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観光客をもてなすことができない激しい交通渋滞 

 
人と自動車が連なる 4月 1日の一番街の様子 

 

 私の親戚が川越に遊びに来たので、3月 31日と 4月 1日に久しぶ

りに観光として蔵造りの街並みを訪れました。 

 天皇・皇后両陛下とスウェーデン国王夫妻が 3月 28日に川越を訪

れたこと、3月 30日に川越を取りあげた番組が放映されたこと、そ

して、桜が満開であったことから、喜多院や蔵造りの街並み、菓子

屋横丁など、主要なスポットは観光客であふれかえっていました。 

 そして、写真のとおりの激しい渋滞です。この日、札の辻から高

澤橋を通る高澤通りでは、石原町交差点よりはるか先までの渋滞で

した。このような状態で、観光された方は満足されたのでしょうか。 

 蔵造りの街並みには路線バスがたくさん走っています。また、周

辺には民間の駐車場も各所にあります。川越市が観光客 1,000 万人

をめざしているのならば、観光客のためにも環境のためにも、自動

車と公共交通の接続に関する情報を、川越市が主導して市民や事業

者が協力して積極的に提供すべきだと考えます。 

かわごえ環境ネット理事長 小瀬博之 
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2006年度多自然護岸工事状況報告 自然環境部会

 自然環境部会では、2005年度より湧水と湧水に生息する生き物たちの保全活動として、水路の護

岸を木杭と樹木の軟枝を用いた「粗朶（そだ）工法」という生き物にやさしい多自然護岸工法の提

案や、工事中の生き物保護などで川越市と協働してきました。2006年度も 3月時点で 3か所の工事

が終了しましたので、その状況を報告いたします。関心のある方はぜひ一度見学してください。 

 

1.「（仮）かすみ湧水堀」の第 2期工事 
 2005年度のビオトープ池と水路の 10メートル程度の第 1期工事に引き続き、2006年度はビオト

ープ池の柵工事と堀の約 40メートルの護岸工事です。

■ビオトープ池の柵工事 

 
2006年 4月完成 1か月目の風景 

自冶会の申し入れで市がトラマークの柵を設置した 

 
2007年 3月 川越市に要請して第 2期工事で自然景観を 

配慮した偽木とロープの柵を施設してもらった

■湧水堀の護岸工事 

 
2006年 3月に完成した第 1期湧水堀風景 

 
2007年 3月に完成した第 2期湧水堀風景 
粗朶工法が十分に生かされている 

 
2．「協栄用排水路」の第一期護岸工事 
 コンクリート三面護岸化が進む笠幡地区、北小畔川沿いの「協栄用排水路」で最後に残された約

400メートルの自然護岸の水路には、近くの農家の裏庭に湧く湧水が流れ込み、ショウブが群生し、

ヤマトシジミが生き残っています。 

 この水路は上記の「かすみ湧水堀」と異なり、田植えシーズンになると小畔川から取り入れる水

量が急増するので、粗朶工法と蛇籠（じゃかご）を組み合わせた多自然護岸を市に提案しました。

しかし水路を利用している地権者の方々は強度面の不安や管理面からコンクリート護岸を主張し

て、なかなか意見が一致しませんでした。最終的には市から提案された、側面を L型のコンクリー

トパネルで壁を作り、その内側に蛇籠と粗朶で水路を形成する折中案で決まりました。 
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2005年 5月 ショウブの群生する水路での生き物調査 

 
2007年 3月 完成間近の用排水路 

路肩や蛇籠に被せた土と水路の土砂は保存しておき 
現状復帰させ、ショウブも水路に戻した 

 
3．「仙波河岸史跡公園」の湧水路工事 
 公園に沿って流れる水路の逆勾配を修正する工事ですが、ホタルの棲める環境づくりをめざして

いますので、粗朶工法による多自然護岸をお願いしました。 

 
2006年 8月 工事前の水路風景 

 
2007年 3月 粗朶による完成直後の水路風景 

右岸のデッキ側はコンクリート壁 
右岸は板柵で土を盛り、土手を設けた 

（自然環境部会：大辻晃夫）

 

第 15回 仙波河岸史跡公園自然観察会及び保全活動 自然環境部会

 4月 7日（土）は朝から暖かな好天気に恵まれ、講師に埼玉県生態系保護協会の稗島英憲さんを

お招きして仙波河岸史跡公園自然観察会及び保全活動を開催しました。参加者は 32名でした。 

1.植物観察会 
 今回は植物の観察とともに、みなさんといっしょに草花の名札付けを行いました。 

 
講師の稗島さんからスミレ

の種類の説明 

 
名札を付けた 

カントウタンポポ

 
名札を付けたアオイスミレ 

 
水路での観察風景
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観察された植物リスト 
オオカメノキ ヤマスミカノナカマ クサソテツ シダレザクラ タネツケバナ カントウタンポポ 

