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地球温暖化対策待ったなし 

 
地球の状態をリアルに映し出す「EarthBrowser」（www.earthbrowser.com） 

 暖冬または猛暑となると、地球温暖化の話題が多く取りあげられ

るという状況がよく見られますが、今年はそれに加えて、アメリカ

の前副大統領であるアル・ゴアの地球温暖化に関する講演を映画に

した『不都合な真実』（www.futsugou.jp）の公開と、気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC）が 2 月 2 日にまとめた第 4 次評価報告書

（www.ipcc.ch）により、さらにその傾向が強まっているようです。

これらを見ると、地球温暖化対策が待ったなしであることを改めて

実感できます。 

 地球温暖化対策は、日常の生活や事業活動を見直すことが必要で

すが、交通や土地利用など社会全体を脱温暖化社会に変えることも

重要です。そのためには、それぞれの立場を超えた協働による活動

の推進が求められます。次年度から、川越市が地球温暖化防止活動

を強力に推進します。みなさまの参加と協力をお願いいたします。 

かわごえ環境ネット理事長 小瀬博之 
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第 3回 菅間緑地のアカウキクサ除去活動 自然環境部会

■日時： 2007年 1月 13日（土） 

 10：00～12：00 

■場所：菅間緑地内、人工池 

■参加者：安藤、金子(大）、菅野、渡辺、原嶋、

稗島、平田、大辻 以上 8名 

 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を、埼玉県が再度視察を行

うことになりました。そのため、自然環境部会

では、人工池で第 3回目のアカウキクサ除去作

業を実施して、ほぼ 100％除去する事が出来ま

した。後日行われた1月19日の埼玉県の視察（下

記参照）を受け、今後の進め方を討議します。 

（大辻晃夫）

 

 
 

 
除去作業が進み、水面が大分見えてきた 
10年間積もったヘドロで足を取られる 

 

 
紅葉してきたアカウキクサの拡大写真 

 

 

 

 

 

 

 

 
アイガモの飼料や窒素肥料になる 

 

 
作業が終了して一服 

 
水面がきれいになった人工池 
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埼玉県による菅間緑地の視察 自然環境部会

日時：2007年 1月 19日（金）10:30～12:30 

場所：菅間緑地内及び 

 川越工業団地内・東清掃センター会議室 

参加者：埼玉県みどり自然課（2名）、埼玉県環

境科学国際センター（2名）、川越市環境保全課

（1名）、同公園整備課（1名）、同環境政策課（3

名）、埼玉県生態系保護協会湧水調査プロジェク

ト（1名）、かわごえ環境ネット自然環境部会（7

名：安藤、市川、菅野、原嶋、稗島、平田、 

大辻） 以上、合計 17名 

 

 自然環境部会では、昨年の暮れに川越市環境

政策課と協議し、かつて川越の湧水にも生息し

ていた希少魚「ムサシトミヨ」の移入候補地を、

埼玉県が希望する小仙波町の龍池弁財天から、

管理のし易さなどの面で菅間緑地を第 1候補地

とすることになりました。 

 これに伴い、1月 19日（金）に埼玉県の現地

視察を受けた後に、ムサシトミヨの定着に必要

な環境整備の内容やステップについて説明を受

け、意見交換を行いました。 

 その結果、元荒川に生息するムサシトミヨが、

菅間緑地の水になじめるかどうかを確認するた

めに、900mm×600mm×600mm程度の飼育箱を

作り、1 か月間の飼育テストを行うことになり

ました。また、ムサシトミヨは飼育箱が出来し

だい、県が持参することになりました。 

（大辻晃夫） 

 

 

菅間緑地における視察状況 
 

 
視察後の会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム】クレアモールでクリーンウォーク 

 川越商工会議所の若手経営者で作る川越商業経営研究会主催、尚美学園大学、日本チューイン

ガム協会、サンロード商店会などの共催による「小江戸川越クリーンウォーク」イベントが、3

月 10日（土）午前 9時からクレアモールで開催されます。「路上喫煙防止条例」の施行を前に、

商店会を巻き込んで市民参加のイベントが開かれる意義は大きいものがあります。なお、参加者

50組 200人の申し込みは締め切られています。    （武田侃蔵） 
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「（仮称）川越市森林公園」計画地観察会 ～冬芽と野鳥の観察～ 
  自然環境部会

