－手賀沼生き物調査－
手賀沼の魚類・貝類・プランクトン調査
地域企画の生き物調べや、手賀沼水生生物研究会の調査で、魚類などの変化を記録しています。

2021 年度金山落生き物観察会

2021 年度は魚種が少なく、モツゴが主だった。

－大繁茂しつづけている外来水生植物の実態調査と対策を後押し－
ナガエツルノゲイトウ・オオバナミズキンバイが拡大し、沼のいたるところで増え続けています。
http://www.biteren.com/point.html 参照
美しい手賀沼を愛する市民の連合会と共に、継続的に
実態 調査を行い、琵琶湖の対策などを学ぶ勉強会 や
駆除ボランティアの養成講座を開催し、駆除作業を実施。
黄色花：オオバナ 白花：ナガエ

千葉県の大規模駆除後の再繁茂状況を調査
大堀川河口部を2021年1月下旬に大規模駆除後、群落が漂着し、取り残しからも再
繁茂していた。7月中旬に再駆除したが再度群落が漂着していました。千葉県は、2022
年度は大津川河口部等大規模駆除後、順次、巡回監視・駆除に取り組み始めました。
2021年4月3日

2021年8月30日

2021年7月19日

http://www.teganumaforum.com
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再繁茂している

大群落が漂着している

A
再駆除から 1 か月後、再漂着

今、手賀沼に大きな異変が!?
2019 年から、ハス群落・ヒメガマ・マコモの衰退が急激に進み壊滅的な状況となっていま
すが、その原因は特定できていません。ハス栽培実験や継続的な調査をしています。
2021年6月21日

蓮見桟橋内側にハスがちらほら

2021年6月1日

ハス栽培実験

2021年4月7日

ヒメガマの新芽が低密度

手賀沼の魅力や現状を伝えるため様々な企画を開催しています。
「手賀沼にいのちのにぎわいを！」生物多様性のたいせつさをともに
考え、環境を守っていきましょう。
【手賀沼流域フォーラム実行委員会】

問合せ：teganumaforum@yahoo.co.jp
柏地域実行委員・我孫子地域実行委員・流山地域実行委員・松戸地域実行委員・
白井地域実行委員・印西地域実行委員（市民活動団体より選出）
手賀沼水環境保全協議会事務局（千葉県環境生活部水質保全課）
柏市環境政策課
我孫子市手賀沼課
流山市環境政策課 松戸市環境保全課
鎌ケ谷市環境課
白井市環境課
印西市環境保全課
●後援 公益財団法人山階鳥類研究所 ●事務局 美しい手賀沼を愛する市民の連合会
※企画の費用は手賀沼水環境保全協議会が負担しています。
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地域

月/日

企画名

親子自然観察会
－手賀沼用水路で魚とり！
7/9 かかし祭り ①かかし作り
8/20
②かかし祭り
川や沼の水のよごれをはかってみよう!
7/17
プリプリせっけんを作ろう!!
6/26

ライトトラップで夜の虫を探そう!
－光によってくる虫、セミの羽化やカブトムシを観察しよう－
日時：7 月 29 日（金）18:00～20:00
小雨決行・予備日 7 月 30 日(土)
会場：我孫子市五本松公園 講師：三森典彰さん（㈱BiotopGuild 代表取締役）

手賀沼流域 7 市巡回～野鳥写真展～
一瞬の出会いを切り取る『素晴らしい野鳥の世界』
豊かな生態系を育む手賀沼の野鳥たちを「我孫子野鳥を守る会」会員が
撮影した選りすぐの写真をラインアップします。手賀沼の野鳥の魅力、
探鳥の楽しさ、野鳥と共存できる環境保全の大切さを手賀沼流域７市の
〈詳細はこちら〉
会場でご覧になってください。
※共催：我孫子野鳥を守る会
会 期

開催流域市

会 場

5/25(月)-6/7 (火)

印西市 2 会場

①印西市文化ホール ②中央駅前地域交流館 ２号館

6/21(火)-6/27(月)