ツボスミレ ハルジオン エゾギシギシ ハナイバナ ナズナ ヒメオドリコ 

チチコグサ ホトケノザ ドクダミ ゴギョウ ミミナグサ エノキ(幼木) 

スズメノカタビラ キランソウ ノジスミレ セイタカアワダチソウ ヘビイチゴ コナスビ 

ハナニラ ノビル シロハナタンポポ アオイスミレ ヤエムグラ ムラサキサギゴケ 

イヌザクラ アマチャズル ムクノキ(幼木) シロダモ ノイバラ シュロ 

アオキ アケビ     

 

2.保全活動 
 今回の保全活動で、あずまや

周辺の歩道と緑地帯の境界にリ

ュウノヒゲを植える予定でした

が、今年度の造園業者が未定の

ために次回に延期しました。今

回は、EM による河岸跡池と湿

地帯の水質浄化活動と水質調査

のみを実施しました。なお、水

質調査結果は本会ホームページ

に随時掲載しますのでご参照く

ださい。  
湿地帯での水質浄化活動 

 
子供たちも参加した水質調査 

（大辻晃夫）

地球温暖化防止に「すだれ・よしず」「緑のカーテン」 社会環境部会

 
すだれを巻き上げるフックの取り付け方 

 
マンションのベランダでゴーヤのカーテンを作る方法 

 

 猛暑対策として、すだれ・よしずの活用をお

すすめします。強風の時や雨の時などにすだれ

を巻き上げるフックのひとつを図解してみまし

た。参考にしてください。 

 手間はかかりますが「緑のカーテン」はいか

がでしょうか。ヘチマやキュウリもよいのです

が、ゴーヤがいちばんよいのでないかとおすす

めします。つるの伸びもよく、実も健康食とし

て人気があります。5月上旬が苗の植え時です。

プランターや魚屋にある発泡スチロール（水抜
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き穴をあけること）で簡単に栽培できます。1

箱にゴーヤの苗を 2本、つるが延びたら追肥（油

粕ダンゴ・発酵鶏糞）をしてください。 

マンションのベランダ向けに、つるを横にはわ

せる網の張り方を図解してみました。参考にし

てください。 

（社会環境部会：渡辺利衛） 

 

