
-  - 1 

2007年 6月 No.008 
 

目次 
仙波河岸史跡公園に於ける特定外来植物の駆除活動···········2-3 

月吉町の「生ごみ処理」の状況 ··········································3-4 

川越市環境行政の動き····························································4 

理事会・専門委員会からの報告 ··········································4-6 

おしらせ············································································6-10 
 

『かわごえアジェンダ 21』 年度中の作成に向けて 

 
（仮称）環境行動計画『かわごえアジェンダ 21』の全体構成（案） 

 

 5月 14日付で、川越市長からかわごえ環境ネットあてに「（仮称）

環境行動計画（案）の作成について（依頼）」の文書をいただきまし

た。これを受け、これまで当会で検討した（仮称）「かわごえアジェ

ンダ 21」をもとに、川越市と協働で 2007 年度中に環境行動計画を

作成していくことになりました。 

 6月より組織も、『（仮称）環境行動計画「かわごえアジェンダ 21」

作成委員会』と改め、ピッチを上げて活動を行うことになります。 

 ここで作成する計画は「ローカルアジェンダ 21」に位置づけられ

ます。これは、地方公共団体の行動計画として、1992年の「地球サ

ミット」で策定を求められているものです。「川越市環境基本計画」

がこれに位置づけられますが、「かわごえアジェンダ 21」は、市民・

事業者・民間団体を含め、市全体で行うべき行動をまとめるもので、

行政の施策の基本を定めた環境基本計画と車の両輪のような働きを

することになります。 かわごえ環境ネット理事長 小瀬博之 
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仙波河岸史跡公園に於ける特定外来植物の駆除活動 自然環境部会

 前号でおしらせしましたが、さる 4月 5日、仙波河岸史跡公園の湿地帯で特定外来種に指定され

ている「オオフサモ」が下図に示した 3 ヶ所で繁殖しているのを発見しました。この湿地帯には、

絶滅危惧植物のミクリやタコノアシなどが生息していますので、直ちに川越市公園整備課と協議い

たしました。 

 
 

 その結果、市が指定の造園業者に依頼して駆

除を行う事になり、5 月 7 日に自然環境部会も

参加して駆除活動を実施いたしました。 

 5月 7日（月）の午前 9:00より行われた駆除

活動状況は写真のとおりです。参加者は、川越

市及び市の指定造園業者と、自然環境部会から

平田、菅野、大久保、野村、大辻の 5名でした。 

 取りこぼしもあると考えられますので、今後

も観察を続けていきます。 

 

＜参考＞特定外来種とは・・・2004年 6月、外

来種規制を定めた初の国内法である「特定外来

生物による生態系等に係わる被害の防止に関す

る法律（外来生物法）」が国会で成立、2005年 6

月 1日より施行されました。この法律では、海

外から持ち込まれる生物の中で、日本の生態系

や農林業、人の生活に大きな悪影響を及ぼすお

それのある外来種を「特定外来種」に指定して

規制するものです。現在、指定されている特定

外来種は第一次指定の 37 種と第二次指定の 43

種の 80種です。特定外来種に指定されたものは、

飼育/栽培、運搬、保管、輸入、野外に放つ/植

える/まく、譲渡/販売が規制されます。 

  これに違反すると、個人でも重いものでは懲

役 3年以下もしくは 300万円以下の罰金に処せ

られますので、悪意はなくとも注意が必要です。 

詳しくは、環境省ホームページ（http://www.env.

go.jp/nature/intro/）をご覧ください。 

 

（自然環境部会：大辻晃夫） 
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写真中央部に盛り上がって見えるのがオオフサモ 

 

 
写真右端中ほどの固まりがオオフサモ 

 
駆除の終了した左上写真部のオオフサモ 

 

 
駆除の終了した右上写真部のオオフサモ 

 
月吉町の「生ごみ処理」の状況 社会環境部会

 
月吉町に設置されている生ごみ処理機 

 

