサート内容としては、様々な意見が出さ
れましたが、秋の大掃除の開催予定場所である
高田緑地にも近い柏市立柏第五中学校の吹奏
楽部と本拠地を柏市に置く和太鼓集団の呼魂
太鼓（こだまだいこ）が最有力となり、出演交
渉を開始しました。
柏第五中学吹奏楽部は、千葉県吹奏楽コンク
ールで常に上位であり、この年も金賞を受賞し

人海戦術の土砂除去

て本選出場を果たしているチームですが、校長
草木が枯れている冬季に実施することとし

先生、顧問の先生ともども快くコンサートへの

て実行日と設定した ２月１２日（日）は、快

参加を引き受けて下さいました。

晴に恵まれ、近隣４団体からの参加も含めて総

更には「街の宝物

７

大堀川」とのテーマにて

川掃除が始まりました。

の絵画制作についても、柏第五中の生徒さんに
お任せすることとなりました。
呼魂太鼓は、海外にも活躍の場を広げており、
柏まつりでもサンサン通りでの楽曲披露は注
目の的となっている集団です。たまたま、当会
の会員が太鼓のたたき手と同一町内に住むと
いう縁で、宗家を紹介して頂き、本コンサート
の趣旨を説明したところ、ご理解いただき、ボ
ランティア参加を快諾して頂きました。

（４）創立１５周年記念イベント当日
２０１２年１０月２７日（土）は、朝から願
水辺の絵画展「街の宝物

っても無い好天に恵まれました。もしも、この

大堀川」

日が雨天等で中止となった場合には、柏第五中
も呼魂太鼓の皆さんも予備日の確保が出来な

記念行事担当者たちは、会場準備、水辺の絵

い状態の一発勝負であったため、本当に胸をな

画展の掲示、呼魂太鼓からの太鼓受入れおよび

でおろしました。

配置、柏五中に赴いての楽器運搬、軽食(おにぎ
り)および飲料水準備等の役割を順番にこなし

恒例行事である「秋の大掃除」と記念行事で

て行きます。

ある「水辺のコンサート」を併せて開催するこ

午前１１時前には、清掃作業を終えた皆さん

ととなったため、担当者はそれぞれ自身の役割

が会場に戻り、おにぎり、お茶、１５周年記念

区分を理解した対応が求められました。

パンフレットの配布も終わり、「水辺のコンサ

大掃除は通常の開始時間よりも３０分前倒

ート」が始まることとなりました。

しして午前９時より開始されました。

まず、秋山市長にご挨拶いただきました。市

事前の宣伝活動が奏功したのか、過去最大と

長には、当会活動をご理解頂き、前年度時点で

なる２６７名の方々に参加頂きました。

当イベント
への参加を
確約下さい
ました。
コンサー
ト皮切りは
柏第五中の
吹奏楽です。
顧問の先生
の挨拶の後、
４５分間に
わたって４

楽器の運搬

記念パンフレット

３名の奏者
による「金賞」の演奏を楽しむことが出来まし

挨拶、清掃内容説明、ラジオ体操を終えて、

た。

事前に配員された６班に分かれて、当会の班長、

最後の曲目「March bou-shu（房州行進曲）」

胴長班と共にそれぞれの持ち場に移動しての

８

演奏の直前には、呼魂太鼓の数名が小太鼓を腰

も多くの地産野菜を準備したので、沢山の方々

に柏第五中の後ろに揃ってのコラボレーショ

に喜んでいただくことが出来ました。午後１時

ンが始まりました。この時には会場から大きな

半過ぎには、景品も底をつき、春の大掃除での

歓声が上がりました。

再会を約して散会となりました。

その後、大きな太鼓が整然と運び込まれて、
演目に応じたフォーメーションで身体に響く
演奏を体感することが出来ました。
演目の最後となる７番目は観客も参加出来
る「紅竜囃子（こうりゅうばやし）
」でした。
宗家の奏でる横笛の軽快なリズムと掛け声
による「三本締め」で爽やかな秋空の会場がひ
とつになることが出来ました。

地産野菜が景品のビンゴ大会

（５）市民参加の大掃除終了後の恒例行事
毎回、大掃除終了後は会場撤収後、資機材を
整理収納するため、当会の資材置き場である大
堀川河畔の風車小屋に集まります。資機材を洗
浄後、それらが乾燥するまでに行われる恒例行
吹奏楽と和太鼓のコラボレーション

事が「反省会」です。ご苦労さん会で余った食
材、飲料と世話役の判断で買い足した（アルコ
ール）飲料を前にして車座になって反省会が始
まります。次回以降の参考となる建設的な意見
が出ることもあり、忌憚のない意見交換がなさ
れて次に繋げていきます。

リズミカルな太鼓演奏
コンサートの内容については、本誌「１．８
広報・啓発活動」にも記載がありますので、併
せてご一覧下さい。
意見交換を行う「反省会」（2012.10）

コンサートが終了した午前１２時半からは、
恒例のビンゴ大会が始まりました。記念イベン

（深津記）

トとのこともあり、通常の秋の大掃除の時より

９
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大堀川と流域の生き物しらべ

（１）大堀川の水生生物
ａ）子供たちとの大堀川の生き物調査
川があれば誰でもどんな魚がいるんだろう
かと覗きたくなりますよね。最初は興味のある
会員で大堀川のあちこちを調べていましたが、
２００１年から７月の夏休み時期に子供たち
と一緒に行う大堀川生き物調査と称するイベ
ントを始め、以来ずっと毎年続けてきました。
開催場所は柏市北部から流れ下ってくる地
金堀（これも大堀川の一つです）が大堀川本流
と合流するところにある子供にも安全な浅瀬
で、毎回ここを使ってきました。
まず会員が本流の上流側と下流側の二手に
分かれ、それぞれに川幅いっぱいもある大きな
網を引きながら水面を竿で叩いて魚を地金堀
側の浅瀬に追い込みます。少しでも多くの魚が
捕れるようにと、この網の構造や追い込みの陣
形等には前年までの経験を生かして毎回のよ
うに改良を重ねて来ました。

コイを素手で抱きかかえる子もいました。
魚捕りが一段落したら魚を観察用の水槽に
入れてアドバイザーの先生から名前や特徴、生
態などを教えてもらいます。先生の都合がつか
ない時は、会員有志が魚の勉強をして危なっか
しい代役を務めることもありました。
俺これ知ってる！

な！・・・と声が上がります。身近な都会の川
に思ったよりずっといろいろな生き物がいる
と知って喜びも大きいようです。小さい子供の
魚も確認されるので大堀川にも子育てできる
環境が備わって来ているようだと先生から教
わって、清掃に励んできた我々会員も嬉しい気
持ちになりました。
この調査で確認された水生生物は、魚が１４
種、その他の生物が９種に及びます。
子供達にとっては、安全に川と魚に戯れ最後
にそっと川に帰してあげることで生き物との
共生を感じる貴重な機会になっていることで
しょう。会員にとっても魚の追い込みなどに張
り切る爽快なひと時です。

会員総出で魚の追い込み (2009. 7)

子供たちの魚捕り風景

浅瀬に追い込まれた魚を子供たちは歓声を
上げて追いかけ「たも網」などを使ってすくい
取ります。初めはおっかなびっくり及び腰の子
も一度魚が網に入ると俄然勢いが付き、びしょ
濡れも構わず追い回します。付き添いの父兄も
いつの間にかもう夢中です。どちらかと言えば
女の子の方が度胸があるのでしょうか、大きな

こいつ面白い顔してる

(2007. 7)

しかし２０１１年３月東北地方太平洋沖地
震に伴い発生した原発事故の影響を受けて柏
市内は広く放射能に汚染され、特に大堀川の河
川敷には雨水に運ばれた放射能を含むチリが
堆積したことで線量が安全基準を超えること
が明らかになり、子供たちへの影響を考えて２
０１２年から調査イベントを中止しました。そ

１０

の後開催地点の河川敷の状況を市のデータや

るんですかとよく聞かれます。興味のある方是

会員自身の測定でフォローしてきましたが、ま

非ご一緒に魚捕りは如何でしょうか。

だ基準を下回らない所があるため中止したま

ｃ）大堀川に生息する水生生物の一覧

まです。毎年７月が来ても子供たちのはしゃぎ

以上のこれまでの二つの調査で判明した大

声が聞こえない合流地点に立つと原発事故の

堀川に生息する生き物は下記の通りです。

影響の大きさが身に沁みますが、最近は線量レ
ベルが大分下がってきており、再開の時が近づ

魚類

いたかなと期待もしています。

コイ科

ｂ）柏市自然環境調査に伴う生き物調査

生物名
コイ、ゲンゴロウブナ、ギンブナ、ワ
タカ、タイリクバラタナゴ、ハス、オ
イカワ、モツゴ、ビワヒガイ、タモロ

２０１６年から柏市の自然環境調査が始ま

コ、ツチフキ、ウグイ、ムツギク、ス

りその中に水生生物も加わったのを機会に、自

ゴモロコ、以上１４種

然調査の主体となる柏自然ウォッチャーズと
いう団体と当会が協働して大堀川の水生生物

サケ科

サケ

調査を始めました。

メダカ科

ミナミメダカ

ハゼ科

ウキゴリ、クロダハゼ（旧名トウヨシ

調査方法はたも網、さで網で岸辺のガサガサ、

１種
１種

もんどり（餌を入れた魚捕り網）仕掛け、更に

ノボリ）、ヌマチチブ、

竿釣りなどまで駆使して魚や底生生物を捕ら

以上３種

え、柏環境ステーションのアドバイザーなどに

ドジョウ科 ドジョウ

も指導してもらいながら同定をしています。

その他の スジエビ、テナガエビ、シナヌマエビ、
水生動物

１種

各種トンボのヤゴ、ミズカマキリ、サ
カマキガイ、アメンボ、ウシガエル等
のオタマジャクシ、アメリカザリガニ、
ミシシッピーアカミミガメ 等など

ウォッチャーズと協働で水生生物調査

おとぼけ顔の代表、クロダハゼ類

６月から下流の地金堀合流点、中流の高田緑
地前、上流に近い青葉橋下の３地点で順に調査
を始め、本節（ａ）で述べた子供たちとの生き
物調査で分かった魚の多くが再確認され、ウキ
ゴリやシナヌマエビなど新たなものも見つか
っています。一方でモツゴなど以前に比べてと
見事な婚姻色をしたオイカワ♂

ても少なくなった魚種もあり、川の中にも変化
が起こっていると感じられます。
調査をしていると通りすがりの方に何が居

１１

（２）大堀川流域（陸上）の生き物観察会
当会員の中に柏市域の緑地の生き物の観察
と保全活動をしている柏自然ウォッチャーズ
に入っている者がおり、その縁で同団体の協力
を得て２０１０年に市民活動フェスタの協賛

地域の自然を大切に思っている方が多く、熱心
に耳を傾けてくれます。男の子は大体が植物よ
り木の幹や地上を動く虫が好きで夢中で追い
掛け回す子も沢山いますが、難しい虫がいると
先生役に図鑑との奮闘を強いていました。

イベントとして大堀川流域の陸の生き物観察
会を開催しました。子供たちも参加できるイベ
ントとして２０１５年まで続けていますが、市
民の皆さんに大堀川周辺の緑地のよさを知っ
てもらうよい機会と考えています。
観察会の場所は大堀川流域の代表的な緑地
である松ヶ崎城跡、篠籠田市民緑地、高田みど
りの広場等から選んだ１、２カ所と大堀川沿い
遊歩道を組み合わせたコースです。いずれも昔
は流域に連なる森林地帯で、大堀川の水を育み

内野の森で夢中で虫を追いかける子供達

かつその水の恩恵も受けて来た処で、現在は住
宅地の中で貴重な憩いの場を形成しています。
観察会の準備には大堀川の大掃除イベント

大堀川の土手には貴重種に類する生き物は

で培った経験が大いに生かされていて、観察の

あまりありませんが、秋にはヤマグワやカジイ

コース図入りのチラシから観察地の主な植物

チゴなどが沢山の実をつけ、参加者で美味しく

と動物の一覧図に虫取り網などの道具を揃え、

頬張りました。これも観察会の楽しみです。

説明役や参加者の安全のための見張り番まで
決め、トイレ借用の手配も怠りありません。

大堀川の土手でカジイチゴの実を味わう
松ヶ崎城跡での生き物観察会
高田みどりの広場では千葉県でもここにし
参加者は説明役の後に付いて話を聞いたり、
思い思いに自分で生き物を探し回り先生に訊
ねたりします。ウォッチャーズの説明役は名前
や形の特徴、生態と周りの環境との関係などを
説明します。この花きれい！ 怖そうな虫がい
るぞ！との子供たちの声にも親切に応えます。