日時：2007年 1月 28日（日）9：30～12：30 

場所：（仮称）川越市森林公園計画地 

参加者：一般・かわごえ環境ネット会員 40名 

講師： 稗島英憲（(財)埼玉県生態系保護協会） 

共催：埼玉県生態系保護協会 川越･坂戸･鶴ヶ島

支部 

 この冬は暖冬傾向ですが、当日も歩き始める

と寒さを忘れるくらいの日和でした。「冬芽」が

関心をよんだのか、広報の募集枠いっぱいにな

るほどの応募者でした。大勢の参加者に満足し

てもらうにはどうしたらよいか？ おまけに冬

芽というのはルーペで見るほどのミクロワール

ドです。そこで講師の稗島さんは木にぶら下げ

るカードを考案しました。説明者の外周にいる

人も「ああ、このことなのね。」と絵と写真を基

に実物を検証できるというわけです。参加者に

は冬芽写真のカラー資料を渡してありますので、

これも役に立ったようです。 

 
冬芽を空にかざして観察 

 
チビッコも講師にシビアな質問 

 
実物と資料を照合 

 

 「植物は花で覚える人が多いですね。花が散

ったらどうしますか？ 今度は葉っぱで調べ

られますね。じつは、葉が一番その種の特徴を

備えているのです。樹皮は老いると変化します。

では、秋になって葉も落ちてしまったらどうし

ますか。そこで冬芽の登場になるのです。」 

 外観はそっくりだけれど冬芽で見分けられ

る例として、イヌザクラとウワズミザクラ、イ

ヌシデとアカシデを実物で観察しました。この

ように分かりやすい話を交えながら観察を続

け、最後は林のなかで「冬芽当てクイズ」にも

挑戦。少々時間オーバーしましたが、参加者の

集中力は最後まで途切れることはありません

でした。野鳥は残念ながら、大勢で移動したの

で追っ払ってしまったようでほとんど見られ

ませんでした。 
観察した冬芽の種類 

コナラ、コウヤボウキ、ガマズミ、エゴノキ、アオハダ、

リョウブ、カマツカ、サワフタギ、ゴンズイ、ニワトコ、

ムクノキ、コマユミ、イヌザクラ、ウワミズザクラ、イヌ

シデ、アカシデ 
 

 

 
樹木カード 

（賀登環）
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狭山市生ごみリサイクルシステムの説明見学報告 
～生ごみ資源化と減量化への取り組み～ 社会環境部会

日時 ：2007年 1月 29日（月）10:00～12:00 

面談者：狭山市役所環境部資源循環推進課減量

リサイクル担当小牧主幹、立川主査、増島主任、

太誠産業(株)の丸太氏 

出席者：社会環境部会 村上、渡辺、原嶋、小

野、武田、立川、上原、川越市役所環境政策課

より松本、渡邉の各氏 

 

 智光山公園内の事務所で、生ごみのリサイク

ル・資源化で先進的に取り組んでいる狭山市の

担当職員から状況を聞き、回収・処理している

近くの太誠産業の工場を視察しました 

 

＜現状＞ 

・今年度末には 4,400世帯の生ごみを回収 

・生ごみを入れる特殊バケツ「狭山太郎」の採

用。悪臭予防に効果があるバケツ。 

・専用バケツは定価 2,625 円で 3分の 2 を市が

負担。市民の負担は 925円。 

・回収は週 1回、市内の地区ごとに回る。集積

場所に出すが、原則 5世帯以上で回収している。

（1世帯でも対応する。） 

・回収は太誠産業が担当、コンテナ車 1人乗車

で 60Lの大きなバケツに移し替え。 

・智光山近くの工場地帯の中に処理工場。1機 6

00kg の処理機械で攪拌、熱処理して 20 時間ほ

どで堆肥と飼料に変わる。自由に増設可能なシ

ステム。臭気対策は万全。 

・できた原料を肥料工場に渡して加工して市販

される。下仁田ネギ栽培の肥料に、またダチョ

ウの飼料として採用されている。 

 