川越市環境行政の動き  
新清掃センター建設事務所、市民向けに説明会を実施 
 長年の川越市の課題であった「新清掃センタ

ー」の建設がスタートしました。その進捗経過

と施工メーカーの熱回収施設の説明と質疑の会

が3月31日（土）に西文化会館で開かれました。 

当日は、地元ばかりでなく、高階や福原などか

らも関心を持つ市民が 80人以上参加しました。 

芦沢理事のあいさつのあと、建設事務所の田中

次長補佐が今までの経過を説明し、メーカーの

神鋼環境ソリューションの社員が「流動床式ガ

ス化溶融炉」について施設の写真なども投影し

ながら解説しました。休憩の後、参加市民から

質問が続き、正午散会しました。 

主な質問の内容としては、川越市と同じ炉の

方式を採用している中津川市の百条委員会のこ

と、炉の改善点、ごみ減量・分別施策と焼却方

式の関連、排ガスの安全対策、設備の耐久性と

保証期間、基礎と地盤の関係、飛灰・白煙、バ

グフィルターなど、専門的知識をもった市民か

らも多くの質問が出されました。 

これに対し、市の各部門からの幹部職員が回

答しましたが、率直に言って市民の疑問点の解

消には至りませんでした。メーカーの社員が説

明に来ていたのだから、その社員も壇上に上が

って、施工の責任会社として改善点などを率直

に説明し、市民の漠然とした不安に答えたらよ

かったのではという感想もありました。今後と

も市民への説明の機会が望まれております。 

（武田侃蔵） 

「川越市路上喫煙の防止に関する条例」4月 1日施行 チラシ配りなど啓発イベント 
 昨年 12月に川越市議会で成立した「川越市路

上喫煙の防止に関する条例」が 4月 1日に施行

されました。その啓発のために 3月 30日から 4

月 3 日まで、川越駅、本川越駅、川越市駅の 3

箇所で川越市の職員、環境推進員、商店会など

の人々で、啓発ちらしとティッシュを配りまし

た。また、4月 1日 10時から川越駅東口デッキ

で市長らの出席のもとに記念イベントを行い、

市民への周知に努めました。なお啓発活動に参

加したかわごえ環境推進員協議会の小野会長の

感想が寄せられていますので下段に掲載しまし

た。 

 6 月からは川越駅から一番街までの「路上喫

煙禁止地区」の指定を控え、PRを進めています。

この条例施行に要する予算は 2,500 万円を要求

しましたが、財政難で半分以下の 1,000 万円に

削られました。予定としては 1.路面ステッカ

ー・啓発団体用ベストに 350 万円、2.チラシ・

ポスターなど 50万円、3.パトロール事務委託 3

00万円、4.禁止地区標識板設置工事 300万円と

なっております。「喫煙マナーを守り美しいまち

に」と書かれた啓発のぼりも 50本作られ、商店

会に貸し出されました。今後、市民の工夫とボ

ランティア活動で啓発活動の後押しが必要であ

ります。 

（武田侃蔵） 

 

かわごえ環境推進員協議会 小野会長の感想 

 「川越市路上喫煙の防止に関する条例」の施 行開始日（4 月 1 日）の前後、3 月 30 日から 4
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月 3日までの 5日間、川越駅・本川越駅・川越

市駅頭での啓発パンフレットとティッシュペー

パーの配布に、かわごえ環境推進員協議会「環

境美化委員会」のメンバーが他団体の方々と一

緒に参加しました。 

 初日は冷たい雨の中、川越駅の東口と西口に

別れて、電車から降りてくるお客さん、電車に

乗って出かけるお客さんに、「路上喫煙防止にご

協力を！」などと呼びかけながら、パンフレッ

トを配布しました。 

 駅を通るお客さんの反応は、「ご苦労さん！」

と励ましてくれる方、「私はタバコを吸わないの

で関係ない」と受け取るのを断る方もありまし

たが、ほぼ理解が得られたのではないでしょう

か。 

 喫煙禁止を定めた地域（駅周辺や人通りの多

い商店街など）においては、6 月 1 日から路上

喫煙ができなくなります。また、これらの地域

では10月1日から、罰則が適用される予定です。 

 川越市民はもちろん、川越市を訪れる多くの

観光客にこの条例を周知し、徹底していただく

ためにはこれからも啓発活動を続けなければな

りません。私たちは率先してこの活動に参加し、

川越市を「歩きタバコ」や「ポイ捨て」のない

美しい街づくりに協力していきます。 

（かわごえ環境推進員協議会 小野浩） 

 
きれいなまちへ決意を語る市長と啓発のぼり（川越駅）

 
川越駅頭で啓発ちらしとティッシュ配り 

 

5月 27日はごみゼロ運動  ごみ回収袋のロゴ一新「歩いて 拾って 好きになる 川越」 
◆49回目を迎えるクリーン川越市民運動（ごみ

ゼロ運動）は、5月 27日（日曜日）に例年どお

りの方法で全市一斉に実施されます。各自治会、

環境推進員を通じて準備を進めています。 

◆今年度からまち美化ボランティアに渡す手提

げ式のごみ袋のロゴが、いままでの「ごみ持ち

帰りにご協力を、ごみ処理がピンチです、川越

市」から「歩いて拾って好きになる川越」とな

り、吸い殻をトングで挟むイラストが書かれて

います。ポイ捨てごみ絶滅への市民啓発につな

がることが望まれます。    （武田侃蔵） 

 
まち美化運動の新しいごみ拾い袋のロゴ 

 

 

 

 

 



月刊 かわごえ環境ネット 2007年 5月 No.007 

-  - 7 

「大型灰皿」の設置 

 

 川越市の「路上喫煙の防止に

関する条例」の施行に伴い、「路

上喫煙禁止地区」では灰皿も撤

去されます。他の市でも、駅の

出口には JT 寄贈の大型灰皿が

設置されています。 

 川越市でも、川越駅西口に寄

贈されたと聞きましたがどこだ

と探しました。西口を出て道路

を渡り、噴水のあるロータリー

の奥の地下道入口右にありまし

た。わざわざここまで来て喫煙

するマナー精神の高い市民が多

くいるように、分かりやすい大

きな標識が必要と痛感しました。

朝の 30分の観察で、駅前歩道で

「路上喫煙者」はざっと 50人、

大型灰皿に行った人は 3人。せ

っかくの寄贈の大型灰皿が、喫

煙マナーの向上に役立つ工夫を

お願いします。 （武田侃蔵）

 