かないと言われる貴重なマイヅルテンナンシ
ョウを観察しましたが、ヘビの鎌首みたいな奇
妙な姿に子供たちは腰が引けているようでし
た。観察中に突然１メートル以上もあるアオダ
イショウが現れて参加者を驚かすこともあり
ました。お父さんと一緒に調べた緑地の生物を

１２

写真帳にして参加者に報告してくれた小学４
年生の女の子もいました。

松ヶ崎橋下流のサケ (2009.11)
ｂ）水草のこと

大堀川を泳ぎ渡るアオダイショウ

沈水性植物（体の大部分が水の中にある水草）
は幼魚の揺りかごとも言われ、魚が豊かに育つ
大切な処です。大堀川にはこの仲間でエビモと
オオカナダモが上流域に生育していますが、高
田緑地より下流域には見られません。下流に行
く程シルトと呼ばれる微細な泥が川底に厚く
堆積しており、これも水草の生育を阻害してい
る一因ではと推測されます。舗装面に積もった
チリが全て雨で流れ込む都会の川の宿命でも
あるようで、中々難しい問題です。
抽水性植物（体の一部を大気中に伸ばす水草）

篠籠田市民緑地のキンラン

はアシ、ガマ等大堀川の岸辺にも色々なものが
生えていますが、最近各地で成長力の大変強い

緑地は生物相が豊かで生き物同士や生き物

外来種が急激に勢力を伸ばし、他の生物を駆逐

と人とのつながりの一端を知ることが出来た

するだけでなく排水ポンプを詰まらせるなど

ようですし、林の中は空気がひんやり・すっき

実害も生じています。大堀川でもふるさと大橋

りして暑さを和らげ心を癒してくれて、残され

付近でナガエツルノゲイトウというのが猛威

た林の大切さを実感しました。

を振るい始めており、当会も関係団体と一緒に

何と言っても幼い子供たちの笑顔が最高で
す、これからもずっと続けたいと思っています。

退治に乗り出そうかと検討しています。

（３）その他、大堀川の水生生物の話題
ａ）サケのこと
本来大堀川には居なかったサケが２００６
年頃以降毎年手賀沼から遡上するようになり
ました。利根川の水を導水して大堀川にも流し
ているのでその臭いに魅かれて来るようです
が、産卵のための川底の砂利がなく、生まれて
もコイに食べられる等で孵化することはでき

北柏ふるさと公園前に繁茂する
ナガエツルノゲイトウ (2016.5)

ないようです。見守るしかありませんが、川へ
の関心が高まったのは良かったことでした。

（青木記）

１３

１．５

会員主体の毎月の川掃除

も集まって、皆さん、直ぐにも開始したい意気
込み。

市民に対しして広く参加を呼び掛ける、春・

予定時間の９時半に、参加者紹介とゴミ拾い

秋の大掃除、手賀沼統一クリーンデイ以外の月

の要領を説明し、熱中症に配慮し１０時半終了

には会員主体の月例清掃を実施しています。

とすることで作業開始。たまたま、草刈りのさ

日程および清掃箇所は、予め定められた世話

れていた左岸と川の中のゴミ拾いが中心。背丈

役２名により立案されます。

以上に生い茂った右岸は、とても手におえない

特に清掃場所については、世話役となる会員

状況。

それぞれの日々の行動範囲であるとか、河川の

女子高校生は、ゴミ袋と火バサミを持って左

汚れに対する捉え方等の個性がでる様で、興味

岸に挑戦してくれました。川の中は、胴長班が

深いものがあります。

いつものように川底の大掃除。岸辺や川の中か

実施予定の前々月に開催される月例会にて、

らお嬢さんたちを気遣ってか、そこにゴミがあ

会員に対して参加の可否を問い、修正された中

るよ！！ 溝に気をつけて！！など等と会員の

でその内容が決定されます。

いつに無く元気な声が飛び交っていました。

夏季には柏市社会福祉協議会で推奨してい

終了後には、桜の木の木陰で車座になり、ジ

る「夏ボラ（夏休みのボランティア活動）」を

ュースを飲みながら、初参加の高校生の感想を

受け入れることもあり、参加希望者に当会の日

話してもらいました。

程を伝えて調整することもあります。詳しい記

・こんなにゴミがあるとは思いませんでした、

録は残っていませんが、活動記録での参加者内

驚きました。

訳で追えば、２００７年８月の清掃に３名の高

・みんなが注意してゴミを出さないようにし

校生が参加したことが最初の様です。その後は、

ていかないといけないですね。

今日まで毎年受け入れています。

・これからもこのような行事には参加してみ

本事例も含めてこの１０年間の月例清掃事

たい。

例のいくつか紹介します。

などの言葉をもらいました。

（１）２００７年の８月清掃

我が会の参加メンバーは、若い皆さんを迎え、

日

時：8 月 20 日（月）9:30～10:30

猛暑も忘れてハッスルした一時となりました。

場

所：松ヶ崎橋～１６号線陸橋間

今後も地域の方の参加に期待しましょう。

参加者：１５名（ボランティア３名含む）

（２）２０１１年の１月清掃
日

時：1 月 23 日（日）10:00～12:00

場

所：昭和橋～初音橋～松ヶ崎橋間

参加者：１５名
当初予定の１６日は朝方まで小雪が降って
の２３日への延期でしたが、当日は気温が１０
度以下とやや寒かったものの晴天で作業中は
汗ばむほどでした。
今年初めての月例清掃に１５名もの方に参
猛暑の中の清掃状況

加頂きました。中でも、昨日の月例会・新年会
で登場した新会員さんにも早速参加頂き、腰が

連日の３０度を越す猛暑にもかかわらず、集

やや痛いと云いながらも大奮闘でした。

合時間前には当会メンバーも、女子高校生３名

１４

皆様の意気込みが感じられて、月例清掃とし

よい準備のもと、３回目の合同清掃が開催され

ては本当にすばらしいスタートを切りました。

ました。雨による増水もあって胴長班作業は無

沢山の参加者を得ましたので、当初予定の昭

しで、岸辺を中心のゴミ拾い、草刈り等の作業
がありました。

和橋～初音橋のほかに掃除場所を増やして、初
音橋～松ヶ崎橋までも掃除することが出来ま
した。
見た目では余りゴミが無い様に見えました
が、実際には結構な量でした。１６号沿いの初
音橋袂には取りきれないゴミが残ったようで
す。今回は、水深が浅く川底がかなり露な状態
だったのが、普段に無い特徴でした。お陰さま
で、幸か不幸かいつもは見えない大物も結構拾
い上げました。水深とは無関係とも思えますが、
重い毛布、じゅうたんの運び上げが大変でした。

丁寧な分別作業

陸上班としては、洗濯機（外国製）、草刈りさ
れていない右岸の小物ゴミに苦労しました。

９時過ぎから「カシニワの森」（”柏”の”
庭”が名前の由来）のソバにある大津川の道具
置き場に人が集まり始めました。９時半から大
津川の会の司会で、大津川・大堀川の両会の会
長挨拶、清掃に関する説明、体操があり、9:45
から 3 班に分かれて掃除となりました。１班は
高柳橋の上流、2 班は下流側、3 班はカシニワ
の森の前の水路をそれぞれ清掃しました。
大津川の会の手際よさには前回も驚くこと
が多々ありましたが、収集ゴミをキレイに分別
胴長班の活躍

したり、土砂で汚れたビニールを川で洗ったり
等、丁寧な後始末に感心しました。

皆様のご協力により、時間内で終了し、集合
写真を撮って、散会致しました。

（３）２０１２年、大津川の会との合同清掃
同好の士である「大津川をきれいにする会」
との交流イベントを２０１０年から開催して
おり、この年は当会が大津川へ遠征しました。
日

時：6 月 17 日（日）9:30～12:20

場

所：大津川の高柳橋（県道船取線）周辺

参加者：３９名
（大津川２６名、大堀川１３名）
昨夜来の雨が凡そ止んだものの最初は時折

大津川の会との盛大な合同懇親会

り霧雨となる中、大津川の会の皆さんの手際の

１５

の片付けに来たのか？大変なもんだ」とのボヤ

さて懇親会ですが、これまた美味しい手作り

キ？も聞こえました。

の品が多々懇親会場を賑わす中、「大津川の会
の歌」の出来上がるに至った経緯について作詞

なお、対岸の金網柵の中には、バイク１台含

者の中村前会長からの説明があり、みんなで合

め、廃棄ごみが少々ありましたが、作業困難な

唱したりしました。詩の中には有り難いことに

ため、またの機会にと今回はそのままにしてお

「大堀川」も入っていたのには誠に驚きました。

きました。参加された皆様お疲れ様でした。

大津川の水辺を歩いての感想を少々： 数箇
所ある橋の両側には、高柳小学校児童による水
辺美化のポスターが掲示されていました。大き
なカメものんびりとしていましたが、ここには
スッポンも居るらしいです。他方、残念ではあ
りますが岸辺の土手が所々崩れていました。
悪臭下での引揚げ作業

徐々に改修工事がなされつつあるようです。

（４）２０１３年の１１月清掃
日

時：11 月 12 日（火）9:30～11:30

場

所：天神前樋管上流の三面張り流域

悪臭との格闘

参加者：10 名
一昨日”木枯らし１号”が吹いたとか。初冬

（５）２０１５年、青少年との４月清掃

を思わせる寒さの中、高田上集会所に集合し、
現場へ直行しました。

青少年の団体からの要請を受けて、月例清掃
活動で受け入れることもあります。今回は「子
どもの問題なら、自分たち子ども自身で取組も
う」と考えで設立された団体「フリー・ザ・チ
ルドレン（以下 FTC）
」と清掃しました。
日

時：4 月 2 日（木）10:00～14:30

場

所：勝橋～高田橋

参加者：３７名
（FTC18 名、大堀川 19 名）
FTC は春休みイベントである手賀の丘少年
作業段取りの打合せ

の家で４泊５ 日の合宿「テイク・アクション・
キャンプ・ジャパン

現地での作業で先ず驚いたのは鼻をつく悪
臭で、ここが初めての会員には衝撃でした。足

～自分にできることをみ

つけよう～」の中でボランティア活動の体験と
して、当会の月例清掃への参加でした。

場も悪く、川幅約 １ｍ、足場から水面まで約

この日は大快晴、折しも桜満開の歓迎を受け

１．５ｍあり、水面下のヘドロに絡んだゴミは

ました。当会による高田緑地での設営が終わり、

意外と多く、拾い上げにはかなりテクニックが

１０時には半世紀の世代ギャップのある若者

必要でした。

たちが登場。川掃除の実施要領等の説明の後、

途中倒れて枯れた大木が三面張りと道をふ

１０時２０分頃から４班に分れて 作業がスタ

さいでいました。４～５人で取り上げ除去しま

ート。若者たちは班長に連れられ新緑の若草が

したが、この時、誰かが「掃除に来たのに、木

気持ちの良い土手や水際でゴミ拾い、胴長の当

１６

会のベテランは自転車等の大物や水につかっ

参加者：１４名

た粗大含むゴミ拾いで、１１時半頃から高田緑

作業開始前、川に浮かんだペットボトルがど

地に三々五々帰還しました。

んどん遡上しているのを見て、川が逆流？と思
いましたが、調査の結果“風の影響で遡上して
いるので、川は逆流していない”と解明できま
した。
今回の清掃場所の上流半分は、ご近所の方に
よる草刈りがなされていましたが、刈られた草
にゴミが隠れてしまい、中々ゴミが見えません。
一方、刈られていない所は、背丈にまで生い茂
り、アクセスが難しい状況。といった夏場のゴ
ミ拾いの難しさに、皆さん苦労していました。
呼塚橋の袂（左岸）には、釣り客の廃棄物が

当会の活動内容の紹介

集められており、今回の清掃で処分しました。
また、地金堀と大堀川の合流点から少し遡っ

子ども達へのインタビューを交え、昼食をは

た所に大量の不法投棄が見られました。以前か

さみ１２時４５分から「学習会」として我ら大

ら気が付いていたメンバーがいたようですが、

堀川の会の活動を紹介しました。寺尾さんの熱

我々では対応しきれませんので、市に地図に示

のこもった「当会の発足経緯」、中野さんのこ

して情報提供し、収集依頼しました。ゴミゼロ

れまた昏々と語る「現在の活動内容」の説明に

の日ということで、大堀川沿いでも、我々以外

続き、子ども達の質問、感想を述べて貰いまし

に多くの方々が環境美化に参加していました。

た。その語りぶりからは、将来、海外青年協力
隊に参加するなど、頼もしい人に成長していく
であろうことが期待できました。

胴長班の活躍
当日の月例清掃に参加しなかったメンバー
半世紀近い世代ギャップを越えて桜の下で

も事前作業されたとのこと、ご苦労様でした。
（深津記）

（６）２０１６年の５月清掃
日

時：5 月 29 日（日）9:00～10:30

場

所：木崎橋～呼塚橋

１７

階
階段清掃： ⽔辺に
に親しむ階
階段美化に
にも取り組
組みまし た！
ジャングル
ル化している
る JR 陸橋・北柏橋から柏
柏ふるさと大
大橋の間にあ
ある１０ヶ所
所
以上の階段
段について、初夏の頃、草刈り、こ
こびりついた根っこ取り、
、土砂除去・
ほうき掛け
け等をみんな
なで実施して
ています。 （以下写真
真は 2015.7 撮
撮影）