＜考察＞ 

 狭山市は、新狭山ハイツで団地ぐるみで生ご

みの資源化の試みがされていましたが、週 1回

収集でも悪臭が出ないバケツの利用をもとに、

回収システムを提案した主婦の熱意とこれに応

えた市当局の努力で漸次普及してきました。 

 ごみの分別資源化が進むと、焼却は生ごみの

比重が高まり、焼却に助燃剤が必要になってき

てコスト削減が待たれます。省資源のグローバ

ルな動きに応える生ごみ対策が求められていま

す。 

 川越市では、コンポストによる生ごみ堆肥化

の普及とあわせ、月吉町団地での生ごみ堆肥化

モデル事業を実施していますが、すでに 5年を

経過しながら次の方針が立っていません。環境

にやさしいまち川越で、生ごみ対策の一歩前進

が期待されます。先進地狭山市からの教訓でし

た。 

（原嶋昇治） 

 

 

 
（左から）市販されている肥料、生ごみリサイクル専用バ

ケツ「狭山太郎」、処理後に生成した堆肥 

 

 
生ごみ処理機の稼働の様子 
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彩の国・資源循環工場を見学 会員からの活動報告 

 去る 2月 1日、かわごえ環境推進員協議会・

川鶴支部と霞ヶ関北支部の合同研修・見学会が

行われ、かわごえ環境ネットからも会員の希望

者が参加して、彩の国・資源循環工場内の 2つ

の工場と埋立地を見学した。 

 国道 245号線沿いの寄居町三ヶ山に、全国初

の施策として埼玉県が主体となって運営する埋

立地と、種々の廃棄物からの資源循環を目的と

した 9つの工場が稼動を始めている。埼玉県が

昭和 48 年に最終処分場の確保を決定し、60 年

に建設工事に着手、現在、埋立地は 271万トン

の規模容量のうち、約 45％が埋め立て済みとな

っている。 

 今回見学した資源化工場は広域廃プラスチッ

クリサイクル協同組合とオリックス資源循環

(株)であるが、前者の施設は、減溶剤（脱泡・

収縮剤）を使用した廃発泡スチロールの完全循

環型リサイクルシステム（マテリアルリサイク

ル）である。 

 後者は最新のガス化改質施設（廃棄物を圧

縮・乾燥・熱分解し、2000℃の高温でガス化・

溶融）で廃棄物を完全リサイクル、100％再資源

化を図ることのできる施設である。 

 それぞれの工場とも、まだスタート間もない

ため、稼働率も低いようだが特にトラブルもな

く順調に稼動しているとのことであった。 

 前述のように埋立地の半分が既に埋め立てら

れていることから、すべての工場が「ゼロエミ

ッション」達成に向けて安全に稼動し続けてく

れることを祈りたいと思った。ただ、帰宅後翌

日の新聞で、埋立地の排水に基準値を超える異

常が発生した、との報道には少しショックを受

けた。 

 

（個人会員：小野浩） 

（かわごえ環境推進員協議会）

 

川越市環境行政の動き  
新清掃センター建設スタート －2010（平成 22）年 3月完成へ大事業－ 
 1990（平成 2）年から計画され、鯨井地区に

用地を決めてからも、焼却処理方式をめぐって

の混乱で選定を一時凍結するなどで延びていた

新清掃センターの熱回収施設（焼却炉）のメー

カーが決まり、2010（平成 22）年 3 月 15 日の

完成に向けてスタートしました。 

 方式は「流動床式ガス化溶融方式」で 132.5

トン/日を 2基、計 265トンで、(株)神鋼環境ソ

リューション東京支社が 116億円で 1月 17日に

落札し、2 月 5 日からの市議会で契約議案が提

案され、7人の議員による質疑があり、8日に賛

成多数で可決されました。 

 今回の決定にあたっても、一連の談合事件摘

発による指名停止処分などで、ガス化溶融方式

の 2社しか残らない事態になりました。いくつ

かある焼却方式などでの性能競争ができないこ

とで、入札延期などの意見もありましたが、老

朽化した西清掃センターの代替施設として早期

に着工し、平成 21年度に完成させる必要がある

ことから 2社による指名競争入札が実施されま

した。 

 昨年 11 月の 2JV による入札が不調になりま

したが、メーカー一括方式や仕様書の見直しに

よる再入札が行われました。その経緯や運転実

績の乏しい新方式についての質問が議会でなさ

れました。特に、ごみ減量・再資源化の動きの
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なかで、安定した稼動が可能なのかどうか、ラ