鎌ケ谷市

きらり鎌ケ谷市民会館・きらりホール 展示スペース

7/1 (金)-7/11(月)

我孫子市会場①

我孫子市生涯学習センター アビスタ 展示スペース

7/1 (金)-7/20(水)

我孫子市会場②

手賀沼親水広場 水の館 1 階 & 3 階

7/15(金)-7/25(月)

柏市

8/1 (月)-8/16(火)

白井市

道の駅しょうなん つばさ（既存棟）
しろい市民まちづくりサポートセンター 多目的ホール

8/23(火)-8/28(日)

松戸市

松戸市文化ホール 市民ホール・市民ギャラリー１

8/31(水)-9/６ (火)

流山市

流山市生涯学習センター 市民ギャラリー

展示期間：2023 年 2 月 1 日（水）～2 月 14 日（火）

我
孫
子

我孫子市環境レンジャー

10/7 川めぐりと木下の史跡散歩

我孫子の文化を守る会

10/16 手賀沼賞

我孫子市環境レンジャー

エコ・こども教室

企画名

9/25 大堀川わくわくウォーキング

柏

企画 団体
大堀川の水辺をきれいにする会

10/2 大津川中流域の自然と歴史を歩く

大津川をきれいにする会

10/22 親子で来てね！手賀沼用水路で魚とり 2022

手賀沼水生生物研究会

10/16 きのこ観察会

NPO 法人 こんぶくろ池自然の森

10/1 手賀沼歴史クイズラリー
他
10/8・15・22・29

手賀沼アグリビジネスパーク
事業推進協議会

岡発戸・都部の谷津を愛する会

手賀沼親子ふれあい探鳥会～親子で手賀沼
我孫子野鳥を守る会
周辺の山野の鳥と水辺の鳥を楽しもう～

流
船上から手賀沼の生態を学ぼう！
10/25
山
プラス 杉村楚人冠記念館見学

手賀沼をもつと知ろう！
手賀沼流域の松戸市
手賀沼をもつと知ろう！～手賀沼流域の
8/20
水調べと手賀沼船上見学会～
鎌ケ谷市内（大津川流域）で
鎌 9/18
お米を収穫しよう
8 月中

流山市立博物館友の会
手賀沼流域フォーラム松戸
実行委員会
NPO 法人せっけんの街松戸
鎌ヶ谷・大津川を清流にする会

ケ
谷

1/21 竹炭・華炭を焼こう

白
井

白井環境フォーラム実行委
8/4 ダチョウのひみつ&バードグライダーを
員会
つくろう
9/17 美しい下手賀沼の景観復活！「下手賀沼土 NPO 法人 しろい環境塾
手のクリーンアップ（ゴミ拾い）」
～見てみよう、ふれてみよう、川の中のいのちのにぎわい

月/日

我孫子市石けん利用推進協議会

9/25 手賀沼水辺探検

9/24 金山落（今井の桜並木）生き物観察
地域

NPO 法人手賀沼トラスト

NPO 法人 手賀沼トラスト

12/3

会場：我孫子市生涯学習センター アビスタ 1F ストリート
●手賀沼流域フォーラムの活動や手賀沼の生き物などの紹介

手賀沼水生生物研究会

9/10 冬水田んぼで稲刈りをしよう

11/5 晩秋の谷津を散策しよう

松
戸

企画 団体

7/30 手賀沼船上親子観察会
印
西 10/30 亀成川流域里山散策会

「ケビンさんと里山生きもの観察」

粟野の森の会

今井の桜保全プロジェクト
印西 水と暮らしを守る会
NPO 法人 亀成川を愛する会

★
子ども(親子)から大人まで対象
大人対象
★ 一部、市内在住者限定の企画もあります。
★ 詳細は、ホームページ http://www.teganumaforum.com をご覧ください。
★ 問い合わせは、手賀沼流域フォーラム実行委員会事務局までメールにて
お願いします。メール teganumaforum@yahoo.co.jp