● 北柏橋・右岸
岸袂の大階段
段の清掃

●その
の他：木々がはびこる階段の作業
業

１８

１．６

水辺花壇の整備活動

大堀川リバーサイドパーク沿いの木崎橋そ
ば（右岸下流側）、花好きな会員を中心に毎月
の手入れにより、多くの皆さんが親しめる水辺
花壇が楽しめます。

桜の成長：２００７年と２０１６年の花

（２）水辺花壇の造成作業（２００８年７月）
「日本ならではの春・秋の七草を皆さんに！」

桜咲く頃、花壇の花たちはこれから

と熱意ある箕内さん（元会員）の呼掛けで、桜
当会創立１０周年を機に記念植樹された桜

植樹の翌年、遊歩道沿いに花壇を造成しました。

若木５本に並び３つの花壇があります。

（１）桜若木５本の記念植樹とその成長
（２００７年３月）
大堀川リバーサイドパークが全面開通した
２００７年３月１８日、遊歩道の桜並木に成長
なすること念じ、桜若木５本を植樹しました。

整地・土壌作りと作業後の皆さん
雑草の根ごと除去、地面の耕作、花壇土や腐
葉土の敷設などの開墾を行いました。１号花壇
は２００８年７月、箕内さん仲間の野草の会の
方々の整地作業の後、当会メンバーにより囲み
桜若木の植樹を参加した会員

ブロック含めて完成しました。
２号花壇は２００９年３月、３号花壇は同年

２週間後には５本とも見事に花をつけまし
た。９年後には幹が太さ約２倍、花も数１０倍

５月に、箕内さん多くの野草蓄財を反映させる
べく追加造成しました。

の花盛りに成長できました。（写真右上）

１９

（４）花壇
壇のよこ顔

（５）花
花壇を彩る花
花々

（注）カッ コ内の数字は撮影月

（堤田記
記）

２０

１．７

水
水質調査活
活動

（１）大堀
堀川の水質と
と当会の調査
査活動

大堀川は
は、柏の葉公園、流山市の
の数か所を源
源

しかし、その
し
の源流に湧水
水は殆どなく
く家庭、企

とする本流
流系と、こんぶくろ池及び
びその周辺か
か

業排
排水であり、部分的に非
非常に汚染の
の目立つ所

ら集まる小
小川を集め３
３面コンクリ
リート張りの
の

があ
ありました。ごみ拾いす
する傍ら、水
水質に興味

水路となる
る地金堀系とが、国道６号
号線付近で合
合

を抱
抱き、２００
０２年から川
川の源流から
ら河口に向

流し、手賀
賀沼に流入する一級河川で
です。

かい
い水質調査を
を始めました
た。以来、千
千葉県、柏

その水質
質は源流にな
なる程高いＢ
ＢＯＤでした
た

市と
とも連携した
た協働調査に
により、次の
のように発

が、２００５年以降は低下し柏市が
が測定した 3

展・継続させて
ています。

境基準値（BO
OD８ppm）
）以下となっ
っ
地点で環境

）２００２年
年：当会独自
自の源流の水
水質調査
ⅰ）

ています。

ⅱ）
）２００４～
～０６年：千
千葉県主催の
の千葉県協
働調査で大堀川を担当（本流系と地
地金堀系）
ⅲ）
）２００７～
～１０年：柏
柏市、柏市環
環境保全協
議会と連携した源流 2 系の協働調
調査（天神
前樋管に至る支流系、地
地金堀系）
ⅳ）
）２０１１年
年～継続中： つくばエキ
キスプレス
開通の大規
規模水路変更
更のため、本
本流系に絞
った協働調
調査を継続（
（北千葉導水
水注水の新
駒木橋周辺、地金堀合流
流地点の 2 ヶ所）
具体的な調査
具
査状況につい
いて、調査項
項目と調査
の様
様子、源流系
系のⅲ）、本
本流系のⅳ）の調査結

大堀川
川の水質推移
移（柏市環境白書より）

果な
などについて
て、以下に紹
紹介します。

２１

ａ）調査項
項目と調査の
の様子
＜調査項
項目＞

項目を記録し
してきました
た。
調査地点ごとに１７項

調査
査時刻

岸
岸の状態

流量

透視度

電気伝導度
度

亜硝酸性窒素
素

気温
温

川
川底の状態

水の色

ｐＨ

ＣＯＤ

硝酸性窒素

水温
温

周
周辺の植生

水の臭い

アンモニア
ア性窒素

リン酸性リン
ン

＜調査の
の様子＞

川
川沿いで調査

柏市、柏市
市環境保全協
協議会との協
協働作業で実
実施していま
ます。

水質の調査（パ
水
パックテスト）

透視度の
の調査

流量の調査

ｂ）源流系
系への水質調
調査： ２０
０0７～１０ 年の取り組み内容です。
。
＜調査地
地点１＞

大堀川に注
注ぐ天神前樋
樋管と地金堀
堀：２つの流
流域から 16
6 ヶ所

＜調査結
結果１＞

２２

ｂ）本流系
系への水質調査： ２０１１年から
ら継続中の最
最新 5 回分の
の取り組み内
内容です。
＜調査地
地点２＞

所（地点 29
9 は現在調査
査を中止中）
本流に沿った 12 ヶ所

2
21）北千葉導
導水注水前

24）天神前
前樋管

27）篠塚樋管

30）地
地金堀合流前
前

2
22）北千葉導
導水注水後

25）西前田
田樋管

28）篠籠田橋樋管

31）地
地金堀樋管

2
23）後上原樋
樋管

26）高田緑
緑地前

29）木崎台樋管

32）地
地金堀合流後
後

＜調査結
結果２＞

各種の
の調査項目か
からＣＯＤ値
値について例
例示します。

ｃ）調査結
結果のまとめ
め： ＣＯＤ
Ｄ値について
て推察できる
ること
＜本流系
系：調査結果
果２について＞

ppm 以下で
でした。し
・ 地金堀では概ね１０p

・ ＣＯＤ
Ｄ値は概ね１
１０ppm 以下
下です。

かしながら、天神前樋
樋管と異なり
り、住宅汚

・ 調査地
地点により違
違いがあり、１０ppm 以

水を集めるためか下
下流部ほど高
高い傾向が
あります。

上と高
高い地点があ
ありました。
- 北
北千葉導水の
の注水前の地点 21

、おそらく汚
汚水源の発
・ 両者の傾向の違いは、
生場所の違いとも推測
測できます。
。

- 大
大堀川への流
流入水量の多
多い樋管の出
出
口
口（地点 24
4:天神前、28
8:篠籠田橋、
、

＜その他＞
＜

31:地金堀等の
の樋管）

査年は異なり
りますが、
・ 本流系、源流系の調査

系：調査結果
果１について＞
＜源流系

合流点あたりが１０p
ppm 以下と
と共通した

・ 天神前
前樋管の CO
OD 値は概ね
ね１０ppm 程

連できた調査
査になった
数値であり、凡そ関連

度でし
した。 しか
かしながら、工業団地に近
工
近

ようです。

い上流
流部ほど高い
い傾向があり
り、５０ppm
m

（加藤・堤田記）

に至っ
ったこともあ
ありました。

２３

１．８

広報・啓発活動

ご存知でしょうか。日本全国に「大堀川」と
いう名前の川はいくつあるでしょう。
調べると 12 本の川があり、関東では、山梨
県には 3 本あり、群馬県、埼玉県、千葉県、 西
に行くと三重県、滋賀県、兵庫県、岡山県、そ
れに海を渡って徳島県、愛媛県にそれぞれ 1 本
ずつあります。
小屋側面のアルミボート (2005.2)

（１）当会のホームページ
大堀川で検索すると私達の大堀川の記事が
最初に出て、その記事の数も断然、他を圧倒し

（３）川沿いの掲示板
川沿いを散策する人達に、無言で語りかけ、

ているように見えます。ホームページの誕生は
２００３年で、当会も軌道に乗り会員も増えた

大堀川のことを良く知って貰おうと市役所と

頃に、「できたら欲しい」という声が上がって

相談し、2005 年に高田緑地と風車小屋脇に掲

スタートしました。その後現在に至るまで、何

示板 2 基が完成しました。

か行事をすると必ず、その文章と写真を管理者

春夏秋冬を通じて清掃のご案内やカワセミ

の堤田さんに提出し、すばやくホームページに

をはじめ生き物たちの写真や子供達のポスタ

掲載される体制が続いており、ＰＲ効果は絶大

ーなど様々な活用がされています。この頃、川

だと自負しています。

の遊歩道には桜並木ができ上り散歩される多
くの方々が楽しまれると同時に、掲示板はゴミ

検索

大堀川の水辺

を少なくしきれいにと訴え続けています。

http://ohorigawa.ciao.jp/
（２）物言わぬ広報達
当会が始まってしばらくは、清掃の後、胴長
などの使った道具は、各自家に持ち帰っていま
したが大変でした。２０００年に、今私達が道
具の収納に便利に使っている北柏橋下流の風
車小屋を市役所から借りることができました。
その後川の清掃のお役に立てたらというご厚
意で戴いたアルミボートが小屋の側面にかか

川沿いの掲示板 (2005.10)

っています。「昔はあの風車が回っていたんで
すよ。」と散歩する方々に当会の名前と同時に
これを紹介しＰＲしています。

（４）小学校の総合学習等への参加

相前後してカワセミ印の当会の旗や帽子が

大堀川沿いにも多くの学校があります。第四

誕生し、さらに、背中に大堀川と大きく書かれ

小学校、高田小学校、第七小学校、第五中学校、

たチョッキができて、行事には不可欠の品々と

県立中央高校などの皆さんと相互に交流をも

なっています。

っています。

２４

学校での授業の一環として大堀川の歴史や

堀川を題材に河川の環境保全と親水利用を訴

現状、住んでいる生き物についてのお話をし、

えたのを皮切りに、その後は県民プラザや柏環

また私達の清掃活動に参加して、川周辺を一緒

境ステーション等随所でお話をさせて頂いて

にきれいにしてもらっています。子供達のため

おります。合わせて数々の催しに当会を広く知

にも良い環境を残したいものです。

って貰うよう展示に参加しています。
イオンの環境コーナーや市民活動フェスタ

サケの遡上
学校との交流に２００６年に初めて遡上し
てきた鮭にまつわる話があります。
発見の小学生たちが取材を受け、テレビで報
道されました。やがて新堤橋の下で産卵が始ま

や柏祭りのダブルデッキ等々で川にいる生き
物たちを入れた水槽は、多くの人に興味を持っ
て見て貰っています。

（６）大堀川リバーサイドパークの
全面開通への寄与

り、終わると雄はすぐ離れていきますが、雌は
体が白くボロボロになっても卵を一生懸命に
側で見守ります。翌年、橋の下で学校の水槽で
育てた稚魚の放流に私達も立ち合いましたが、
つぶさに鮭の行動を見ていた男子小学生の読
んだ作文が今でも心に残っています。
「僕は大きくなったら、鮭のお母さんの
ような大人になりたい。」

振り返ると以前には白い泡の浮くドブ川は
市民からも相手にされずＣＯＤ値が５０を超
えましたが、東大の西村先生の助言や北千葉導
水事業を契機に大堀川の改修が進み、更にゴミ
に対する住民意識を変えようと１９９７年に
当会が発足しました。多くの人達が毎日散歩を
されるようにはなりましたが、大堀川の上流と
下流がつながっておらず、分断されたままとい
う懸案の事項が残っていました。
それは木崎橋と北柏橋の間 JR と国道 6 号線
が川を横切る部分が未開通でした。
当会でも志茂さんを中心に検討が行われ、4
案にまとめられ「大堀川遊歩道の延伸に伴う提
案」として柏市役所に説明し、議論され着工の

鮭と遡上到着地の新堤橋 (2007.11)