ンニングコストの見通しなど、今後の実施設計

からのウォッチングが必要とされています。 

 今後は、リサイクル施設、環境啓発施設の建

設、隣接地に作られる余熱利用施設と運動・広

場などの（仮称）川越西公園（建設委員会委員

長に小瀬東洋大助教授、副委員長に矢部平塚新

田自治会長）などの一連の事業が予定されてい

ます。 

（広報委員長：武田侃蔵） 

 

 
新清掃センター及び（仮称）川越市西公園予定地 

（Google Earth航空写真より） 

 

第 7期川越市環境審議会が発足 －25人のうち公募委員 6人の新体制で－ 
 昨年 9月に成立した「川越市良好な環境の保

全に関する基本条例」にもとづく「環境審議会」

の初会合が、2月 15日に行われました。今回か

ら市民公募委員 6名を入れた 25人の委員で、会

長に福岡義隆立正大学地球環境科学部教授、副

会長に川越市自治会連合会の吉田泰男氏を選出

し、地球温暖化防止対策をメインに据えた環境

行政の方針の説明を受けました。 

 構成委員は市議会議員から牛窪多喜男、江田

俊雄、荻窪一郎、小野澤康弘、川口知子、髙橋

剛、中原秀久、の各議員、学識経験者から埼玉

県生態系保護協会の笠原啓一、東洋大学助教

授・かわごえ環境ネット理事長の小瀬博之、消

費生活アドバイザーの黒田泰江、東京電力(株)

川越支社の西村匡弘、十文字学園大学人間生活

学部教授の濱口惠子の各氏、関係団体から、川

越環境保全連絡協議会の新井勉、川越商工会議

所の鈴木美孝、かわごえ環境推進員協議会の小

野浩、川越市医師会の小原康史の各氏、関係行

政機関から埼玉県西部環境管理事務所の谷口通

朗氏、公募委員からは、かわごえ環境ネットの

賀登環、武田侃蔵、竹渕徹、地域活動をされて

いる成瀬秀利、平野理恵、細井肇の各氏となり

ました。 

 

（以上、武田侃蔵）

 

理事会・専門委員会からの報告  
理事会 
 第 76回理事会は 1月 23日に開催されました。

主な審議事項と結果は次のとおりです。 

・第 3四半期の会計報告を行い、順調に支出さ

れていることを確認しました。 

・各専門委員会の議事録について、広報体制が

変わってから、郵送での送付と Webでの公開が

行われていませんでしたが、今後、各専門委員

会で承認が得られ次第 Web に公開することで

承認されました。理事会の議事録については、

総会等で会員の意見を聞いた上で判断すること

にしました。 

・退会届の様式を作ることが承認されました。 

・2007 年度総会の開催日は 5 月 26 日（土）を

第 1候補、5月 19日（土）を第 2候補としまし

た。時間はいずれも午後になります。 

・個人会員の入会申込が 2名あり、承認されま

した。また、会費未納者の確認をしました。 

・その他、かわごえ環境フォーラムの進捗状況

及び各専門委員会からの報告がありました。 

（理事長：小瀬博之） 
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社会環境部会 
 1月 17日に 1月度の社会環境部会が川越市役