理事会・専門委員会からの報告  
理事会 
 第 78回理事会は 3月 27日に開催されました。

主な審議事項は次のとおりです。 

・総会議案書の作成について：議案書の作成担

当を決め事業報告、事業計画を作成、内容を精

査しました。また、会則の変更案を事務局にて

作成したものを審議しました。細則の作成が必

要になるが、総会後の理事会にて整備して行く

ことにしました。 

・予算案は、各部会にて前年度をベースに作成

し、次の理事会にて審議することにしました。 

・会費未納者は、3 月末にて退会扱いとするこ

とにしました。 

・入会退会の関係書類については、会則の変更

に伴い書式の変更が必要となり、総会後に整理

変更することにしました。 

・監査役からの要請について意見交換があり、 

今後、監査手順を整える必要があります。今期

は各部会の会計担当者同席にて監査を受けるこ

とになりました。 

・バスを利用する部会主催のイベントについて

は、受益者負担の観点から、参加費を 1,000 円

とすることになりました。 

・事務局より、理事会への理事代理者の出席に

ついて提案があり審議しました。これまでの取

り決めでは認められておらず、今後、対応方法

を引き続き検討することにしました。 

・子ども育成会、家庭教育学級に配布する資料

を検討しました。講座への申し込み窓口に事務

局、環境推進担当を入れること、支援事項にま

ち美化に関する項目を入れることなどの意見で

了承しました。 

・広報委員会の報告として、「月刊 かわごえ環

境ネット」誌上にて会員の活動紹介を行うにあ

たり、民間団体の会報、事業者の機関誌等の発

行状況を会員登録カードにて調べたところ、民

間団体は多く発行しているが、事業者の発行が

少ないことがわかりました。活動紹介にあたり、

総会または本会としての文書にて了解を得てか

ら、活動紹介を行うことにします。そのために、

今後、会員登録カードの整理が必要となります。 

 なお、第 79回理事会は 4月 16日に開催され

ました。主に総会議案書の内容について検討し

ました。詳しい報告は次号にて行います。 

（広報担当理事：金子晃） 
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社会環境部会 
2006年度第12回（3月22日） 

 15:00より川越市役所7G会議室で開催され、会員

11名が出席しました。 

1） 第5回環境フォーラムの報告と意見交換をしま

した。実行委員会の総括を待って改めて部会でもう

一度討議し、結論を出すことにしました。 

2） 4月からの例会の繰上りについて了承を得、第

2 水曜日となりました。自然環境部会は今まで第 2

金曜日開催ですので両部会が揃いました。 

3） 3 月 20 日にさいたま市で開かれた埼玉県地球

温暖化防止活動推進センター主催の「冬のエコライ

フ DAY 実施報告会」に参加した斎藤眞之助さんよ

りデータの報告がありました。川越市は回答が遅れ

て順位は下位ですが、川口市のダントツの啓発体制

が参考になりました。 

4） 省エネの一例の「電気の蛇口」の1年余の実績

報告が渡辺さんからあり、電気代の節約が数字で示

されました。 

5） 生ごみ減量・堆肥化グループから、川越の JA

との協議方針が報告されました。 

6） 新清掃センターについて3月市議会の質疑の報

告と、31日の西文化会館での説明会への出席要請が

ありました。 

7） まち美化グループから、「川越市路上喫煙の防

止に関する条例」の施行にともなう PR 体制やイベ

ントについて説明がありました。 

8） 夏場の温暖化対策として「すだれ効果」を本会

でPRしたらと提言することを了承しました。 

2007年度第1回（4月 11日） 

 15:00より市役所地下修養室で会員9名、事務局2

名が出席しました。 

1） 新年度から社会環境部会の開催日を1週間繰り

上げ、自然部会と合わせて活動状況をすぐ翌月号の

広報に報告できるようにしました。 

2） EMネットワークはつかりの代表が立川さんか

ら鯨井在住の勢〆さんに変わりあいさつがありまし

た。 

3） 事務局の人事異動で、石川さんが管財課に移り、

総務課から中島さんが転入しあいさつがありました。

今後は岡村副課長、松本主査、中島さん、菊地さん

とともに1名減の4人で環境推進事務を担当します。 

4） 5月26日の総会準備の報告とあわせ、社会環境

部会の 18年度報告と 19年度の計画案を説明し、了

承を得ました。 

5） 地球温暖化防止活動の緊急性に応えて、環境家

計簿の普及を図るとともに、県のエコライフ 2007

事業にも参加します。しかし、年 2回のイベントよ

り実効性の高い環境家計簿の普及にシフトします。 

6） ごみ減量グループから月吉町団地の生ごみ堆

肥化のモデル事業の検証予定の報告、まち美化グル

ープから15日の活動を川越ケーブルTVが取材する

ので応援の要請がありました。 

7） 地球温暖化防止へ家庭での取り組みはまず「緑

のカーテン」からと、手軽なゴーヤ栽培の話があり

ました。 

（社会環境部会代表：渡辺利衛） 

 