（５）発表会や展示会

国道６号線をくぐる遊歩道 (2007.3)
運びとなりました。
遂に２００７年春、丁度１０周年記念の年に

２０００年春の「21 世紀の柏を語る」と銘
打った柏市のイベントで当会の小平さんが、大

完成され、木崎橋の袂で開通式が行われました。

２５

咲きました。

当会として、開通を機に、桜の若木を植え桜

第 2 部は大勢お集まり頂いた方々と大堀川

並木の整備をすると共に、川沿いに花壇を作り、
四季折々の花々を道行く皆さんに楽しんで頂

の会員が交じり合って懇親会が催され、皆さん

いています。
（「１．６ 水辺花壇・・」参照）

のお話を伺いながらの終始和やかな交流会と
なりました。最後に当会の発起人である寺尾さ
んから閉会挨拶でお礼が述べられました。

（８）１５周年記念事業
１５周年記念イベントは２０１２年１０月
２７日、大勢集まって頂いた秋の大清掃の高田
緑地を舞台に繰り広げられました。幸い天気に
恵まれいつもより早めに清掃を行った後、第五
中学校の生徒さんの「街の宝物 大堀川」とい
遊歩道をつなぐ階段 (2007.3)

う 35 枚の絵が「この川をいつまでも残したい」
「春夏秋冬の景色がとてもきれい」等々、描い
た皆さんのコメントと共にあずまや周辺に展

（７）１０周年記念事業

示されました。
その中でお集まりの２６７名の皆さんに秋

２００７年４月１５日、柏駅前の京北ホール
6 階、絵画「大堀川の四季」の額が飾られた大

山市長の温かい祝辞をいただきました。
いよいよ１１時から第五中学校の吹奏楽の

会場で「創立１０周年記念交流会」が行われま

演奏がスタートし、金賞受賞の素晴らしいハー

した。
木村さんの開会挨拶の後、基調講演「これか

モニーが響き渡りました。最後の曲「房州行進

らの地域環境活動に臨むこと」（江戸川大学・

曲」では太鼓とのコラボレーションという組み

恵教授）、当会の活動報告（青木さん）に引き

合わせに聴きいりました。

続き、大津川をきれいにする会（中村さん）、

引き続き呼魂太鼓の演奏です。木をくり抜い

柏市民活動センター（松清さん）、手賀沼にマ

て作る太鼓に宿るこだまの魂が響き合い、演奏

シジミとガシャモクを復活する会（竹中さん）
、

の皆さんのパフォーマンスに魅了され、最後の

さかいね 下田の森自然公園友の会（高橋さん）

「紅竜囃子」では三本締めのリズムで演奏者も

を加えパネルディスカッションが開催されま

観客も一緒に手拍子で楽しい一時を過ごし、記

した。

念事業を無事終了しました。

１５周年記念の演奏会 (2012.4)

１０周年記念交流会 (2007.4)

（中野記）

ご出席の皆さんに当会全員で作った記念誌
「よみがえれ 大堀川」が配られ、当会の誕生
秘話・活動内容や川の歴史やつれづれ話に花が

２６

１．９

会員の親睦あれこれ

当会では、不定期ではありますが、純粋に会
員相互の親睦を深める意図にて旅行等のイベ
ントを自然発生的に企画実施しております。そ
のいくつかをご紹介いたします。ご興味のある
行程等につきましては、当会ホームページの
「会の歩み、活動記録」をご一覧下さい。

（１）染井入落ウォーキング

2004/11/1

晩秋の一日、大堀川の会有志で、手賀沼へ流
入している川のひとつである沼南の「染井入落」

（３）新潟の隠し湯 ♨大沢山温泉の旅
2007/8/6～7

（そめいいりおとし）を中心にしたのんびりウ

「国境の長いトンネルを抜けると、雪国であ

ォーキングでした。
将門神社は小さな社だが将門と聞くだけで

った。」 越後湯沢駅近くに川端康成の石碑があ

引き締まる、しばし関東武士の昔をしのびまし

りました。『雪国』と言えば、先ずは駒子。島

た。医王寺は門から本堂への景観が見事でしっ

村という男が駒子という芸者と切なく情けを

とりとした趣、銀杏の実が沢山落ちていました。

交わす物語です。女性と聞けばメのないＮ氏の

この一帯は林に囲まれて畑と屋敷が点在す

要望でその駒子の後を辿ることになりました。

る感じのいい

つるつるすべすべの温泉に入り、待望の食事

里山、何時ま

とお酒を飲み楽しいひと時を過ごしました。米

でも残してほ

は本場魚沼のこしひかりで美味しく朝は皆お

しいものです。

代わりしていました。途中「桂の大木」のある
お寺に案内していただきました。ここは一時ビ
ルマの元首が亡命していたそうです。
越後湯沢では川端康成の小説「雪国」のゆか
りの地を皆で歩きました。大堀川の会員として

（２）金山落～お花見とウォーキング

は珍しいことでした。山口さんの案内で昼食は

2005/4/7

「へぎそば」を美味しいお酒やビールで味わい

春うららの一日、今井の桜の花見をメインイ

ました。お酒は八海山と塩沢の地酒でした。塩

ベントにして金山落と手賀川南部の旧沼南町

沢の地酒「鶴齢（かくれい）」は「青木酒造」、

をのんびりウォーキングしました。

おそばやさんは「中野屋」でした。

金山落は水量多めで水も割合きれいな感じ、
ゴミも案じていたほどではなく、両岸の桜の枝
が水面に張り出して風情満点、しかし下手賀沼
に近づくと川はコンクリ三面張りと化しゴミ
も目立ってきました。不法投棄監視のカメラが
設置されているのには驚きました。
この度柏市と一緒になった旧沼南町を歩け
たことは良い記念になりました。

２７

（４）秘湯訪問：奥日光

2008/9/2～3

幸い天候にも恵まれ、初秋の景色、草木も楽
しめたし、何より 無事に最後のゴールまでた
どり着けたことはご同慶の至りです。私の歩数
計では、２日目が１万８千歩・約１０キロ、３
日目が２万１千歩・約１２キロでした。皆さん、
脚の痛みなどは如何ですか。 平均年齢６５歳
以上の老軍団が１人の落伍者も無く、よくも歩
いたものだと感心しております。

（６）秘湯訪問：群馬の湯宿温泉
2011/11/16～17
皆さんのご協力と幹事の冠木さんのご尽力
により、 全員無事に楽しい旅行が出来ました
こと感謝申し上げます。又、奥村さんからご寄
付頂戴しましたことご報告します。
旅の途上で、河井さんが声掛けたおばさんか
らコンニャクイモをもらいました。後日、加藤
さんが食品に加工したようです。

（５）秘湯訪問：塩原温泉郷

2010/11/3～4

懇親旅行参加の皆様へ お陰様で二度と無い

（注）ＪＲ電車賃除く１泊２日の費用： 冠木
名幹事により、バス代等込みで 8,200 円！

ようなすばらしい天気に恵まれました。
今回の懇親旅行は日程を変更しながらの歩
行でしたが、本当に楽しいウォーキングでし
た 。３日の日は肌寒い日でしたが、４日の日
は朝から雲一つ無いすばらしい天気でした。私
の歩数計では、１日目が約 10,600 歩・約６キ
ロ，２日目は約 14,000 歩・約８ｋｍです。ち
ょうど良いぐらいの距離でした。
最後に、皆さんの意見で「ゆっくりセンター」
で、本当にゆっくりと温泉に入り、懇談ができ
ました。特に太陽の真下で、露天風呂にゆっく
りと入れたのが何よりでした。いろいろとあり

（７）秘湯訪問：那須の北温泉
2012/10/19～20

ましたが、無事に一緒に帰れたことへの皆さん

台風２１号が過ぎ去った翌日１９日は真っ

の協力に感謝します。
終日抜けるような青空の下、『いちにち、こ

青な快晴。ＪＲ東北本線では、ボックスシート

の空の下眺めて過ごして いたいなぁ』 と思う

２枠で祝杯をあげつつ談笑していると、○○事

ほどの景色と天気に 恵まれて、近年の一大傑

故のせいで遅れて黒磯駅に到着しました。
ここから紅葉”始め”を堪能しながら、バス

作の旅でした。

２８

１駅分を北温泉口まで歩いて戻り、ここから北

われていました。この日はチェンバロの演奏会

温泉に向かって更に歩きました。少々歩くと北

もありましたが、我々は熊の生態に触れる無料

温泉の駐車場まで来る車道は終わり、ここに

ガイドに参加しました。今年は、森の動物にと

「駒止の滝」の観瀑台があり、きれいな紅葉の

ってもドングリ等の木の実が大不作らしく熊

中の大滝を見下ろせました。観瀑台から谷合に

たちも頑張るしかないようです。

沿って、山間から那須の街並みを振り返り遠望

紅葉を見ながら、道路沿いに下り、その後の

しつつ、少し歩く下ると北温泉の屋根が見えて

上りを少々経て、「八幡平（標高 1100m だっ

きます。

た？）」まできて、展望の良い遊歩道で昼食を
とりました。昼食場所からすぐ近くに「八幡温

先ずは、屋外の温水プールが紅葉の向こうに
見えました。北温泉の縦看板もすぐに見え、宿
の玄関土間に炭火が温かく出迎えてくれ、左の
階段を上って２階の２部屋に案内されました。

泉」のバス停がありました。バスも運よくすぐ

（宿の縦看板にいちばん近い場所）すぐさま温

に来て黒磯に向かいました。お陰様で明るいう

泉に入りました。先ずは”混浴”の「天狗の湯」、

ちに無事の帰宅となりました。

男性の気配しかありませんでした。その隣りに
「家族風呂」があり、そこには女性の気配があ

（８）はとバスで房総への懇親旅行

りました。この他、露天風呂の「河原の湯」に

2013/12/3

も入りましたが、”満天の星空”が空一面を埋
素晴らしい天候に恵まれ晩秋のバス旅行を

め尽くし、大感激でした。
翌朝、まわりの紅葉の山肌は、青空のもと昨

満喫しました。
柏を出て浜松町ターミナルに集合し、定刻通

日以上にきれいになっていました。
「駒止の滝」
の滝つぼにも日があたり、まわりの紅葉も立派
でした。夜明け前から構えていた数名のカメラ
マン曰く、「もう３,４日でもっときれいになる
だろう」とのことでした。
駒止の滝の観瀑台そばには「日光国立公園
那須平成の森」の入口があり、ここからフィー
ルドセンターまで１時間弱ほどの散策が始ま
りました。那須の御用邸の近く、とのことでも
あり、歩道には木くずが敷かれよく整備されて
いました。昨年できたらしいフィールドセンタ
ーでは、自然観察のガイドや各種イベントが行

り満席はとバスは一路アクアラインを目指し
ます。海ほたるで広くひろがる東京湾を四方に
見渡し、その見事な道路工法にまで議論が及び
ました。房総に渡り酒菜舘で酒蔵を見学し幾つ
もの酒を試飲し、ほろ酔い機嫌で次の「牛匠し
らいし」に向かいます。ビールで乾杯し、かず
さ和牛と豚の焼肉を旨いと云いながらたっぷ
りと味わいました。いよいよ養老渓谷です。川
に沿って見上げる紅葉はまだ見頃で差し込む
光に紅く映えていて、川辺に下り皆さんでワイ
ンで乾杯しました。

２９

次の東京ドイツ村に着いたのは日暮です。日

たったのは我が１３人の侍のみ。先月出来たば

が沈むのを見送り薄暮から夕闇に向かう中、広

かりの駅ながら、スイカがダメとあって駅員の

い敷地にイルミネーションが点灯し刻々と光

機器操作でもたついたが、無事本日の宿「ゆう

を増すオブジェに感動を覚えました。車中で楽

あい」に到着。
玄関が４階で崖にしがみつくように造られ

しく酌み交わし、順調に流れた交通状態にも感

た館は急角度の階段を手すりに伝って降り、３

謝、東京駅に無事に早く到着となりました

階と２階の３室へ分散。一番下の階で風呂に浸
る。今日は他に客ナシと聞いて女風呂も占拠。
そして待望の宴会。カンパ～イの後は先程の出
迎えオヤジの長～い挨拶。ニ次会は大部屋、炬
燵を囲んで１１時過ぎまで侃々諤々（かんかん
がくがく）。 メインテーマはこの会らしく【ゴ
ミ問題】としておこう。“如何にすればゴミを
失くせるか“という遠大な問題提示を披露され、
激論は深更に及んでも終わらない。
１２月４日（日）晴のち曇。朝風呂浴びて８
時朝食、９時半宿の車で道の駅まで送って貰い、
建設中の八ツ場ダム見学。国土交通省のバスで
３人の方に２時間みっちりガイドして頂いた