所 7G会議室で開催されました。会員 11名、事

務局 1名が出席しました。主な議事は次のとお

りです。 

1）来年度計画の再確認 

 地球温暖化防止対策、廃棄物減量化推進、ま

ち美化運動の推進の 3目標を主軸に、かわごえ

アジェンダ 21 の始動に向けての協力、あわせ

て 2月の第 5回かわごえ環境フォーラムの成功、

次にアースデイ・イン川越 2007、第 7回北公民

館かんきょう祭り、第 6回かわごえ環境フォー

ラムの実現にむけての体制の充実を図ること

を確認しました。 

2）かわごえアジェンダ 21 の討議状況の報告。

委員会への会員の参加を要請しました。 

3）第 5 回かわごえ環境フォーラムの詳細につ

いて説明がありました。また、前日の会場設営

手伝いや当日の役員等の任務分担等も了承し

ました。社会関係からのフォーラム発表は次の

7 点となりました。マイクロ発電視察（金子）、

生ごみ堆肥化（原嶋）、電気の蛇口（渡辺）、水

問題（松岡）、東電も地域への取り組み（船橋）、

クリーン川越（武田）、北公民館かんきょう祭

り（北村） 

4）まち美化担当より 12 月 23 日の市内中心部

の美会活動、市の「路上喫煙防止条例」の手作

り啓発ポスターの取り組み、成人式会場の啓発

行動と、アンケートの結果と今後の取り組みの

方向が発表されました。 

5）狭山市の生ごみ資源化の取り組みについて、

1月 29 日午前 10 時より智光山公園事務所で説

明を受けたあと、近くの工場を見学しました。

詳しくは本号の記事をご覧ください 

（社会環境部会代表：渡辺利衛） 

 

自然環境部会 
 1月 12日に 1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の活動報告が行われま

した。また、2007年度自然環境部会、事業計画

案と予算案について討議を行いましたが決議

までには至らず、次月に再度の討議を行います。

議事録は、承認後にかわごえ環境ネットホーム

ページに掲載されますのでご覧ください。 

 菅間緑地と（仮称）川越市森林公園計画地に

関する活動報告については、本号に詳しく掲載

されていますのでご覧ください。その他の活動

については次のとおりです。 

 1月25日に、中央公民館においてホタル飼育、

繁殖の専門家である金子隆治さんに講師をお

願いして「第 1回・ホタルの勉強会」を開催し

ました。会員だけでなく一般の方も含めて 26

名が参加され、講師の実践豊かなお話しと、独

自に工夫された飼育用具や生きたヘイケホタ

ルの幼虫を見たり感心したりして、熱心に受講

されていました。詳しくは次号に掲載します。 

 1 月 31日には「（仮称）霞用水堀・第 2 期多

自然護岸工事」が 2月中旬より開始されること

になり、市と業者と現地での打ち合わせが行わ

れました。詳しくは次号に掲載します。 

 

（自然環境部会代表：大辻晃夫）

 

広報委員会 
 2月 15日に開催された広報委員会では、本号

の編集及び次号の企画について話し合いました。

また、広報委員会の重要な役割として、会員の

活動を広く伝えていくことがありますが、今後、

団体会員に各団体で発行している公報等の資料

を入手したり、取材を行ったりして、これまで

以上に積極的に本誌で紹介していくことになり

ました。  （広報委員長：武田侃蔵） 
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かわごえ環境フォーラム実行委員会 
 1月 15日の実行委員会後は、環境活動報告集

の編集と会場準備の各ワーキンググループで作

業を行っています。すでに編集が終了し、2月 2

4 日のフォーラム当日に参加者全員に冊子を配

布する見通しが立ちました。会場については、

ポスターセッションに使用するパネルの運搬が

最も重要な作業で、フォーラム前日の 2 月 23

日にさわやか活動館から会場となる川越市市民

会館にパネルの移動を行います。また、同日に

会場の準備を行います。みなさまお誘い合わせ

でご参加ください。よろしくお願いいたします。 

（実行委員長：横山三枝子） 

 

（仮称）かわごえアジェンダ 21検討委員会 
 2月 8日に第 7回検討会が開催され、11名の

出席者（事務局含む）でアジェンダの行動提案

の整理について話し合いが行われました。 

 前回の議論で 32の中項目を提案しましたが、

それの元となった 162の行動提案を改めて中項

目の中に入れ込むことにより、項目の整理を行

いました。議論の結果、中項目の分離、統合、

名称変更を行い、中項目は 33となりました。ま

た、それに併せていくつかの行動提案の移動を

行うことになりました。委員会開催後、委員に

対して議論の結果をふまえた新たな行動提案表

を送りました。 

 次回は 2月 26 日（月）9:30-12:00、次々回は

3月 6日（水）9:00-12:00に開催されます。今後、

まとめられた中項目をふまえて、行動提案の最

終案を作成します。年度内のとりまとめをめざ

し、総会後に報告並びに意見交換を行いたいと

考えています。 

 これまでの議論の経過など、詳しくは、かわ

ごえアジェンダ 21Wiki（http://kawagoekankyo.n

et/wiki）をご覧ください。 

（検討委員長：小瀬博之）

 

