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「第 5回かわごえ環境フォーラム」2月 24日開催 

 
2006年 2月に開催された第 4回かわごえ環境フォーラムの様子 

 市民・民間団体・事業者・行政、そしてかわごえ環境ネットが、

それぞれの環境活動の成果を報告して環境活動の環（わ）を広げる

ことを目的として行われてきたこの行事も、第 5回という節目を迎

えました。今年も例年どおり、川越市市民会館で、2月 24日（土）

9:30-16:00に開催されます。 

 これまでは、3 つの会場で実施していた環境活動報告会ですが、

今年は展示交流会も含めて、すべての発表をポスター展示とポスタ

ー前での発表会（ポスターセッション）にします。これにより、参

加者同士が新たな交流が持てるものと期待しています。 

恒例となった循環型社会形成シンポジウムは、『水のまち川越の復活

をめざして』と題して、「保水型下水道による都市基盤への移行」と

「昔の川越は水が豊かだった」という 2つのテーマで、貴重な資料

とともに講演していただきます。「川越」の名前にふさわしい水のま

ちをどのように復活させればよいか、会場でみなさんの知恵をお寄

せいただければと思います。 

 プログラムなどの詳細は、別紙のちらしをご覧ください。みなさ

んのお越しをお待ちしています。 

かわごえ環境ネット理事長 小瀬博之 
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第 14回仙波河岸史跡公園自然観察会及び保全活動
 12月 2 日（土）9:00-12:00に、すばらしい秋

晴れのもとで自然環境部会恒例の自然観察会及

び保全活動が開催されました。参加者は、かわ

ごえ環境ネット会員、EM クリーンクラブの会

員、公園整備課職員など 35名でした。講師とし

て埼玉県生態系保護協会の稗島英憲さんをお招

きし、野鳥の観察を中心に説明していただきな

がら園内を調査しました。 

 

鳥の観察会 

 にぎやかな鳥の声の中、講師の稗島さんによ

るイラストを使った鳥の説明で観察会が始まり

ました。 

 
鳴き声の主を探して観察中 

 

 
水車の池で水鳥の観察中 

 

調査結果 

 観察された野鳥は、次の 17種でした。 

キジバト、カケス、オナガ、ヒヨドリ、ハクセ

キレイ、カワセミ、ジョウビタキ、コサギ、メ

ジロ、ハシボソカラス、ホオジロ、ムクドリ、

ダイサギ、シジュウカラ、コゲラ、マガモ、カ

ルガモ 

 今回は、種類も数も多く観察されました。 

 

保全活動 

 仙波河岸跡池の水質浄化活動と水質調査を行

いました。簡易水質調査で水質を調査するとと

もに、水質浄化の効果がある EM発酵団子を池

に投入しました。 

 
簡易水質調査キットで調査中 

 

 
EM醗酵団子の投入風景 

 水質浄化活動の効果で水質が安定して来てい

るようです。今年度 3回の水質調査結果をかわ

ごえ環境ネットホームページ（http://kawagoeka

nkyo.net/senbakashi/）に掲載しましたので、詳細

を知りたい方はご覧ください。 

（推進責任者：市川・宮崎、文責：自然環境部

会代表 大辻晃夫） 
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第 2回 菅間緑地の生きもの調査 
 自然環境部会では、11月に実施した人工池の

生きもの調査に引き続き、12月 9日（土）10:0

0-12:00 に湧水が見られる濠の生き物調査を実

施しました。参加者は自然環境部会の 4名と埼

玉県政体系保護協会湧水プロジェクトの 4名の

計 8名でした。調査状況を写真で紹介します。 
 

 
湧水の水温測定状況 

 

 
水中の生きもの調査（その 1） 

 

 
水中の生きもの調査（その 2） 

 

 
捕獲したモツゴ、スジエビなど 

 
表 調査結果 

●天候：雨 気温：7℃ 水温：14℃ 
●捕獲した生きもの：モツゴ：2、スジエビ：6、アメリ
カザリガニ：多数、サカマキガイ：1、ウシガエルのオタ
マジャクシ：多数 

 