自然環境部会 
3月度 

 3 月 3 日に「菅間緑地」にて、埼玉県生態系

保護協会の湧水プロジェクトチームと合同で、

湧水に生息する生き物調査方法の勉強会を行

いました。参加者は 8名で、流速の測定から湧

水量を求める方法や、多項目水質系による Ph、

水温、電気伝導度、溶存酸素量、濁度の測定を

学びました。生き物調査は時間の都合で次回と

なりました。 

 3 月 9 日には「3 月度・自然環境部会」が川

越市役所 7G会議室で 11名の参加で開催されま

した。新会員 2名の自己紹介から始まり、2007

年度の事業計画案について討議を行いました。

事業計画で起案された活動項目は、実施日時が

決定しなかった項目がありますが、ほぼ計画通

りに決まりました。詳細は、後日送付する総会
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議案書にて報告いたします。 

 3月 27日は 3か所で進められていた「多自然

護岸工事」が終了しました。それぞれが個性を

持った形でできあがっています。詳細は本号の

報告をご覧ください。 

 3月 30日には「かすみ湧水堀保全活動」につ

いて、霞ヶ関西中学校を訪問し、校長先生と教

頭先生に出席いただいて、生徒たちがどのよう

なかたちで湧水堀の保全活動に関われるかを

意見交換しました。具体案は近いうちに開催予

定の第 2回保全検討会で報告いただくことにな

りました。 

4月度 

 4 月 5 日に「特定外来種であるオオフサモ」

が仙波河岸史跡公園の湿地帯で繁殖し、希少植

物のミクリやタコノアシなどの生息する水面

を覆い始めているのを発見しました。早急な駆

除が必要なために、公園整備課と対応策を協議

した結果、移植者が特定されているので、市か

ら特定外来種の脅威、違反した場合の厳しい罰

則のことなどを伝えて、駆除することを納得し

てもらうことになりました。この結果と特定外

来種の詳細は来月報告致します。 

 4月 5 日（土）には「第 15回 仙波河岸史跡

公園自然観察会及び保全活動」を開催しました。

詳しくは、記事をご覧ください。 

 4月 13日（金）には「4月度・自然環境部会」

が総勢 11 名の参加で開催されました。残され

た平地林の保全グループからは、3月に（仮称）

川越市森林公園計画地の昨年度、植物調査報告

書を公園整備課に提出したことと、植物は採ら

ないでほしいという内容の看板を設置したこ

との報告がありました。水辺の自然の保全と再

生グループからは、3 月度の活動の報告が上記

のとおりありました。討議としては、植物園見

学会として、6月 21 日に松戸市の 21 世紀の森

と広場と白子湧水地の探訪を同時開催するこ

とで決定しました。また、次回の仙波河岸史跡

公園の自然観察会と保全活動は、6月 2日（土）

に鳥類観察と草花の名札付け継続とリュウノ

ヒゲの植栽活動を行うことに決定しました。 

（自然環境部会代表：大辻晃夫）

 

企画委員会 
 第 5回委員会は、拡大企画委員会として次年

度の運営方針を決めることを目的に、3月 22日

開催されました。2つの部会、2つの委員会、全

体のイベント、協賛事業に分け協議されました。

 この結果をもとにして来年度の事業計画（総

会議案書）が作成される予定です。企画委員会

としては前回の委員会で承認された街美化運動、

雑木林枝打ち体験、家庭教育学級を具体化する

予定です。 

（企画委員長：村上正明） 

 

（仮称）かわごえアジェンダ 21検討委員会 
 4月 11日第 11回検討会が開催され、7名の会

員と 3名の事務局が出席しました。 

 まず、前回の審議内容とともに、その後郵送

資料で送付したアジェンダ 21行動提案表（3月

22日現在）についての修正点を説明しました。 

 次に、事務局より川越市が今年度事業を行う

「（仮称）環境行動計画（市民・事業者）の策定

《協働事業》」について説明がありました。計画

の作成にあたって、本会会員と川越市との協働

で進めることと、市民に対してパブリックコメ

ントを実施し、意見を把握すること、川越市予

算により計画書を印刷し、策定報告会並びに記

念講演会を行うことを事業として予定している

ことが説明されました。 

 具体的なスケジュールとしてはかなり厳しい

ものになっていることから、今後の川越市との

協働による運営方法については、次回の検討会

にて改めて検討することになりました。 
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 最後に、（仮称）かわごえアジェンダ 21の全