（９）晩秋の富岡製糸場と八ツ場ダム

が、適度な揺れと子守唄のような説明を耳に筆

2014/12/3～4

者不覚にも夢の中をさまよう。
１２月３日（土）快晴。上野駅から高崎駅へ、

思い出せるのは、何千億とかいう我らが血税

更に上州電鉄に乗換え４０分程で上州富岡駅

を投じて巨大な橋を３つも造り、代替地に移転

１１時着。

した建物は豪邸ばかり。立体交差の道路、豪勢

ここから歩いて富岡製糸場への両側は商店

な共同浴場等々目を見張るインフラ。それでい

が軒並み店内は勿論、電柱も≪世界遺産登録≫

て、この長野原町人口は６千人を切り、この２

の旗やビラだらけ。さて、今旅行の目玉でもあ

０年間で１８％減少し「消滅可能性自治体」に

る製糸場見物では、ボランティアガイドにくっ

挙がっていると云うから憤りを通り越してな

ついて行く。見たかったのは繭から糸が紡がれ

にやら物悲しい。近くのレストランで昼食後は

る仕掛なのだが、建物の説明ばかりでがっかり。

一路帰途へ。
（佐藤編集）

先程の駅へ戻り、川原湯温泉駅に着く。降り

３０

１．１０

表彰等の履歴

大堀川の川掃除を通し、地域の環境美化など
に貢献した団体として、各方面から表彰してい
ただけました。多くの市民の皆さん、柏市・千
葉県等の関係機関のご支援・ご協力あっての有
青木代表（中央）と当会メンバー

難いお話でした。
以下、受賞順に表彰等内容を紹介します。

■ 柏市長・市制功労者表彰（２０１４年１１月）

■ さわやかハートかしわ推進協議会表彰

柏市制６０周年記念市政功労者表彰式にて、

（２００１年３月）

環境・土木・建設功労団体として感謝状をいた

さわやかハートちば県民運動の優良実践団

だきました。

体として表彰されました。
■ 東葛地区さわやかハートちば推進協議会
表彰

（２００２年３月）

さわやかハートちばの優良実践団体として
表彰されました。

■ 千葉県知事表彰

秋山市長から表彰される加藤代表

（２００７年１０月）

■ 環境大臣表彰

千葉県の地域環境功労者として堂本知事か
ら表彰されました。

（２０１６年６月）

地球環境保全に係る地域環境

「日頃ご苦労さまです。長年にわたる活動に

美化の推進に多年にわたり顕著

大変感謝しております。
」とのコメントも添え

な功績があった団体として表彰

られました。

されました。
式典会場の小林代表→

■ 国土交通大臣表彰

（２０１６年６月）

大堀川沿いの当会「七草花壇」に関し、花と
緑の愛護に顕著な功績があった民間団体とし
堂本知事（中央）と当会中野代表（右から２番目）

て感謝状をいただきました。

■ 柏市社協会長表彰
■ 環境省水・大気環境局長表彰
（２０１０年６月）
平成２２年度の水・土壌環境保全活動功労者
として表彰されました。

（２０１６年１２月）

柏市社会福祉協議会の創立６０周年住民福
祉大会にて、多年にわたり積極的に地域福祉活
動に貢献したボランティアグループとして表
彰されました。

地域における河川の水質浄化、生活排水対策
等の普及啓発、水生生物調査等の活動が評価さ
れたものです。

（注）代表名は表彰当時。
（堤田記）

３１

１．１１

当会の運
運営

く、とある居酒
酒屋に集合と
となります。

（１）組織
織と活動
当会は、下記の組織図の様に極め
めて簡素な組
組
織体にて運
運営されています。

当会の組織
織と活動等

シャドウキャビ ネット？

それぞれ
れの役割につ
ついては右欄
欄で説明して
て

もう少し自分
も
分の意見を披
披露したい人
人、言い忘

いますが、当会の活動内容を決定づ
づける一番の
の

れた
たことがあっ
った人などが
が、それぞれ
れの考えを

機関は、毎月第四土曜日夕
夕方に開催さ
さ
意思決定機

言い
い合った中で
で、月例会の
の議事が「熟
熟成」され

れる「月次
次例会(月例会
会)」であると
と言えます。

てい
いきます。も
もうひとつの
の意思決定機
機関である

月例会で
では、自由参加による会員
員の中で、輪
輪
番により司
司会、書記が
が決められて当
当月の活動結
結

とす
する所以です
す。

（参
参考）組織等
等の役割

果報告や問
問題点、次月以降の活動内
内容や留意点
点

会代表：会の
会
の代表として
て会を統括し
し、対外的

などについ
いて話し合いが行われます
す。

な業務へ
への対応

当会創立
立当初から参
参加している
る会員も入会
会

事務局：若干
事
干名が選任、 会の運営全
全般を担当

間もない会
会員も、それ
れぞれの観点
点からの意見
見、

会計：助成金
会
金申請も含め
め、会の経理
理を担当

議論が百出
出します。

会計監査：会
会
会の経理を監
監査

会員それ
れぞれの当会
会の運営に対
対する思いは
は

年次総会：年
年
年度初めに開
開催し、会員
員の過半数

違うもので
ですが、忌憚のない意見を
を言い合った
た

の合意に
により、前年
年度の報告及
及び次年度

中で、不思
思議と方向性が収れんされ
れていくとい
い

の計画を
を承認します
す。

うのが当会
会の一番の特
特徴であろう
うと思います
す。

月例会：毎月
月
月第四土曜日
日に開催され
れ、全会員

（２）会員
員

の自由参
参加により、 会の意思決
決定機関と

当会会員
員は、２０１７年１月現在
在にて、３４
４

して活動
動内容の詳細
細を協議決定します。

名が登録さ
されています。会員には、
、正会員の他
他

基本活動：市
基
市民・町会な
などにも呼び
び掛けて行

に、個人の
の判断により、世話役、例
例会司会およ
よ

う会とし
しての公式な
な対外活動で
で、春・秋

び書記等の
の割り当てが
が免除となる「賛助会員」
」
、

の大掃除
除、手賀沼統
統一クリーン
ンデイ、月

議決権を持
持たずに清掃活動にのみ参
参加する「准
准

例清掃な
などが該当し
します。２０
０周年記念

会員」の区
区分があります。年会費は 2,000 円

事業もこ
こちらの活動
動となります。
会員活動：会
会
会員有志が自
自主的に行う
う活動で、

ですが、個
個人単位ではなく家族単位
位での徴収と
と

水質協働
働調査、花壇
壇の維持管理
理、フェス

なり、現在
在は、親子、夫婦の会員も居ます。

タ、展示会
会、親睦旅行
行などが該当
当します。

（３）もう
うひとつの意
意思決定機関
関
（深津記）
毎月末の
の月例会終了後には、誰が
が誘うとはな
な

３２

２．デー
ータでみ
みる当会の
の活動
２．１ 参
参加者数の
の推移
～３大
大イベント
ト参加者数の
の趨勢～
１９９７
７年３月の第
第１回参加者は７６人、そ
その
後の年度ご
ごとの参加者
者数でみると、
、２００１年
年度
で１００人
人の大台に乗
乗り、以降８年
年間は毎年約
約２
０％ずつ増
増加して、極め付きは２０１０年度の
の６
７６人。こ
この年度の秋の大掃除には
は秋山市長も
も志
願して胴長
長靴を履き、川のゴミと闘
闘う大奮闘ぶ
ぶり。

市民の皆さ
さんと一緒に
に、いざ大掃
掃除へ
（20
016.10、秋の
の大掃除）

その年度末
末には３．１１東日本大震
震災発生、直
直後
に実施した
た春の大掃除
除は放射能ホ
ホットスポッ
ット
の中にも拘
拘わらず１７
７５人の方が
が活動されま
まし
たが、春の
の大掃除の中でこの数字は
は未だに破ら
られ
ていません
ん。この２０年間を通して
て、秋の参加
加者
が常に一番
番多く、次いで春、そして
て統一クリー
ーン

るとどうも成
成績が芳しく
くなく、さり
りとて好天に
に
する
恵ま
まれても行楽
楽へ流れるの
のか期待ほどではない
い
よう
うです。
“大掃
掃除日和は曇
曇り”なんで
でしょうか。

デイの順。その間雨で延期は２度程
程ですが、延
延期

３３

（河井記）

２．２

収
収集ゴミの
の数量の推移
移

浜の真
真砂は尽きる
るとも
世にゴ
ゴミ捨てる輩
輩は尽きまじ
じ。
当初の大
大掃除イベントは春だけで
でしたが、５
５年
後の２００
０１年度に秋
秋の高田地区
区大掃除が加
加わ
り、更に２年後の２００３年に年末
末の手賀沼統
統一
クリーンデ
デイが始まりました。
振返って
て第１回は７
７６人の参加
加者がそこか
かし
こからバイ
イク・自転車・タイヤ等空
空恐ろしい程
程引

柏ふるさと公
柏
公園前に散在
在するゴミ（1997.3）

揚げました
た。以降４カ年のゴミ統計
計はありませ
せん
が、ゴミは
は徐々に減ってきて、水面
面浮遊物や路
路上

下図にみるよ
下
ように最近の
の傾向では、廃棄ゴミは
は

にむき出し
しのゴミはさ
さすがに目立
立たなくなり
りま

減っ
ってないよう
うです。ゴミ
ミは“ゴミ収
収集の日”が
が

した。が、物陰、水底、草むらなど
どにはやはり
りゴ

ある
るというのに
に何故捨てて
ていくと思い
いますか。

ミが捨てら
られています。その中で今
今多いゴミは
はプ
ラスチック
ク類です。

３４

（河井記）

３．大堀川あれこれ
３．１
３．１ 流域マップ
流域マップ
ａ）２００７年の大堀川流域（凡そ現状図）

３５
３５

当会会員の河井さんが描いた大堀川と地金堀
の流域の様子です。紙面の都合で字が少し小さ

くなっていますが、水辺に沿って多くのものを
再発見してみてください。

３６
３６

ｂ）昭和１２年頃までの大堀川水流図

（出展）岡田康男「虹のかけ橋」崙書房、１９８６．

３７

３．２

ａ）大堀川に架かる橋

橋と樋管

当会が活動範囲としている大堀川の本流系
には、１４の橋が架かり、１９の樋管が支流系
の水を集めています。

北千葉導水の大堀川注水地点のそばにある
新駒木橋から、手賀沼河口近くにある柏ふるさ
と大橋までの大堀川に架かる１４の橋につい
て、以下にそれらの横顔を紹介します。

新駒木橋

駒木橋

青葉橋

新橋

新堤橋

勝橋

高田橋

昭和橋

松ヶ崎橋

木崎橋

初音橋（国道１６号線）

呼塚橋（国道６号線）

北柏橋

大堀川に架かる１４の橋

柏ふるさと大橋

（撮影：元会員の横井さん, 2005.5）

３８

ｂ）大堀川
川に合流する１９の樋
樋管
流域周辺
辺の商業／工場地区、宅地
地からの流れ
れ

出る
る雨水・排水
水は、下図に
にある多くの
の樋管を通
して
て大堀川に集
集まっていま
ます。

／～／～／～
～／～
～／～／～／
／～／～／～
～／～／～／
／～／～／～
～／～／～／～／～／～／
～／～

参考）大堀
堀川に架か
かる橋の銘版
版

（撮影
影：当会の河井さん、20077.1）

（堤田記）
（

３９

３．３

ｃ）地金堀の源流部の開発
発

変
変貌してき
きた大堀川

２００５
５年開業のつ
つくばエキス
スプレス周辺
辺
の林野や湿
湿地の開発により、大堀川
川本流の上流
流
部が３面張
張り水路や調整池に、地金
金堀の源流部
部

つくばエキス
つ
スプレスとの
の交差地域 の大規模
開発
発で、林野を
を伴う多くの
の小川が調整
整池の中に
吸収
収されました
た。水質変化
化はありませ
せんでした。

でも大きな
な調整池への
の吸収整備が
が進みました
た。
ａ）大堀川
川本流の上流
流部の開発
豊四季駅
駅北の新堤橋
橋から美田に
に至る湿地帯
帯
が、約２ｍ掘
掘り下げ 3 面コンクリの
の水路となり
り
ました。ま
また周辺部は住宅化し緑地
地はほぼなく
く
なり、それ
れに伴い大堀
堀川水面が約
約２ｍ低下し
し、

田中地区：改修
田
修前(2007.22)と改修後(2016.5)

滞留してい
いた汚水がなくなりました
た。応じて約
約

～／～／～／
～
／～／～／～
～／～／～／
／～／～

５０ppm の
のＣＯＤ値が
が現在１０p
ppm 以内に収
収
まってきま
ました。（パッ
ックテストに
による）

参考
考）新堤橋上
上流の「礫間
間浄化施設
設」の試み

↑
田
流山市美田
改修前
(2002.6)
← 改修後
(2008.9)