 今回の調査では、希少なタナゴ類の生息も期

待しましたが、表の通り、ザリガニとウシガエ

ルのオタマジャクシばかりが目立つ結果となり

ました。これは、過去に湧水の枯渇があったた

めと考えられます。ただし、雨と気温低下で調

査を短時間で切り上げたこともあり再調査も考

えています。 

（自然環境部会：大辻晃夫） 

 

第 2回 菅間緑地のアカウキクサ除去活動 
 自然環境部会では、絶滅危惧希少魚、ムサシ

トミヨの移入候補地に決定した菅間緑地の人工

池で、水面を全く覆い尽くす勢いで繁殖してい

るアカウキクサの除去活動をおこないました。 

 前回は 11月 4日に行いましたが、直後に埼玉

県生態系保護協会よりアカウキクサ（オオアカ

ウキクサ）が在来種であれば、絶滅危惧種、特

定外来種であれば、国への届けが必要になるの

で専門家の判断を待つって欲しいとの連絡を得

ました。したがって、その間は現状復帰の考え

で除去したアカウキクサを再び池に戻しました。 

 専門家の判定で、在来種の絶滅危惧種ではな

く特定外来種でもない、改良した園芸種とわか

り、駆除してもよいとの判断が得られましたの

で、12月 22日（金）10:00-12:00に、井戸水の

 流れ込む人工池にて、魚類の酸欠死防止のた
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めにも急ぎ除去作業をおこないました。参加者

は、かわごえ環境ネット会員の 6名でした。 

 写真で活動状況を紹介します。 
 

 
アカウキクサの除去作業中 

 
70～80％除去終了 

 なお、埼玉県による調査の前となる、1月 13

日（土）に残りのアカウキクサを除去しました。 

（自然環境部会：大辻晃夫） 

 

 

歳末クリーン 川越まち美化拡大行動

 
ごみ拾いの様子 

 

 
集めたごみの多さに驚く参加者 

 

 昨年と同じ 2006年 12月 23日の祝日に、社会

環境部会のまち美化グループの呼びかけによる、

かわごえ環境ネットの「まち美化行動」が、会

員及び会員外の市民ら 26 人の参加で行われま

した。当日は風も無い晴天に恵まれ、6 コース

に分かれて活動しました。 

 前日に「路上喫煙の防止に関する条例」が市

議会で成立しましたので、携帯灰皿を持参しな

がら、ポイ捨て防止のゼッケンをつけて啓発と

散乱ごみ拾いをしました。何人かに条例成立の

ことを聞いても知らない人が大半でした。今後

の啓発の難しさが予想されます。また、拾った

ごみを集めてみると「市の中心部でもこんなに

ポイ捨てごみがあるの」と、その量と数の多さ

にびっくりしていました。「捨てない市民」を 

どう育てるかは、教育問題にもつながる課題で

あると痛感し、11時半に散会しました。 

 コースは本川越駅から「川越駅までのバスコ

ース」「クレアモールと八幡通」「中央通り・一

番街」「川越市駅から六軒町」「東照宮・喜多院

周辺」の中心部を主に実施しました。今回はさ

らに国道 16号と 254号が交差する「新宿北交差

点周辺」も 2人で回りました。さる 10月の市内

一斉のごみゼロデーでも手がつけられなかった

ようで、縦割り行政の欠陥を感じました。 

 市民の協力が待たれます。 

（社会環境部会：武田侃蔵）
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［会員からの活動報告］手作りポスター・成人式会場での啓発活動 
●「路上喫煙の防止に関する条例」の啓発ポス