おしらせ 
第 5回かわごえ環境フォーラム 開催概要
日時：2007年 2月 24日（土）9：30～16：00 

会場：川越市市民会館会議室 

主催：かわごえ環境ネット 

後援：川越市 

協賛：パイオニア株式会社 東洋インキ製造株

式会社 東京電力株式会社 武州ガス株式会社 

昭和工業株式会社 株式会社環境総合研究所 

生活クラブ生協埼玉川越支部 

プログラム 

開会 

9：30～9：45 開会（開会あいさつ・プログラ

ム案内） 

午前の部 環境活動報告会 

10：00～12：00 市民・民間団体・事業者の環

境活動報告 

18 件のポスターセッション形式での発表と展

示、および 5件の展示が一堂に会します。 

午後の部 循環型社会形成シンポジウム 

 13：00～16：00 『水のまち川越の復活をめ

ざして』 

（13：00～13：15） 開会・趣旨説明 

（13：15～14：45） 講演 

1.『保水型下水道による都市基盤への移行‐小

金井市式雨水浸透施設の取り組みと市民運動の

実践―』倉宗司さん（湧泉研究会事務局、小金

井市都市建設部下水道課） 

2.『昔の川越は水が豊かだった』小泉功さん（川

越市文化財保護審議会会長） 

（15：00～15：55） 意見交換会『水のまち川

越の復活をめざして』 

閉会 

15：55～16：00  閉会（閉会あいさつ・散会） 
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かわごえ環境ネット主催・出展イベント 
★かわごえアジェンダ 21検討会 

 「（仮称）かわごえアジェンダ 21」の行動提

案のとりまとめを行います。いろいろな方の意

見を反映させたいと考えていますので、初めて

の方もぜひご参加ください。 

第 8回検討会 

日時：2月 26日（月）9:30-12:00 

場所：川越市役所 地階 修養室 

（川越市元町 1-3-1） 

参加方法：当日直接会場へ 

第 9回検討会 

日時：3月 7日（水）9:30-12:00 

場所：川越市役所 3階 3A会議室 

参加方法：当日直接会場へ 

★仙波河岸史跡公園自然観察会及び保全活動

（第 15回） 

 昨年 12月に続き開催します。今年は暖冬の影

響から春の訪れも早く、この時期公園内は鮮や

かな新緑に覆われ、イヌザクラも見頃と思いま

す。今回は春の野草を観察いただきながら、名

札づけ作業をしていただくことを考えています

ので、多くのみなさまに参加いただければ幸い

です。 

日時：4月 7日（土）9:00-12:00（小雨決行） 

場所：仙波河岸史跡公園 

（川越市仙波町 4-21-2） 

内容： 

(1)自然観察会（春の植物） 

(2)保全活動 

・植物の名札づけ作業 

・外来植物の除去作業 

・水質浄化と水質調査など 

参加費：100円（保険代） 

持ち物：飲み物・筆記具・雨具・帽子など 

申込：不要（当日直接会場へ） 

駐車は近隣の川越市環境衛生センター（川

越市大仙波 1249-1）をご利用ください。 

後援：川越市公園整備課 

 

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。 

 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 7回） 

日時：2月 23日（金）会場設営後 

場所：川越市市民会館 

◆企画委員会（第 4回） 

日時：2月 27日（火） 16:30-18:00 

場所：川越市役所 7階 7C会議室 

◆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 

●自然環境部会（2007年 3月度） 

日時：3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

会を開催しています。次回は 4月 13日です。 

◆広報委員会（2007年 3月度） 

日時：3月 15日（木）17:00-19:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

●社会環境部会（2007年 3月度） 

日時：3月 22日（木）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 3水曜日 15:00-17:00に定例