礫間浄化施設
礫
の構造
（東
東葛飾地域整備
備センタ
ーの水辺掲示板
ー
板から）

ｂ）大堀川
川本流の支流
流部の開発
～天
天神前樋管～

手賀沼の水質
手
質浄化を目的
的とした本施
施設は、新
堤橋
橋の上流側に
に千葉県によ
より設置され
れました。
その仕組みは
そ
は、川底の下
下に約 4,000
0ｍ3 の空

従来は畑
畑の間を流れ
れる自然が残
残る堤防でし
し
たが、3 面コ
コンクリ張り
りの下水路と
となりました
た。

洞を
を作り、小石
石を敷き詰め
め外部から空
空気を送り

これによ
より上流部の悪臭と高い COD 値が改
改

込み
み、微生物の
の働きで水質
質浄化します
す。１９９

善されまし
した。

８年
年運転開始し
した施設効果
果は、有機性
性汚染／浮
遊性
性懸濁物質（ＢＯＳ，Ｓ
ＳＳ）を凡そ
そ７割以上
改善
善できたこと
とが公表され
れています。
他方、国交省
他
省の北千葉導
導水の注水が
が２０００
年か
から始まり、本施設無し
しでも目標基
基準を下回
り、震災以降は
は節電のため
め停止に至り
りました。
（加
加藤記）

天神前樋管
管：改修前(22010.5)と改修後(2015.112)

４０

３．４

古文書にみる四方山話

藩主本多紀伊守からなされていた従来の用材

柏市が市内の古文書をボランティアの応援
を得て整理する中で、大堀川の橋梁掛替えにま

提供が 、明 治 初 め の 廃藩後は県道以外を村の
費用等でまかなうよう制度改正されたことに
対し、「窮村」がため村費のみでは充当できな

つわる文書が見出されました。
明治１９年に野々下村の吉野新蔵が作成し
たと推定される文書で、大堀川に架かる新橋と

いので「助成金のためのご寄附」をお願いした
い、との内容になっています。
（河井記）

駒木橋が大破し車馬通行不能となった際 の 寄
付 を 係 る 内 容 で す 。 橋梁掛け替えの都度、

柏市・山﨑秀夫家に保管されていた古文書（全８ページの先頭２ページ）

(
)