ターを手作りで。１２月の市議会で成立、公布

された条例ですが、市民に影響の大きい割には

関心がありません。「人の噂も７５日」ではあり

ませんが、この条例の施行の４月までには関心

が無くなってしまいます。 

 市民が手作りで一枚ずつ「路上喫煙防止」の

願いをこめて書いて掲示板や商店街に張り出せ

ば、税金を使わずに効果が上がるのではと思わ

れ企画しました。１２月２４日に参加者は４人

でしたが、思い思いのポスターを３０枚書きま

した。市の掲示板に掲示するには、体裁や字句

などで調整が必要で、当面、商店の店頭掲示で

やってみたいと考えております。 

● 成人式会場で「ポイ捨て防止」の啓発活動 

 去る１月８日の川越市の「成人式」が、総合

運動公園内の体育館で午後１時から行われまし

た。今年の成人の数は３,５２３人。会場前の 

広場で輪を作って話し合う成人たちに、「歩きた

ばこ・ポイ捨てをやめましょう」の啓発ゼッケ

ンをつけて吸殻などを拾って美化活動をしまし

た。合わせて、「路上喫煙防止条例」公布を知っ

ているかなどのアンケート調査をしました。知

っている人は２割、そのほとんどが「路上喫煙

はしません」と宣言、若人のマナーのよさに感

激し、川越の将来に希望が持てた１日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（クリーン川越めざす会：武田侃蔵）

 

川越市環境行政の動き  
●新清掃センター熱回収施設新築工事は神鋼環

境ソリューションが落札。新清掃センター熱回

収施設新築工事の入札が１月１７日に実施され、

落札額は税抜きで１１６億円でした。焼却炉の

方式は「流動床式ガス化溶融方式」で、石巻市

で稼働、相模原市と岩出市が採用しました。新

清掃センターは西清掃センターの代替施設です

が、西清掃センターの老朽化に対応するため、

平成２１年度中の完成を目指しており、早期着

工が待たれます。 

●「路上喫煙の防止に関する条例」が市議会で

可決。平成１８年１２月２２日に、この条例が

市議会可決にもとづき公布されました。内容は

市内全域での「路上喫煙をしないように努める

義務」が課せられ、市の中心部では「路上喫煙

禁止地区」が指定され、違反者に過料が科せら

れます。施行は４月、罰則にかかる規定は１０

月からとなっています。自治会回覧やキャンペ

ーン等で PRをします。 

●「新環境審議会」来月にスタート。昨年９月

議会で成立した環境基本条例にもとづく新しい

環境審議会の委員を選考中です。なお、公募の

委員が６人参加の予定です。そして、２月に委

嘱を行い、現在策定中の第二次環境基本計画に

沿った市民との協働による環境行政を積極的に

推進していくことが望まれます。  

● 市民環境調査「親子で湧水探訪」の実施。

環境政策課では、市民にとって身近な環境テー

マの調査を行いその意識の高揚を図るため、毎

年市民環境調査を実施しています。今回はオア

シス周辺の湧水を観察します。日時は平成１９

年２月１７日（土）午前９時～正午。参加対象

は市内在住の小中学生と保護者。先着２０人。

申し込みは環境政策課（電話 049-224-8811内線

2612・ファックス 049-225-9800）まで。 

（武田侃蔵）
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理事会・専門委員会からの報告  
●理事会 

 第 75回理事会は 12月 26日に開催され、主な

議事は次の内容でした。 

・次年度事業計画及び予算についての検討 

○全体事業：エコライフ DAY、環境フォーラム、

北公民館かんきょう祭り、水性生物調査、アー

スデイ・イン・川越への参画 

○社会環境部会：地球温暖化対策、廃棄物減量

化推進、埼玉県のポイ捨て禁止条例の啓発、路

上喫煙防止条例の啓発の事業推進 

○自然環境部会：（仮称）川越市森林公園計画地

の保全活動、自然観察会、仙波河岸史跡公園の

自然保護活動、湧水の保全と再生活動、多自然

型護岸活動、の事業推進 

○企画委員会：講演会の計画（マイクロ水力発

電の講演会を拡大することなど） 

○広報委員会：ホームページ、月刊かわごえ環

境ネットを活用して情報提供を進める 

 各部会・委員会の事業計画が出たので、今後

調整を図って行くことになった。 

・ボランティア保険の加入について：4 月 1 日

から加入予定、1 月の送付資料で会員に知らせ

募集することになった。 

・ホームページ・ドメイン更新費用の支出につ

いて：ホームページ 3,150 円、ドメイン 808 円

の支出を承認 

・市民団体における PRTR活用実態調査依頼が

あり、理事長が回答することになった。 

（広報担当理事：金子晃） 

 