会を開催しています。次回は 4月 19日です。 

◆理事会（第 78回） 

日時：3月 27日（火） 18:00-20:00 

場所：川越市役所 7階 7G会議室 
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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：3月 11日・4月 8日（日） 

10:00-12:00 

場所：伊佐沼の西側にある蓮見橋集合 

参加費：300円、高校生以下 100円 

（保険料、資料代） 

内容：初めての人、歓迎します。可愛い鳥

達に会いにきてください。3月はカモ達や、

ジョウビタキ、ツグミなどの冬鳥とも、今

日の観察で秋までお別れです。ほかに渡り

の途中のめずらしい鳥に会えるかもしれま

せん。4 月はサクラが満開、コチドリやカ

イツブリの繁殖が始まります。ツバメも渡

ってくるころです。 

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 

森林公園自然観察会 

3月 18日（日）・3月 28日（水） 

スミレ、アマナや水辺の生き物の観察 

4月 13日（金）・4月 15日（日） 

シュンランや昆虫の観察 

武蔵丘陵森林公園南口 10:20集合 

（4月 13日は公園西口集合） 

問い合わせ先：谷津弘子 

Tel.049-224-9118, E-mail:foresth＠nifty.com 

●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：3月 6日（火）・8日（木）・24日（土）

4月 3日（火）・12日（木）・28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：3月 18日・4月 15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.049-222-0786 

 

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」 

 川越ケーブルテレビで 1月から放映されてい

る「われら環境ネット」の 3月放映は、2月 24

日の「第 5回かわごえ環境フォーラム」をまと

めて放送することになりました。放映予定は 3

月 24日（土）から 30日(金)まで、「KOEDOち

ゃんねる」で朝は 8:45から 5回放送されます。 

 

●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.006（3 月 20 日発行予定）は、

3 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
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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/ 

 
 

●かわごえ環境ネットの会員になりませんか 

 市役所窓口や支所、公民館で本誌を手に取ら

れた方、インターネットでダウンロードされた

方へかわごえ環境ネットへの入会のお誘いです。 

 本会は、本誌で紹介しているとおり、地域ぐ

るみで川越市の望ましい環境像を実現するため

にさまざまな活動をしています。本会のいちば

んの特徴は、市民、事業者、行政、民間団体が

いっしょになって活動をしていること、また、

団体会員を抱える団体として、本誌にあるとお

り各団体の活動を積極的に広報していることで

す。 

 会員になれば、本誌「月刊 かわごえ環境ネッ

ト」など、川越市の環境に関する情報を毎月お

送りします。また、本誌やホームページにイベ

ント情報や会員の情報を掲載できます。さらに、

かわごえ環境ネットが主催するイベントに優先

的に参加できます。そして、かわごえ環境ネッ

トが行っている専門委員会活動（普及、啓発、

ボランティア、行政への提案など）に参加する

ことができます。つまり、地域のために何かや

ってみたいけれど、何をやっていいのかわから

ない方に最適な会です。 

 入会についての詳細及び問い合わせは、本誌

末尾に書いてあるかわごえ環境ネット事務局

（川越市環境政策課）に問い合わせるか、はか

わごえ環境ネットホームページをご覧ください。

 
編集後記

●本号をお届けしてすぐに、第 5回「かわごえ

環境フォーラム」が開催されます。初めての試

みであるポスターセッションによって、会場の

にぎわいが期待されます。多くの市民が来場さ

れてかわごえ環境ネットの会員増につながり、

市民の環境意識の向上に向けての大きな流れが

できることを願っております。今度の新「環境

審議会」には、小瀬理事長以下、かわごえ環境

ネット会員の個人・団体が 9人参加し、その比

重が高まっています。お仕着せの審議会でない、

川越の環境行政をリードする新しい役割に挑戦

して欲しいものです。 

●このかわごえ環境ネットの広報誌の月刊化も

軌道に乗りました。今後、この広報誌を「月刊

ネット」の愛称でよび、小中学校や公民館など

に広く配布して参りたいと考えています。（KT） 
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