体構成について検討し、第二次川越市環境基本

計画と目的・理念・目標等を共有しつつ、1.各

主体または協働して取り組むべき課題をまとめ

た行動提案表の作成、2.協働すべきプロジェク

トについての行動計画の作成、3.各主体が取り

組むべき環境行動をまとめたチェックシートの

作成の 3つの項目を中心に作業を行うことで合

意しました。 

 なお、3 月下旬にお送りした意見募集（かわ

ごえ環境ネットホームページ http://kawagoekan

kyo.net/archives/000406.htmlでも入手できます）

については、5月 10日（木曜日）事務局必着で

受け付けています。会員内外の多くの方からの

ご意見をお待ちしています。 

 次回は 5 月 14 日（月）13:30-15:30 に川越市

役所にて開催されます。意見募集の結果の確認

とともに、5月 26日（土）の総会後に行われる

中間報告会及び意見交換会での報告内容につい

て検討します。また、今後の組織体制について

検討します。 

（アジェンダ検討委員長：小瀬博之）

第 5回かわごえ環境フォーラム実行委員会 
 3 月 27 日に検討委員会の最終回が開催され、

第 5回かわごえ環境フォーラムの開催報告、反

省、次回開催に向けての課題を話し合いました。

今回初めての試みであったポスターセッション

方式は、改善課題は多いものの、アンケートを

見る限りはおおむねよい評価でしたので、発表

方法と聴講者への配慮について改善を行った上

で、次回も継続していく方向になりました。多

くの人が参加しやすいイベントにするために、

会場についてもさまざまな可能性を検討してい

くことになりました。本委員会は、この会議を

もって解散となりました。次回のかわごえ環境

フォーラム実行委員会は 8月に招集する予定で

す。  （フォーラム実行委員長：横山三枝子） 

 

おしらせ 
［イベント］「（仮称）川越市森林公園計画地」自然観察会を 5月 12日（土曜日）に開催
 川越でいちばんまとまった緑の森が美しい季

節を迎えました。森を大切にする農家の人やボ

ランティア、川越市の「森のさんぽ道」整備の

おかげで見た目もきれいになりました。 

 スミレが 3~4種、イチヤクソウ、クチナシグ

サ・・・林床に咲く花々も今がいちばん多い時

期です。ぜひご参加ください。 

日時：5月 12日（土）9:30-12:30 

場所：（仮称）川越市森林公園計画地 

（川越市南文化会館ジョイフル集合） 

費用：100円（保険代） 

持ち物：筆記具・帽子 

●申し込み：平成 19年 5月 1日 9時から 

環境政策課（内線 2612~2613）先着 30名 

共催：（財）埼玉県生態系保護協会 

   川越・坂戸・鶴ヶ島支部 

 

［イベント］2007年度総会及びかわごえアジェンダ 21中間報告会及び意見交換会の開催
 総会の案内を、前号に続きおしらせします。

出欠の返事をされていない会員は、3 月下旬に

郵送されたはがきにてご連絡ください。総会の

成立には、委任状を含め過半数の出席が必要で

すのでご協力ください。なお、総会議案書は 5

月上旬に最終検討を行い、総会前に郵送にて会

員にお送りする予定です。当初の予定より遅れ

ることになり申しわけありません。 

日時：2007年 5月 26日（土）13：30-14：30 

会場：川越市立博物館 視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1） 

内容：事業報告、会計報告、監査報告、会則改
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正、事業計画、事業予算、その他 

 なお、総会終了後、「（仮称）かわごえアジェ

ンダ 21中間報告会及び意見交換会」を開催しま

すので、こちらもぜひご参加ください。なお、

検討会終了は 16:30を予定しています。 

 

 

［イベント］仙波河岸史跡公園自然観察会及び保全活動を 6月 2日（土）に開催
 今年度は 4月 7日以来 2回目、通算で 16回目

となる仙波河岸史跡公園自然観察会及び保全活

動を開催します。6 月初旬は、自然観察や保全

活動にはちょうどよい季節と思いますので、で

きるだけ多くの方に参加していただければと思

っています。新緑がまぶしい公園内をゆっくり

と観察しながら、この時期の野鳥を探してみて

ください。保全活動は今回も植物の名札付け作

業を行います。 

日時：6月 2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（野鳥を中心に）、 

(2)保全活動（植物の名札付け作業、外来植

物の除去作業、水質調査等） 

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 

 

 