●社会環境部会 

 12月 20日に市役所 7B会議室にて定例会が行

われ、会員 11名、事務局 1名が出席しました。 

・ごみ減量グループから、生ごみ堆肥化等の他

市の取り組み、及び川越市の考え方の参考にな

る見解の報告等があり、1月 29日に狭山市の実

情調査が決まりました。次回の 1月 17日に参加

者を募集します。 

・2007年度社会部会の事業計画の検討：活動テ

ーマは今年と変わらず、「地球温暖化防止対策」

「廃棄物減量化推進」「街美化運動の推進」「第

6回かわごえ環境フォーラム」「アースデイ・イ

ン川越 2007」「第 7回北公民館かんきょう祭り」

等を引き続き強力に推進し、あわせて「かわご

えアジェンダ 21」の具体化と市民への啓発に努

めることを確認しました。 

・12 月 12 日に、ごみ減量、まち美化、環境推

進員有志 17名で、川越市の菅間学校給食センタ

ーを視察、給食内容や残飯の処理方式等を見学、

合わせて近くの菅間緑地にも足を伸ばしました。

自然部会の大辻さんの配慮でサンクチュアリ内

部に入って、落ち葉と水草に覆われた池の状況

も見てきました。早く掃除する事にしました。 

（代表：渡辺利衛） 

 

●自然環境部会 

 12月 1日に「公園整備課との協議」が行われ

ました。協議内容は最近、仙波河岸史跡公園の

草花が根元まで刈り込まれ、以前から取り決め

てきた刈り込み高さが全く守られていないこと

と、渇水期の湧水枯渇対策としての井戸の掘削

計画が 2 年経過しても実現していないことの 2

点に絞り込みました。結果として草花の刈り込

み高さは、4月より 2007年度の造園業者が決ま

るので指示徹底する、また、井戸掘削は 2007

度中に実現するように最大努力するとの結論に

なりました。 

 同じく 12月 1日には「ムサシトミヨ復活の候

補地決定」について、環境政策課及び環境保全

課と協議を行いました。結果として、埼玉県が

望んでいる小仙波の龍の池弁財天は、喜多院の

所有地のために管理上でいろいろな問題が起こ

って来ると考えられることから、市としては菅

間緑地を候補地として決め、早急に県と協議す

ることになりました。 

 12 月 8 日には 12 月度の自然環境部会が開催

され、残された平地林の保全グループと水辺の

自然の保全と再生グループからの活動報告と今
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後の進め方などについて討議を行いました。な

お、議事録は、かわごえ環境ネットホームペー

ジに掲載しています。また、部会においても配

付していますのでご覧ください。 

（代表：大辻晃夫） 

 

●広報委員会 

 月刊化し、毎月 20日前後に送付して、かわご

え環境ネットの活動の活性化につながるように

努力しています。編集打ち合わせ、中央公民館

の印刷機を借りての「自前印刷」と封入作業に

発送と続きます。また、1 月号からは、各公民

館にも 5~10部と配布して PRに努めました。1

月も 15 日に編集会議を開き、2 月 24 日の環境

フォーラムの成功に向けての資料作成に努力し

ました。広報活動に助力してくださる方の応援

をお願いします。 （委員長：武田侃蔵） 

 

●企画委員会 

 第 3回委員会は 34年ぶりの豪雨の中で 12月

26日に開催されました。今回は理事会のあとで

開催したので理事の方も数人議事に参加してい

ただきました。 

 時間は少なかったのですが今までの委員会の

メンバー以外の情報が寄せられました。例えば

ごみ拾いでもいろいろの団体がやっているわけ

で、いかにしてこれらの活動をネットワーク化

するかが企画委員会のミッションではないかと

思われます。皆様の団体でこのような活動をや

っているよ、という情報があれば環境ネット事

務局あてにお願いします。次回は 3月はじめに

開催する予定です。 （委員長：村上正明） 

 