記述されている⽂字︵釈⽂ ︵当会・河井作︶
︶

柏市教育委員会から本資料の撮影、本誌への掲載許可を得ています

原⽂の写し

吉野新蔵ノ組下

明治十九年戌四月 野々下村

橋梁架築連名簿

東葛飾郡
高 田村

-

東葛飾郡流山村ヨリ南相馬郡布施村街道
仝郡高田村境悪水落堀
字新橋 元土橋
一 新規板橋
長四間 幅九尺
壱カ所

同 流山村ヨリ駒木村通り高田村中央ノ枝道
高田村境駒木橋悪水落堀
板橋
長三間 幅九尺
壱カ所

右者各位益御安栄被成御座大慶之壽と奉存候

随テハ自村之儀ハ元禄年度ヨリ本国駿河国藤枝ノ

藩主本多紀伊守ノ領分ニシテ該橋梁掛替之都度々

４１

４２

柏市・山﨑秀夫家に保管されていた古文書：前掲に続く６ページの原文写しと釈文

３．５

大
大堀川の放
放射線量のそ
その後
～
～地金堀合
合流点を中心
心に～

セシ
シウム濃度等
等について、年数回の調
調査結果が
公表
表されていま
ますが、当会
会では以下のａ），ｂ）
のよ
ようにその推
推移を追跡し
しています。

地金堀合
合流点は子ども達との夏の
の生き物調

現在は、立入
現
入禁止に至っ
った１マイク
クロ Sv/h

査を行って
ていた地点です。2011 年 福島原発
発

は大
大きく下回っ
っていますが
が、常時滞在
在にふさわ

事故後の安
安全性が問題
題視された翌年
年、当会の自
自

しく
くない基準 0.23
0
マイク
クロ Sv/h を超えるた
を

主調査で政
政府基準以上の空間放射線
線量が確認

め、立入禁止が
が解除されず
ずにいるよう
うです。

されました
た。その報告の後の県調査
査でも同様な
な

一時的な立ち
一
ち入りや調査
査活動にふさ
さわしい

結果が認め
められ、「局所
所的な高線量
量」が示され
れ

基準
準の登場を期
期待したいこ
この頃です。

る４地点の
の１つとして「立入禁止」
」とされ
（2012/6/18
8）、今に至っ
っています。

記）
（堤田記

以降、千
千葉県では空間放射線量や
や川底の底質
質
ａ）千葉県
県データにみる空間放射線
線量の推移 ： 上流／合
合流点／下流の水際と堤防
防上の計６ヶ所

（元デ
データ）県管
管理河川施設
設等の空間放射
射線量測定に
について，千葉県サイト

ｂ）千葉県
県データにみる底質セシウム濃度の推
推移：

手賀
賀沼流域と流
流域５河川に
について

（元デ
データ）海水
水、砂浜、河
河川等に係る放
放射性物質調
調査について，千葉県サイ
イト

４３

いが県立柏の葉公園にて行われました。この催

４．皆さまからの声

しは、「みどりの日」にちなんで緑豊かな環境
づくりの推進を目指し、全国で地域の緑化・緑

（注）組織・所属名のない方は、当会大掃除イベ
ントへの一般参加者です。

の保全に取り組んでいる団体等が一同に集う
ものです。毎年全国各地の公園で行われており、
千葉県では初の開催でした。このような行事が

設立２０周年おめでとうございます

当市で開催された記念すべき年に、同じく節目

柏市役所環境部環境政策課 様

の年を迎える貴団体が「緑の愛護」功労者国土
交通大臣表彰を受賞されましたことは、誠に喜

「大堀川の水辺をきれいにする会」設立２０

ばしい出来事でございます。

周年、誠におめでとうございます。
環境政策課と会とは大堀川の水質協働調査

大堀川は、当市の緑において骨格のひとつと

や手賀沼流域フォーラムをはじめとして、大堀

なっている重要な河川です。その大堀川におい

川や手賀沼に関わる様々な場面で協働して活

て２０年にわたり保全活動に取り組まれてき

動を行っています。こうした活動のなかで見ら

た皆様のご努力に感謝するとともに、今後の大

れる、会の皆様の地域環境保全への情熱と行動

堀川の水辺をきれいにする会のさらなる飛躍

力に日々感服しております。

と皆様方の末永いご活躍を心よりお祈り申し
上げます。

現在の大堀川の水辺環境はこれまでの会の
皆様のたゆまぬ努力と大堀川に対する思いに
より維持されてきたものといえます。

２０周年に寄せて

こうした２０年にわたる活動の継続は、昨年

柏市立柏第四小学校

６月、地域環境美化功績者として環境大臣表彰
を受賞したことで、市域にとどまらず市外や県

高橋 弘美 様

「大堀川の水辺をきれいにする会」の創立２

外にまで広く誇れる活動として認められたこ

０周年を心よりお祝い申し上げます。

とは大変喜ばしく、また、改めて敬意を表する

今年度、本校４年生は校区を流れる大堀川

ものであります。

の学習を行っています。本会の活動をホームペ

末筆ながら、環境政策課はこれからも会と思

ージで知り、早速授業に協力していただきまし

いを一つにして地域環境保全に取り組んでい

た。パワーポイントを使って、子供たちの疑問

くと共に、今後の会の活動の成功とさらなる発

に一つ一つ丁寧に答えてくださる姿に皆様の

展を心からご祈念申し上げます。

大堀川に対する 熱い情熱を感じました。
また、本会主催の清掃活動に４年生児童と
職員の一部が参加させていただきました。空き

２０周年に寄せて

缶などが投げ捨てられている川の中で生物が

柏市役所都市部公園緑政課 小川 靖史 様

生息していることに驚きの声を上げていまし
た。活動後、私たちの活動を紹介してくださり、

大堀川の水辺をきれいにする会が２０周年
を迎えましたこと、心からお慶び申し上げます。
また、日頃の皆様のご活動に敬意を表しますと

参加した子供たちはみな温かい気持ちになり
ました。
本会の発足以来大堀川の美しさをよみがえ

共に、当市における緑の保全活動推進に多大な
るご理解とご協力を賜っておりますこと、御礼
申し上げます。
今年６月、第２７回全国「緑の愛護」のつど

らせ、維持していく並々ならぬ熱意に敬意を表
します。子供たちが大堀川に関心を持ち、今後
も川の環境を守っていくことの大切さを伝え

４４

や青少年ボランティアの受入れなど、地域福祉

ていきたいと考えます。

の向上に積極的に寄与いただいていることに、

「大堀川の水辺をきれいにする会」 設立

心より敬意を表する次第でございます。
皆様方におかれましても、この２０周年記念

２０周年を祝して
柏５３０(ごみゼロ)の会

代表 佐藤 誠 様

という意義ある年を契機といたしまして、更な
る地域福祉の発展に一層のお力添えを賜りま
すようお願い申し上げます。
終わりに、貴会のますますの御発展と会員の

「大堀川の水辺をきれいにする会」設立２０
周年おめでとうございます。
流山を源流とし柏市を通り手賀沼に注ぐ大

皆様方の御健勝と御活躍を祈念いたしまして
お祝いのことばとさせていただきます。

堀川は、以前、生活排水を含めて自転車など大
型ゴミや一般ゴミのポイ捨てが多く非常に見

設立２０周年おめでとうございます。

苦しい状態だった。

フォトスリー柏かわせみの会

その状況を見かね、有志に呼びかけ立ち上げ

会長

たのが設立の動機だと聞いております。

下鳥 正彦 様

以来２０年、今まで大変なご苦労があり、皆
「大堀川の水辺をきれいにする会」設立後、

さまの環境を守ろうという熱意と努力・協力に
よって継続されてきたのでしょう。

２０年の長きに亘って川をきれいにする活動

そして大堀川清掃活動の他に花壇造りや手

を続けられていることに対して、心より敬意を

入れ、生物水質調査、環境についての啓発・啓

表すとともに、設立２０周年を迎えられたこと

蒙など多岐に渡って活躍されております。３・

に対して、会員一同心からお祝い申し上げます。

４年位前から大堀川に鮭が遡上してくるとは

私たち「フォトスリー柏かわせみの会」は、

驚きです。そうした活躍の皆さまには心より尊

大堀川でかわせみを中心に、四季折々に飛来す

敬もうしあげます。

る色々な鳥を含めて撮影をしているグループ

これからも貴会及び会員皆さんの益々の繁

です。
川の周辺の美化については、私たちも日ごろ

栄とご健勝を祈念してお祝いの言葉とさせて
いただきます。

から関心を持って、微力ながら毎年の秋の大清
掃の日には参加させて頂いております。現在、
「きれいにする会」には多くの方々が参加され

お祝いのことば

ておられますが、今後とも「かわせみ」の住む

社会福祉法人柏市社会福祉協議会

美しい大堀川のため、更なる会の飛躍と末永い

会長

ご活躍をお祈り申し上げます。

中谷 茂章 様

大堀川の水辺をきれいにする会が、創立２０
周年を迎えられましたことを心からお喜び申

大堀川に思うこと

し上げます。

中野 良重 様（我孫子市湖北台）

歴代の会長をはじめ、会員の皆様方の活動に
ナルクの仲間のＳさんから「おにぎりとバー

対する熱意とたゆみない努力の賜物であると
存じます。

ベキューが沢山食べられるよ。それと、ビール

貴会におかれましては、毎月実施されている

もね。行かない？」と誘われ、餌につられ犬コ

環境保全活動をとおしての、ボランティア育成

ロの様に、不純な動機で柏ふるさと公園に向か

４５

いました。

らないようにと、又いつかは止むだろうと後片

大きなゴミ袋を持ちゴミ集めをする内に、他

付けに専念している。「内心」煮えくり返る思

の人より量が少ないのが気になり始め、まるで

いであるが、老骨に鞭打っての近所の活動を紹

運動会の借り物競走の様にゴミハンティング

介する。

にのめり込みました。収集したゴミの山を前に

「大堀川の水辺をきれいにする会」来春２０

写真をパチリ、ＴＶで見る無人島生活の浜口君

周年の由、先ずもってお祝い申し上げますと共

のセリフが如く「とったど－！」の気分です。

に益々ご発展なさいますように心より祈念し

私って、変態？？

ております。今でこそきれいになった大堀川も、

それから川の変化に興味を持ち、年々きれい

会発足時には汚れも酷く想像を絶したと伺っ

になっていくのを気が付きました。ボランティ

ている。会員の皆さんにはお骨折りお疲れ様で

アの充実感がこれ程ハッキリでる仕事は無い

した。
受け身の大堀川では、始末すること、尻拭い

と思います。これも日頃の「大堀川の会」の皆
様の力量の成果です。
昨今では、長寿大学の友人に声掛けをしてい

だけでは「やってられるか」といつブチ切れて
もおかしくない。精神的拠り所をどこに求め、

ますが、少しは理解してもらえたかなと思うま

且つ持続させるか、運営の悩みは尽きない。ご

でに 3 年の時間が経ってしまいました。熱意も

苦労の程、痛み入る。

少ないせいでしょうが、日本人にはボランティ

行政に疎い者の「戯言」として聞いて、情報

ア精神が培われていない実感を味わっている

発信に偏りはないのか疑問だらけ。広報の催事

ところです。でも、若者たちが参加してくれて

案内に見る、フリーマーケットがあって清掃関

いる状況を見ると、まだまだ日本は捨てたもの

連は無い。重視の先が違っていないか。
啓蒙の結果、「ゴミは捨てない」が当り前に

じゃないと少しは安堵し嬉しくなるババアで

なれば世の中は変わる。不要になるとまでは言

す。
冬の作業は年々身体に厳しくなってきてい

いかねるが、団体など及ぼす影響は多岐に亘り

ます。冷たいペットボトルのお茶よりも何か温

その効果も絶大となる。行政には一石二鳥のこ

かいものが恋しいです。大して働きもしないの

の上ないことだろう。啓蒙の場はいくらでもあ

に希望だけは一人前でゴメンナサイ。

る、本格的な注力、出動に期待したい。
誘われての参加も４年目、皮肉って心紛らす。
その１、漁座の放置が目に余る。漁業権には

小さな満足

河川敷所有権までは含まれぬ。釣り人よ

金子 康志 様（我孫子市つくし野）

勝手は許さん。
その２、笹薮に隠してまでもゴミ捨てる。プ

「笑い声・鳴き声・叫び声」甲高い声の一団

ライドまでもすてちゃった。
「了見、狭い」

が到着したのか、賑やかさは倍加した。園児の

こんなダンナは即離婚。

散策であろうか。この公園はどこよりも綺麗と
のことで散策のスケジュールに組み込まれて
いるらしい。ボランティアとしての自尊心をく
すぐられる。子供たちの遊び場、老人の憩いの
場としても人気が高いと知ってとても嬉しい。
金木犀が小さな花と香気をとどけてくれる。
もうすぐだ。良いことばかりではない。闇に紛
れてベンチでの飲食、汚し放題である。トラブ

歳と共に機上の人となることも減った。飛び
立つ前、整備士は一列になって手を振る。「私
達が整備しました。安心して旅して下さい・・」
と。満足感溢れる笑顔が素晴らしく、すがすが
しい。こんなところに潜んでいたのか「ボラン
ティアの原点」胸打たれる出合でもあった。
『オーイ、そこのお若ぇの、たまにゃあ付き
合えボランティア。気分転換、請け合うぞ！』

４６

２０周年に寄せて
上橋

２０周年おめでとうございます。

泉 様（柏市根戸）

小川 克也 様（柏市あかね町）

私が大堀川の水辺をきれいにする会の活動に

私たちおしどり夫婦は貴会が初めてのボランティ

参加するようになったのは最近のことで全く

ア参加でした。

の新人ですが、清掃参加を始めて間もない頃の

寒風の中、冷たい川に入ってドロだらけになって

平成２７年３月、手賀の丘公園にあります青年

も満面の笑顔でおられる大先輩方の姿を拝見し「ボ

の家で合宿していたカナダ発祥の青少年ボラ

ランティアってもしかしたら楽しいのかもしれない」

ンティア団体に出向いて、当会の活動を紹介し

というワナにまんまとはまってから今年で３年目に

て参加を呼び掛けたことがあります。

なります。

その日の夜は彼らの行事にも参加して青年

堅実派の妻は、終了後のビンゴゲームで新鮮な野

のリーダーシップについて、この年になって学

菜をゲットできることがモチベーションになってい

びました。彼らの何名かは東南アジア各国から

るようです。

来ていました。

私は柏に生まれ育ち四小、五中で学びました。す

数日後、彼らが高田緑地に来て当会の清掃活

ぐ横を淀んで流れる当時（４０年以上前）の大堀川

動に参加してくれました。柏市広報並びに市民

は、それは汚くて臭くて、草ヤブで誰も近づかない

新聞が取材に来てくれました。当会の活動は地

怖い川でした。

味な活動ですが、このような広がりとＰＲがあ

そのような感覚しかないまま覚悟を決めて参加し

ると言うことは嬉しいものです。

ましたが、拍子抜けするほど川辺はきれいで、これ
も皆さんの清掃の賜物と感じました。
ベッドタウンとして発展してきた柏は歴史が浅く、

川の掃除に参加して
林

人のつながりも薄く、広大な自然もない街です。そ

眞画 様（柏市富里）

の中で大堀川がきれいであり続けることで、これか
ら１０年、１００年、そして永久に、柏に住む人々

日頃、何気なく見過ごしていることが、あること
をきっかけにまた違った見え方になるということが

の心の支えとなり自慢となるような大きな大きな河
となっていくと思います。

あります。この活動への参加もそのような導入だっ
たといえます。

大堀川の水辺をきれいにする会の皆様の日々のご
活動に感謝を込めて。

『川の掃除ってどんなことをするんだろう』
という単純な興味から、お誘いを受けて参加し、２

参加の楽しみ

年が経ちました。

丸山 紀子 様（柏市布施）

川べりに沿ってごみを拾いながら、草むらに隠れ
て一見きれいにみえる岸辺や川の中に、たくさんの
様々なごみがあること、ごみを無造作に捨てる人が
いること、川の自然を守るために会員の方々の長年
にわたる、地道な活動があることを知りました。そ
して、これまで無関心であったこの川への眼差しが、
自分の中で変わってきたことに気付かされました。

「大堀川の水辺をきれいにする会」が２０周年
を迎えられたこと、おめでとうございます。私が
柏市に来て２０数年が経ちます。当初、手賀沼の
水質が全国でワースト上位だった記憶があります
が、その昔は泳げたそうですね。現在、きれいに
なってきたのは、会の皆様が真摯な活動を続けた
おかげだと思います。
私が会の活動で楽しみにしていることは５つ。

４７

１つ目は勿論、大堀川周辺のゴミが減って綺麗に

大堀川

なること。２つ目は川沿いにゴミを拾って歩くと

山田 行雄 様（柏市若柴）

結構な運動になること。長靴を履いて川沿いを歩

私の趣味はマラソンそれにサイクリングで、

くのですが、高く伸びた芦や草が生い茂っている
ので腿を上げて歩かなければならず、普段は歩か

大堀川沿いに手賀沼サイクルコースなど、１週

ないのでなかなか大変です。３つ目は季節が感じ

間に１～２回走ったり、ツーリングで楽しんで

られる植物や野鳥に出会えること。１０月は可愛

おります。

いヘビイチゴ、３月はつくしを見つけました。写

１０年位前は、川沿いに放置自転車や空き缶、

メを撮り楽しんでいます。４つ目は活動後のおに

ペットボトル、ビニール袋が散乱していました。

ぎりやソーセージの昼食。空の下で参加者の皆さ

それを見るにつけ、何とか綺麗にしなくては

まとまったりした時間を過ごせます。５つ目は待

と思うようになり、広報かしわに大堀川の大掃

ちに待ったビンゴ大会。新鮮な野菜を当てようと

除の記事を見て、参加する様になりました。
数年前は、ゴミ袋２～３枚のビニール袋やペ

番号発表にドキドキです。前回もらった菜の花は、

ットボトルを拾い集めましたが、ここ１～２年

からし醤油和えにして美味しく頂きました。

はゴミ袋１枚位になり、マナーが良くなったと

活動を続けるのは大変なご苦労があると思いま

感じております。

すが、今後も楽しく参加させて頂きますので、こ

この数年、鮭が大堀川を遡上していると聞い

れからも宜しくお願い致します。

ております。
２７年間日本で一番汚い湖沼が、今では鮭が

清掃参加のきっかけ

上ってくるとは誰も考えつかなかったかと思

三寺 克侑 様（柏市松葉町）

います。
私も現役ではありませんが、まだ働いており

２年半前まで越谷市に住んでおり、綾瀬川や

ます。土日出勤もありますが、身体が続く限り

元荒川周辺をよく散歩しておりました。柏市松
葉町へ越してきて、最初の散歩も大堀川沿いで、

参加しようと思っております。

北柏ふるさと公園近くで偶然に見かけた「カワ
セミ」が印象的でした。大堀川の清掃に参加し

大掃除に参加して

たきっかけは、「きれいな川には小魚も住みカ

好田 富男 様（柏市明原）

ワセミも来る。」ことより、たまたま見た地域
情報誌の「大堀川の大掃除に来てね。
」でした。

私は約１０年前に定年退職し、運動を兼ねて

この時は高田緑地周辺でしたが、２、３回目は

自転車で散策し乍らついでにゴミを拾い始め

北柏ふるさと公園近くの清掃でした。

ました。大堀川の両岸の堤のうち、厚生病院側

土手には葭や葦また蔦等が川淵まで繁茂し、

の歩道は未整備で、道幅も狭く人ひとり通る程

それらをかき分けて紙屑・空き缶・ペットボト

しか無いので、途中、犬の散歩の人達とすれ違

ル等を拾い集めるのもかなり大変です。でも、

う際にはわざわざ横によけて貰ったりして恐

その後のご苦労さん会やビンゴゲーム等で疲

縮しました。

れも癒されました。

当時、雑草の中には空き缶、空き瓶等たくさ

清掃に参加する意義は、川と水辺をきれいに

ん落ちており、たちまち自転車のカゴに一杯に

することで、少しでも多くの魚が住み、鳥たち

成り、当時、所々の橋の袂に置かれていた網袋

が集まり、多くの花が咲き誇る大堀川にするた

に１日に何回か運び入れていました。

めです。

それから暫くして掲示板だったか、広報だっ

４８

たかで「大
大堀川の大掃除」の事を知
知り、参加す
す

にう
うかぶ。 （筑波山の里
里山にて ひさこ）
ひ

る様に成っ
った次第です。その頃、川
川の中にはオ
オ
ートバイや
や自転車また
た家電製品等
等も結構投棄
棄

大堀川の水
水辺

されていま
ましたが、最近ではこの様
様な大物はあ
あ

当会ＯＢ

小平 兵衛
兵 様

まり見られ
れなく成った様です。
年々大堀
堀川の環境も改善され、流
流れる水が浄
浄

思い
い出は、いつ
つの時も輝い
いている！

化している
るのも「水辺
辺をきれいに
にする会」の
の

● 永い眠りか
から、いくつ
つもの自転車
車・バイク

代々の関係
係者を含め皆
皆様のご尽力
力のお陰と大
大

が吊り上げられた

堀川を普段
段から利用し
している者の
の一人として
て

鼻に付
付いた、ヘドロの香

有難く深く感謝致します。

● 台風一過、腹まで浸か
かり、流れの
の中で格闘
した流木の山
山
アシ
ア

● 拒む枯れ 葦 を縫って
てアヒルの様
様にゴミを

八郷ぐら
らしの今
当会
会ＯＢ

アサ

漁 ったゴムボート

土棚 光夫様 ひさこ様

● 細い梯子を登ったら 資材の片付
付が待って
いる、風車小
小屋のミステ
テリー

大堀川２
２０年ですか。現在は筑波
波山の麓、八
八

コガネ

● 水門口へ、子供達と追
追い込んだ、黄金にう

郷の地で豊
豊かな自然を
を大切にする
る暮らしをし
し

ねる鯉の群れ
れ

ています。７年程前小さな地面を入
入手し、そこ
こ

タイリョウブネ

を拠点に、周辺に広が
がる森、竹林な
などを大堀ケ
ケ

毎度のゴミの
毎
の 大 漁 船 ・ 次は後始末か！

ース同様に
に多くの仲間
間とともに手
手入れなどを
を

作業を終えて打
作
打上、
あのビールの旨さ！
！笑い声！

細々と続け
けていますよ。それにして
ても大堀川２
２

仲間の心は一
仲
一つの、人ば
ばかり！

０年ですか
か。こんな仲間と八郷でも
もやれたらと
と

みんな、みん
み
んな

願っていま
ます。（光夫）

思い出
出だ！！

それ
れは、

川面から
ら突き出た投
投棄自転車数
数台をぬうよ
よ

資材購入の補
資
補助金を獲得
得する為に、発起人と

うにカモが
が泳いでいた
た。気になっ
ったが・・・ 。

懸命に走り回
懸
回った頃の遠
遠い起点から、

そこに寺尾
尾さん登場。彼の物怖じしない行動力
力

ている
ずっと繋がっ
ず

で、市民ネ
ネットや企業
業に働きかけ
け動き出した
た。

忘れ
れかけた、

泥から引き
き出す道具を作る。企業に
に飲み物とウ
ウ

少年の日の記
少
憶は、今も老
老人の心を揺
揺さぶる！

ィンナーを
をもらう。そして何かした
たい住民が集
集

備考

まり、拾い
い上げた。もう２０年前。
。あの日が目
目

チ
チョコボラ
ラ

（チョコっ
っとした
ボラン
ンティア）

川で やって
川
や て
み せんか
みませ
か
４９

発起
起人：寺尾直宏
宏氏

５．会員からの声

して当会を知り入会した。
今、大堀川の水質は悪くない。手賀沼も北千

○青木保雄

葉導水で調整している。今後も水質監視を続け

～～

る。

「ゴミは不思議ね」♪♪
ゴミは不思議ね
川の岸辺に

拾ったはずの

○金木

誠 ～～

すぐ顔を出す
入会して１０年余りが経過していますが、

この世の縮図か

やるせない思い

永いこと闘った

つもりなのに

春・秋の大掃除には全て参加し、１０周年・１

ゴミ拾いなんて

むなしいものね

５周年の記念イベントも懐かしく思い出され

それでもやっぱり

続けるだろうね！

ます。
初めての胴長作業で、浸水で携帯電話が故障

※曲は「恋心（岸洋子歌唱）」かも！？

したことや、１５周年パンフの表紙に、自分の
カワセミ写真を採用頂いたことは、忘れがたい

○沖田 航平 ～～

出来事です。
清掃活動を通して、「ゴミは土に還らない」
ということを再認識させられました。この先２
０年で、美しい街づくりのために自発的に行動
する人がもっと増え、大堀川のみならず柏全体
がより良い街となることを望みます。