［募集］川の一斉水質調査を 6月 3日（日）に実施 参加者を募集
 毎年 6月第 1日曜日に全国一斉で実施してい

る川の一斉水質調査が、今年は 6月 3日（日）

に行われます。県内における実施団体である特

定非営利活動法人荒川流域ネットワークと新河

岸川水系水環境連絡会と連携して、川越市内で

は、本会が 20か所以上の調査ポイントを決めて

実施しています。例年、理事会と専門委員会の

出席者を中心に、参加者と測定箇所を決めてい

ますが、川の環境や水質調査に興味のある方が

いらっしゃいましたら、会員の有無を問わず、

このイベントにぜひご参加ください。参加を希

望される方、また、詳しい話を聞きたい方は、5

月の社会環境部会か自然環境部会へ参加いただ

くか、かわごえ環境ネット事務局（川越市環境

政策課環境推進担当）まで 5月 15日までにお問

い合わせください。

 

［イベント予告］夏の「エコライフ DAY2007埼玉」（6月実施予定）に参加します
 昨年は6月と12月に行った埼玉県及び特定非

営利活動法人環境ネットワーク埼玉が主催する

地球温暖化防止のために生活のチェックを行う

イベント「エコライフ DAY2007 埼玉」に、本

会は昨年に引き続き参加します。今後、本会会

員のみなさまと、会員に関係する方々に参加し

ていただくべく準備を進めます。詳しい内容を

次号に掲載するとともに、チェックシートを郵

送資料に同封予定ですので、ご参加と各方面へ

の周知をよろしくお願いいたします。 

 

［イベント予告］第 2回植物園見学会を 6月 21日（木）に開催
 昨年実施した万葉植物園・野草園見学会がた

いへん好評でしたので、6月 21日（木）に千葉

県松戸市の総合公園「21世紀の森と広場」にあ

る野草園と自然生態園の見学会を行います。日

程や申込方法など、詳細は次号及び広報川越（1

151号・5月 25日）で詳しくお伝えします。 

 



月刊 かわごえ環境ネット 2007年 5月 No.007 

-  - 12 

5月以降の理事会・専門委員会及びイベントの開催予定 
 ●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、★は会員内外を対

象にした公開イベントです。イベントの詳細は個別の記事を参照ください。 

 

◆理事会（第 80回） 

日時：5月 8日（火） 18:00-20:00 

場所：川越市役所 地階 修養室 

  （川越市元町 1-3-1） 

●社会環境部会（2007年 5月度） 

日時：5月 9日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所 地階 修養室 

 4月から毎月第 2水曜日 15:00-17:00に定例会

を開催しています。次回は 6月 13日です。 

●自然環境部会（2007年 5月度） 

日時：5月 11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 6月 8日です。 

★「（仮称）川越市森林公園計画地」自然観察会 

日時：5月 12日（土）9:30-12:30 

場所：（仮称）川越市森林公園計画地 

  （川越市南文化会館ジョイフル集合） 

◆広報委員会（2007年 5月度） 

日時：5月 14日（月）12:00-13:30 

場所：川越市役所 5階 フリースペース 

●（仮称）かわごえアジェンダ 21検討会 

（第 12回） 

日時：5月 14日（月）13:30-15:30 

場所：川越市役所 7A会議室 

 会員の方は出席することにより委員として参

加できます。ぜひ意見をお聞かせください。 

●2007年度総会 

日時：5月 26日（土） 13:30-14:30 

場所：川越市立博物館 視聴覚ホール 

  （川越市郭町 2-30-1） 

●（仮称）かわごえアジェンダ 21 中間報告会

及び意見交換会 

日時：5月 26日（土） 総会終了後-16:30 

場所：川越市立博物館 視聴覚ホール 

★仙波河岸史跡公園自然観察会及び保全活動

（第 16回） 

日時：6月 2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） 

★エコライフ DAY2007埼玉 

6月中に実施（昨年は 6月 11日に一斉実施） 

内容：各自でエコライフ DAY チェックシ

ートを用いてエコライフを実施する 

★第 2回植物園見学会 

日時：6月 21日（木）8:45集合-16:00 

訪問地：松戸市総合公園「21世紀の森の広

場」にある野草園と自然生態園 ほか 

参加費：1,000円（貸切バス及び保険代） 

 

 

 