●かわごえ環境フォーラム実行委員会 

 12 月 26日と 1 月 15 日に委員会が開催され、

環境活動報告集の投稿状況及び展示申込、こど

もエコクラブの参加状況、協賛依頼、会場レイ

アウト及び設営の方法、シンポジウムの講師依

頼と内容、ポスターのデザイン、当日のプログ

ラムと展示場所、役割分担について検討が行わ

れました。 

 今年の環境活動報告会は、展示・交流会と合

同して、ポスターセッションでの実施となりま

す。初めての試みで不安な点が多いですが、充

実した内容になるようにレイアウトや発表方法

について検討を重ねています。展示件数が多い

ので、にぎやかなイベントになりそうです。 

（委員長：横山三枝子） 

 

●（仮称）かわごえアジェンダ 21検討委員会 

 1月 10日に第 6回検討会が開催され、10名の

出席者（事務局 2名を含む）でアジェンダの項

目整理を中心に話し合いが行われました。 

 9 月に行ったアンケートで得られた 162 項目

を集約し、将来世代にわたり地球全体および川

越市が持続的に発展していくため取り組むべき

具体的な行動を一覧できるように、行動表をま

とめているところです。12月の第 5回検討会で

49の中項目をとりまとめたところですが、それ

をさらに整理して、「個人や団体が各自で実施す

ること」「個人や団体が他の個人や団体に働きか

けること」「協働して実施すること」の観点から、

取り組むべきアクションを整理して、優先して

取り組むべき項目を整理する予定です。 

 2 月 8 日の次回検討会は、公開イベントとし

て広く参加者を募って意見を集約したいと考え

ています。ぜひご参加ください。 

（委員長：小瀬博之）

 

 

 

市議会で「付帯意見」の表明が欲しかった。

というのは、「路上喫煙防止」とあわせて「ポ

イ捨て禁止」も盛り込む予定だった現場の声

が通りませんでした。県のポイ捨て禁止条例

との重複が問題になったからです。この条例

を市民が知っていますか。議会で県の啓発責

任履行の意見表明をして欲しかったのです。 
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おしらせ 
かわごえ環境ネット主催・出展イベント 
★ホタルの飼育で勉強会 

夏の夜の風物詩、ホタルの舞う環境作りをめざ

す自然環境部会では、下記要領で勉強会を計画

しました。ふるってご参加ください。 

日時：1月 25日（木）14:00-16:00 

場所：川越市中央公民館 2階第 1会議室（川

越市三久保町 18-3） 

講師：金子隆治さん（旭町在住 ホタル飼育

の専門家） 

内容：ホタルの基礎知識、飼育・繁殖等、

候補地の環境作りの助言も予定 

★陽だまりの雑木林で野鳥や冬芽のウォッチン

グ〔（仮称）川越市森林公園計画地自然観察会〕 

 冬の雑木林は天気がよければ風も遮られ、ぽ

かぽかと気持ちよいものです。葉が落ちた木々

の間から野鳥が飛び交う姿もはっきりと見るこ

とができます。樹木に目を近づけると、やがて

来る春に備え冬芽をのばしています。葉痕にも

ヒツジやサルのそっくりさんがいて意外な発見

があります。 

日時：1 月 28 日（日）9:30-12:30（小雨決

行） 

場所：川越南文化会館ジョイフル（川越市

今福 1295-2）集合 

参加費：100円（保険代） 

共催：(財)埼玉県生態系保護協会 川越・

坂戸・鶴ヶ島支部 

★かわごえアジェンダ 21検討会（第 7回） 

 川越市が持続的に発展するために取り組むべ

き具体的な行動をとりまとめて、川越市全体の

環境活動の道しるべとして活用する「（仮称）か

わごえアジェンダ 21」の内容を議論します。 

日時：2007年 2月 8日（木）9:30-11:30 

場所：川越市役所 7 階 7C 会議室（川越市

元町 1-3-1） 

参加方法：当日直接会場へ 

★第 5回 かわごえ環境フォーラム 

 午前は環境活動報告会及び展示・交流会（ポ

スターセッション）、午後はシンポジウムです。 

日時：2007年 2月 24日（土）9:30-16:00 

場所：川越市市民会館 第 1・2・3会議室

（川越市郭町 1-18-7） 

 

理事会・専門委員会の開催予定 
 ●の部会は会員全員が対象、◆の理事会・委

員会は但し書きがない場合は委員が対象です。 

 