○冠木

栄治 ～～

『ヤッパリ魚獲りは面白い。』
定年退職後に地金堀を散歩している折り、何
人かが川に入ってアミで魚を獲っていました。
私が入会した動機はこれを見て「そうだこれを

○沖田 直樹 ～～

やりたい」と思ったからです。というのはガキ

まだ参加して間もないですが、会員の皆様の

の頃に毎日やっていたからです。

熱心な関わりに頭が下がる思いです。

寺尾さんの声掛けで始めた「トラップ」によ

地元で２０年続いた活動の灯を絶やさない

る魚獲りではいろんな魚が獲れました。クチボ

ように、３０年、４０年に向けて少しずつ会員

ソ（モツゴ）、鮒っこ、鯉っこ、タナゴ、ヌマ

や清掃参加者の輪を広げるお手伝いを息子と

エビなどたくさん獲れました。ビックリのは３

ともにしていきたいです。

０cm もあるライギョ、でかいガマガエル、○
○ガメ、巨大な手長エビが獲れた時です。

○尾曲

俊男 ～～

去年は魚獲り三昧で終わりました。獲った魚

大堀川沿いをウォーキングし、捨てられてい
るゴミの多さに憤慨！

は近所の店「まつば R」の水槽で飼っています。
見に来てください。

以来１２年、最近はポイ捨てされたゴミも大
分少なくなり(^_^)

ゴミ拾いすることも大切

ですが、ポイ捨てしないことがもっと大切だな

○河井

弘泰 ～～

「こんにちは大堀川くん」♪♪

あと思う昨今です。

1）夕べの雨粒集まって
大堀川へやって来た

○加藤

哲男 ～～

スイスイ泳いで手賀沼へ
曲がりくねった手賀川を

排水処理に携わった者として手賀沼のワー

下って来たぞ利根川へ

スト１は惹かれるところがあった。その一環と

５０

○新保 徹也 ～～

ゴールはなんと太平洋
その源の大堀川

現役時代は地域貢献など無縁。２００８年に

みんなできれいにするんです

退職し大堀川清掃に加入させていただきまし

2）は割愛

た。

※作詞者の声「作曲者募集中です！」

清掃後や例会後での飲み会は、爽快感とメン
バーの人柄に触れ極楽極楽。せめて８０歳まで

○木村

守 ～～

は。

放置自転車の散乱する大堀川の清掃を始め
てから、１０周年には利根川導水の注入により、

○高橋

富男 ～～

（河井記）

鮭の遡上を見ることが出来ました。また、２０

山登りが何より好きで珈琲メーカー等リュ

周年を迎える大堀川は外来種植物の侵入を受

ックに忍ばせ柏駅へ急いだ２０１６年１０月

けて、その対策が憂慮されています。残り少な

８日夜、彼は天国へ召されました。当会の繁忙

い人生、悲喜こもごも大堀川を楽しみたいと考

な事務局を一人で献身的に務め、大堀川の掃除

えています。

は勿論、花壇整備、水質・生き物調査、更に懇
親旅行幹事まで引受け会にとって貴重な人材

○黒田

博和 ～～

でした。享年７３歳、ご冥福をお祈り致します。

「渡る水辺はゴミばかり？」で始めたという
会で、「花曇り 水面漂う ポリ袋」、「ざぶざぶ

○堤田

敏夫 ～～

と 夏川さらう 子どもたち」、「秋光の 岸辺に

２０年前、通勤途上の大堀川は臭いドブ川で

集う 掃除びと」、「春を待つ 土手沿い辿り 息

ぷくぷく泡も出る水面には多くの自転車や投

あがる」という１年です。

棄された粗大ゴミがいっぱいありました。
そういった中、堤を歩いていると、当会発起

○小林

としえ ～～

大堀川にゴミがなくなり清流が流れ、春は満

人・寺尾さんが作った呼掛けチラシに見事釣ら
れ、当初より活動参加しています。

開の桜まつり秋は紅葉と柏市内の水辺の憩い

昨今、ゴミが問題視される状況から脱した気

の場所となれば「大堀川の水辺をきれいにする

配ですが、外来植物の出現、残留放射線の問題、

会」は解散です。そんなことは夢の又夢か

手賀沼に残る粗大ゴミなど等まだまだですね。

な？？？

○寺尾
○佐藤

義喜 ～～

直宏 ～～

大堀川２０年で何が楽しかったかだと。
そりゃ、魚捕りさ。地金掘りに追い込んだ魚

私が自分の周辺のゴミを拾うようになった
のはかれこれ２０年ぐらいになると思います。

を網で囲み、中の魚を子供たちに手網で掬わせ

ゴミ撲滅の活動に費やしているエネルギー

る。跳ねる鯉が入った手網を必死で持ち上げる

は莫大なものではないでしょうか。

子供達の笑顔。
大堀川って良いよなぁ。

地域だけで考えることではなく、行政府がも
っと真剣にゴミ減量について議論するべきで
はないでしょうか。

○中野

一宇 ～～

大堀川を散歩し流れる白いゴミ袋を見るた
びに、現役時代、世の役に立つと考え取り組ん
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だモノがと自省の念に駆られます。

○増田

原子力も然り、ゴミを出さない生き物達と共
存する地球、人間中心主義ではなく生物連鎖の
下で成り立っている事に十分留意したいもの
です。

捷紘 ～～

２０１６年１０月１６日（日）「大堀川の秋
の大掃除」から参加いたしました新人の増田で
す。中野様の紹介です。老体にムチを打って頑
張ります。皆様の熱意に感銘しております。
今後ともよろしくお願いいたします。趣味は

○深津

章文 ～～

“掃除”、あけぼの町住民です。

退職後に見かけた「レッツ市民活動体験」で
当会を知り、インターンシップ体験後に入会。

○山口

そもそも「愚直に掃除する」姿勢に惹かれ早
や６年が経過。東日本大震災後は必ずしも愚直

平成１４年退職後の行動を思案していた頃
に新聞にて当会の活動記事を見た。

には行かない面も多々あるものの清掃後の達
成感は格別！！

善範 ～～

通勤途上には目にしていた川なのにその川
の汚れなど関心も持っていなかった。心ある
方々の活動に大いに興味を持ち入会。当初はゴ

○藤井

昭義 ～～

当会は今年発足２０周年の節目となり、人生

ミも大量であったが最近は当会活動が認知さ
れたのか働きがいがない様。
多くの知己を得、行動範囲も広がった。今後

に例えると晴れて成人式を迎えたわけです。”
継続は力なり”と言います。皆様の期待に応え

も微力ながら参加し続けたい。

られるよう、愛される美しい大堀川のため会員
一同頑張りましょう。

○湯原

なお、一層のご協力をお願いします。

清 ～～

６０歳で定年退職し、このまま家にいて外に
出て活動しないのでは、家にいて昼間からお酒

○藤波

義正 ～～

大堀川の土手を散歩していて何時も川がき

を飲んでいては…と思い外に出ることにしま
した。

れいなので、誰が掃除をしているのかなと思っ

大堀川の会では一時事務局をしていました

ていたところ大堀川の会があることを知り少

が、今は定例会議の後の飲み会が楽しみで、幹

しでも役に立てればと平成２１年に入会しま

事役を買って出ています。

した。微力ながら体力のある間は清掃に参加し
ようと思います。

○船田

英司 ～～

入会して早や１０年が過ぎました。パソコン
をしない主義の私が、情報不足を感じることな
く、ここまで続けることが出来たのは、皆さん
のサポートと川掃除が好きだという気持ちが
あったからだと思います。
パソコンの苦手な人でも大丈夫ですよ。

５２

６．今後の活動に向けて
皆様に支えられて、当会も創立２０年を迎え
ることが出来ました。「２０年」と言えば「成
人式」を想起しますが、果たして当会は「大人
として」活動出来ているのでしょうか？
立ち上げ当初には未知な課題が多く、会員そ
れぞれが英知を集めて流れを作って下さいま

地金堀との合流地点の立入禁止看板

した。その後は、ある程度慣習となったイベン
トを定例的にこなす事で活動が維持されてき

は微々たるものだということも理解しました。

ていました。

「じゃあ、自分の孫を連れて来られますか？」

その状況が２０１１年の大震災後の福島第

との質問に首を縦に振る会員は居ませんでし

一原発の放射能漏れ事故により一変しました。

た。

毎年夏の行事として、特に小さいお子さんに人

これを契機に、過去の慣習に捉われずに、

気のあった「夏の生き物調査」の開催場所で観

色々なケースを考える習慣が芽生えて来た様

測された放射線量が規定値を越えたことによ

です。外来植物のナガエツルノゲイトウの異常

り「立入禁止」の措置がとられてしまったので

繁殖も考えねばならない状況を我々に突き付

す。毎年、多くの子供達が目を輝かせて手掴み

けてくるのかも知れません。「大人になった」

で魚に触れる機会が奪われてしまったのです。

当会は、大堀川の現状を見守りつつ、これらの

会員による放射線量の測定もして、地面を５

課題に真摯に向き合って行かねばならないと

cm 掘れば線量が大きく下がるとの知見も得ま

考えております。

した。そして、2〜3 時間の活動で浴びる線量

編集後記
本来、川は降った水を海に流す通路の筈だが、

した。１０年後の大堀川がどんな変化をしてい

今の大堀川は人間の出す排水と利根川から引

るのか、また私自身の１０年後を想像しながら

込んだ水が大部分である。都会の川の運命か。

の編集後記とします。（小林）

（加藤）

１０周年誌も担当しましたが、その時は２０

敗戦直後の極端なモノ不足時代を経てきた

周年誌があろうとは思いもしませんでした。長

せいかなんでも後生大事にとっとくタチなん

く続いてきたものです。ならば３０周年も？！

ですが、後になってみるとガサネタばっかし。

みんなで迎えたいものです。（堤田）

ホントに欲しい記録は残ってないなぁと痛感。

創立２０周年となるこの年に、たまたま事務

も一つ、自分じゃマアマア書けたと満足した文

局を担当していたことにより記念誌編纂の栄

が人には中々伝わらないし、分って貰える文が
思うように書けない歯痒さ。反省、
、
（河井<(_ _)>）

誉に浴することが出来ました。この春で入会し
て７年となる若輩者ですが、編纂を担当させて

２０周年の記念誌の発行にあたり、企画から

頂いたことで、過去の記念誌を熟読し当会の流

各会員の役割分担など時間をかけて手作りの

れをよく理解することが出来ました。（深津）

記念誌を作ることができ、当会の底力を感じま
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1997 は会創立年

黄袋：一
一般小物用（
（今は無印）
青袋：一
一般大物用（
（取っ手なし
し）
ネット袋
袋：粗大ゴミ
ミ用

胴長靴（靴底剥がれやすい）

イザと
となれば
ゴムボー
ートも出動

引っかき棒 ：川中でゴミ引っかける

救
命
胴
衣

ロープ
プ：粗大ゴミ
ミ引揚げ用

作 Kawai

５４

2016.12