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 

時間：10:00集合-12:00 

集合：伊佐沼の西側にある東後楽会館入口

近くの蓮見橋 

参加費：300円、高校生以下 100円 

（保険料・資料代として） 

持ち物：飲み物・雨具・筆記具等、 

できれば野鳥図鑑・双眼鏡も 

❖5月 13日（日）＜バードウィーク行事＞ 

5月 10日からバードウィークです。鳥たち

にとって一番大切な子育てを守る週間です。

夏鳥のコアジサシが優雅に飛ぶ姿が見られ
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ます。 

❖6月 10日（日） 

 オオヨシキリやバンが子育て中です。巣

の上で卵を抱く姿が、またカルガモの可愛

いヒナ連れの姿が観察できます。 

以上の問い合わせ先：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 

時間：10:20集合、10:30-15:00 

場所：国営武蔵丘陵森林公園 南口集合 

参加費：200円、他に入園料が必要 

❖5月 10日（木）・13日（日） 

アカマツ林で鳴くハルゼミの声を楽しみな

がらガマズミの白い花やジュウニヒトエな

どの野草の観察をします。また、チョウの

幼虫などの昆虫の観察も行います。 

❖6月 15日（金）・17日（日） 

ギンリョウソウやイチヤクソウの花やトン

ボなど昆虫の観察も行います。 

以上の問い合わせ先：谷津弘子 

Tel./Fax.049-224-9118 

●クリーン川越めざす会 

☞市の条例施行に合わせて「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 

1. 第 1火曜日・第 2木曜日・第 4土曜日の

13:30-15:00 

❖5月 1日（火）・10日(木)・26日（土） 

❖6月 5日（火）・14日(木)・23日（土） 

場所：川越駅東口アトレ横歩道橋下集合。

市役所等まで活動。 

2. 第 3日曜日・9:30-11:00。 

❖5月 20日（日）・6月 17日（日） 

場所：本川越駅交番横集合。数コースに分

かれて中央公民館までまち美化活動。 

☞ごみゼロ運動検証、特別活動 

 年 2回のごみゼロ活動の徹底を願い、今

後の改善の資料として活動。 

❖5月 28日（月） 

9:30本川越駅交番横集合。自転車で市内各

地の状況視察。16:00、中央公民館 2階談話

室で報告会。 

❖6月 10日（日） 

9:30 本川越駅交番横集合。2~4 箇所のまち

美化特別活動 

以上の問い合わせ先：武田侃蔵 

Tel.049-222-0786 

●川越市 

クリーン川越市民運動（ごみゼロ運動） 

❖5月 27日（日） 

場所：各地 

問い合わせ：市役所・資源循環推進課 

 

 
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」 

 5月 27日は市内一斉のごみゼロ運動。まち美

化活動を続けている「クリーン川越めざす会（武

田侃蔵代表）」の活動を紹介します。放映予定は

5月 19日（土）から 25日（金）までの 1週間、

1日に 5回（7:40, 11:40, 16:40, 18:10, 22:10）「小

江戸ちゃんねる」で放映します。 

●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.008（5月 20日発行予定）は、

5月 10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、
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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。 

 RSS配信とケータイ用ページも用意していま

す。詳しくはホームページをご覧ください。 

［RSS］ http://kawagoekankyo.net/index.rdf 

［ケータイ用］ http://i.kawagoekankyo.net/ 

 
 

●かわごえ環境ネット入会のご案内 

 本会は、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。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。 

 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）まで、または、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

●先月の本誌にて、氷川神社北側にあるサクラ

並木について取りあげましたが、内容を補足し

ます。氷川神社の北側入口にある「誉桜」の碑

には、昭和 32年に 300本のサクラが植樹された

ことが記されています。これと、私が参考資料

にした『かわごえの巨樹・古木・名木めぐり』

にある「83 本を植樹されたのは昭和 22 年頃」

との関係を川越市に問い合わせたところ、本会

の理事でもある金子晃さんの現地取材によると、

昭和 32年までに約 300本（実際には 200本程度）

を捕植し、喜多院や初雁公園にもサクラが植え

られたそうです。川越市では、このサクラに対

してアメリカヒロシトリの防除契約をしている

そうですが、その本数は 81 本ですので、83 本

というのは正しい数字であるとのことです。 

 前回の巻頭言は、間違っている情報ではなか

ったのですが、複数の資料をあたったり現地取

材をしたりして事実関係を確認することの重要

性を改めて認識しました。なお、誉桜について

は、苗木を寄贈した中島良輔さんが当主であっ

た亀屋栄泉のホームページ（http://www.kawago

e.com/kameyaeisen/bookmark.html）をご覧くださ

い。（小瀬博之） 

去る 4月 22日の市議選で、環境ネット会員の加

藤昇さん、倉嶋美恵子さん、それに新人の川口

啓介さんの 3人が当選しました。今後のネット

の活性化にご協力を切にお願いします。 

（K.T.）
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