●自然環境部会（2007年 2月度） 

日時：2月 9日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所 7階 7G会議室 

 原則として毎月第 2金曜日 15:00-17:00に定例

会を開催、次回は 3月 9日です。 

◆広報委員会（2007年 2月度） 

日時：2月 15日（木）17:00-19:00 

場所：川越市役所 5階打ち合わせスペース 

●社会環境部会（2007年 2月度） 

日時：2月 21日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所地階 修養室 

 原則として毎月第 3水曜日 15:00-17:00に定例

会を開催していますが、3月は祝日のため 22日

（木）の開催となります。 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 6回） 

日時：2月 23日（金）14:30-20:00 

場所：さわやか活動館（川越市的場 2649-1）

及び川越市市民会館 

◆理事会（第 77回） 

日時：2月 27日（火） 18:00-20:00 

場所：川越市役所 7階 7C会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日のある新聞の夕刊コラムに、「ポイント力

を社会に」と題した提案が載っていました。

大は航空会社の「マイレージ」から、小はお

買い物袋持参のポイントまでさまざまな形で

利用されています。東京都の足立区で始めた

ペットボトル回収のポイント制が紹介されて

いました。環境ボランティアへの参加意欲を

高めるためにも検討の価値がありそうです。 
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会員の主催行事・募集等 
●(財)埼玉県生態系保護協会 川越・坂戸・鶴ヶ

島支部 

伊佐沼探鳥会 

日時：2月 11日・3月 11日（日）10:00-12:

00 

場所：伊佐沼の西側にある蓮見橋集合 

問い合わせ先：笠原啓一 Tel.049-222-0957 

●特定非営利活動法人 武蔵丘陵森林公園の自

然を考える会 

森林公園かんさつ会 

日時・場所：2月 15日（木）・3月 28日（水）

南口集合 

自然観察会 

日時・場所：2月 4日（日）・3月 18日（日）

南口集合 

以上の問い合わせ先：谷津弘子 Tel.049-22

4-9118 

●クリーン川越めざす会 

「やめましょう！歩きタバコ・ポイ捨て・

放置自転車」のゼッケンをつけて、まち美

化啓発運動 

日時：2月 6日（火）・8日（木）・3月 6日

（火）・8日（木）・24日（土）13:30-15:30 

場所：川越駅東口アトレ横歩道橋下集合 

市内中心部の清掃（毎月第 3日曜日） 

日時：2月 18日・3月 18日（日）9:30-11:

30 

場所：本川越駅交番横集合 

以上の問い合わせ先：武田侃蔵 Tel.049-22

2-0786 

●入間川にサケを放す会 

入間川にサケを放す親子の集い 

日時・場所： 

2 月 11 日（日） 13:00:14:00 場所：川越

橋下・上戸運動公園脇の入間川河川敷 

2 月 18 日（日） 13:00:14:00 場所：狭山

市昭代橋直下左岸の入間川河川敷 

問い合わせ先：杉浦公昭（Tel.049-235-3193

 E-mail: sugiura1@agate.plala.or.jp） 

●川越市 

市民環境調査「親子で湧水探訪」 

日時：2月 17日（土）9:00-12:00 

集合場所：川越市総合福祉センター オアシ

ス（川越市小仙波町 2-50-2） 

対象：市内在住の小中学生と親子 

定員：先着 20人 

申込：電話（049-224-8811内線 2613）か F

ax（049-225-9800）で川越市環境政策課へ 

 

広報委員会からのおしらせ 
●川越ケーブルテレビ「われら環境ネット」 

 放映時間は、「小江戸ちゃんねる」で、2/24・

25の 7:45・10:45・21:20・22:40、2/26～3/2の 8:

45・10:40・15:45・16:40 に放映されます。2 月

の放送は生活クラブ生協埼玉川越支部で、概要

は次の通りです。 

 生活クラブ生協は約 600ある生協の一つです。

1965 年、「安全な食べ物を手に入れたい」とい

うお母さん 200人が集まって牛乳の共同購入を

始めたことからスタートしました。川越には 1,

108 人の組合員がいます。搾り立ての生乳のお

いしさがびんに詰まった「牛乳」、安全性と鮮度

の良さが自慢の「卵」、生産者、育て方、飼料の

内容が明らかで“品種”にこだわった「肉」や

「野菜」等を共同購入し、環境にやさしい「せ

っけん」（せんたくせっけん、台所用せっけん、

シャンプー、リンス、ハミガキ）の利用をして

います。野菜も「国内自給、基本の土作り、農

薬や化学肥料を極力使用しない方法や情報公開

等」独自の農業基準にもとづいて作られていま

す。 

 川越支部では、毎月 1回の全体会議や 8箇所

の地区会議、まちづくり会議を開催して、課題

や連絡事項、問題点などを話し合っています。

今回の取材は、青じそ・白菜キムチの料理講習

会の活動から発展した「地産地消」「循環型農業」

の意義を実践する「雑木林」の落ち葉はきです。 

 生活クラブのメンバーは「おいしい食べ物」

と「楽しいこと」が好きなので、自分たちのや
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っていることが知らず知らずのうちに「環境」

に役立っているのはうれしいことです。身近な

事から始めて、続けていくことが大事だと思い

ます。 

 問い合わせは、狭山センター（042-969-4141）、

横山（049-246-9319）にお願いします。 

 

●会員及び関連団体等の活動報告の投稿や行

事・募集に関する情報を随時募集 

 本会会員の活動報告を随時募集しています。4

00字程度で投稿してください。写真も掲載可能

です。また、本会会員や関連団体等が主催する

公開イベントや募集に関する情報を随時受け付

けています。No.005（2 月 20 日発行予定）は、

2 月 8 日（木）までにかわごえ環境ネット事務

局へ到着した原稿を掲載します。投稿の際には、

テキストデータと画像データを別々にいただけ

ると編集がたいへん助かります。 

＜イベント開催についての掲載項目＞ 投稿者

の団体名および氏名、イベントの名称、概要、

日時、場所（わかれば住所も）、持ち物・参加費・

申込方法等、主催者、問い合わせ先（担当者の

E-mail,電話,氏名など）、関連するホームページ 

 詳細は、かわごえ環境ネット事務局までお問

い合わせください。 

 

●かわごえ環境ネットホームページのご案内 

 かわごえ環境ネットの最新情報から過去の情

報まで、さまざまな情報がかわごえ環境ネット

ホームページ（http://kawagoekankyo.net/）に蓄

積されています。ぜひご活用ください。「月刊 

かわごえ環境ネット」もカラーで入手できます。 

 かわごえ環境ネットホームページは、RSSで

最新情報を発信しています。お手持ちの RSSリ 

ーダーで購読が可能です。ホームページにある

「Syndicate this site (XML)」から登録可能です

が、次のアドレスでも登録可能です。 

http://kawagoekankyo.net/index.rdf 

 なお、バーコードリーダーつき携帯電話で下

の QR コードを読み込めば、携帯端末用ページ

にアクセスできます。ぜひブックマークしてく

ださい。次のアドレスでもアクセスできます。 

http://i.kawagoekankyo.net/ 

 
編集後記 
 今年の冬は世界的な規模で暖冬異変が報じら

れています。ロシアでは、凍結する川が逆に洪

水騒ぎを起こしている映像を見ると、日本沈没

も荒唐無稽な話とは思えないこのごろです。一

方で、石油燃料削減のためにバイオ燃料への転

換のために、アマゾンの森林が切られてサトウ

キビが植えられている姿に矛盾を感じます。 

 こんな嘆きがつぶやかれるなかで、川越市の

小中学校のエコチャレンジスクールの３８校の

認定書の授与式が１月１７日に市役所で行われ

ました。平成１５年度から始まったこの制度も、

今回の認定で全校が認定を得られました。この

なかで霞ヶ関小学校が上級のアドバンスコース

の認定を受けました。武蔵野小と城南中の児童

生徒による力強い宣言に川越の未来に希望を抱

かせるものがありました。 

 また広報委員スタッフの一員が、環境ネット

会員の活動の中にはいって体験をまとめてみた

いとの意欲を表明しています。会員とともに歩

む広報誌として、皆様のご協力を切にお願い申

し上げ、新年の編集後記とします。（広報一同） 
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