 川越市の環境対策のモデル事業として 5年が

経過している月吉町の「生ごみ処理」がどうな

っているか、廃棄物減量推進グループで調査し

ました。 

 この事業は、2002（平成 14）年 3月に、川越

市、JAいるま野、月吉町自治会の 3者で覚書を

交換、「有機 100倍運動推進事業」の一環として

スタートしました。 

▽川越市は、機器の維持管理及びできた一

時発酵堆肥の農家への定期的運搬 

▽JAいるま野は、機器（電機式生ごみ処理

機 573万円）を設置、福原地区 5軒の協力

農家の指導及び取りまとめ 

▽月吉町自治会は、エコスマイル月吉の会

員（約 50世帯）が生ごみを投入、機器の運

転管理を担当 

この 5年間ほぼ同じ状態で、年間 4500kgの生

ごみを処理すると約 6分の 1に減って 700kgと

なり、2 か月ごとに 5 軒の農家へ配ると 1 回当

たり約 23kgになります。 

 さる 4 月 23 日に、村上、横山両理事長ら 5

人で福原の関口さんを訪問、実情を聞きました。

畑の端に 60平米ほどの堆肥置き場があり、落葉
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や鶏糞などと混ぜて堆肥化していました。運ば

れる生ごみは全体からみれば量的に少なく、品

質などの注文はありませんでした。 

 周辺農家でも、労力や経済性などから有機農

業への取り組みの熱意がまだ足りない状況でし

た。地球環境の保全と健康に安全な食糧供給は、

循環型社会のサイクルが必須であり、そのため

には生ごみからの堆肥も有力な材料で必要だと

の声が、農家から上がらねばならないと痛感し

ました。単なるモデル事業で終わらせるのか、

普及させるのか岐路に立っています。 

（社会環境部会：原嶋昇治）

川越市環境行政の動き  
新清掃センター熱回収施設実施設計へ 
川越市の新清掃センター熱回収施設建設工事

は、本契約後 3か月、実施設計の段階に入りま

した。昨年 9月 5日に神鋼環境ソリューション

と 450トン、約 190億円で契約した相模原市で

は、8 か月経った 5 月 7 日に起工式を行いまし

た。また、契約前に、市民への説明で周辺自治

会等 22 回、市民全体へ 3 回、その他団体へ 12

回と回を重ね、契約後も、周辺自治会に工事概

要、スケジュール等の説明を 3回行ったとのこ

とであります。川越市では、さる 3月 31日に西

文化会館で開かれた市民向け説明会での質疑及

びその後の追加の質問等をまとめた「新清掃セ

ンターだより」の第 25号を 6月早々に出す予定

で作業を進めています。また、本年度に入って

5 月 6 日には、名細支会のみどり会自治会の要

望で説明会を実施しました。 

（武田侃蔵） 

路上喫煙禁止地区 6月から指定
 「川越市路上喫煙の防止に関する条例」の施

行にともない、来る 6月 1日から市内中心部が

「路上喫煙禁止地区」に指定されます。地域は

川越駅周辺（東口・西口）からクレアモール通

り、本川越駅周辺、さらに中央通り、一番街、

菓子屋横丁となっています。 

禁止地区の看板・路面表示の設置、街頭灰皿の

撤去、啓発指導員の配置等、少ない予算での取

り組みが始まります。なお、ペナルティーの過

料徴収は 10月からとなります。 

（武田侃蔵） 

 

 

理事会・専門委員会からの報告  
理事会 
 第 79回理事会は 4月 16日に、第 80回理事会

は 5月 8日に開催され、主に総会議案書の作成

について検討を行いました。加えて、5 月 8 日

の理事会では、巻頭言でも取りあげた（仮称）

環境行動計画（案）の作成について（依頼）の

文書の説明が、川越市の根岸理事からありまし

た。また、総会における役割分担を決めました。 

 4月 25日に市役所にて監査が行われ、2名の

監査から会計及び業務についての監査を受けま

した。具体的には、会則における監査の職務等

の明文化と、支出基準等の細則の必要性の 2点

の指摘を受けました。これを受け、会則の変更

と細則の整備を行っていくことになります。 

（理事長：小瀬博之） 

 

社会環境部会 
 第 2回社会環境部会が 5月 9日午後 3時より 川越市役所地下修養室で行われました。出席者
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は会員 8名、事務局 1名でした。主な議事は次

のとおりです。 

1) 総会を控えて、理事会の報告。1.19年度の社

会環境部会の予算は昨年度並み。2.本会への

入・退会は、事務局に用意した届書類による。

3.バス利用によるイベントの場合は、受益者負

担として最低 1,000 円の負担をお願いするなど

を確認。4.子ども育成会の家庭教育学級の環境

教育講座に講師派遣で協力。さらに、総会当日

の役割分担等を決めました。 

2） 6 月 3 日の全国一斉水質調査への協力。渡

辺、村上、原嶋、武田、斎藤、金子（大）の 6

人が荒川、新河岸川に分かれて参加。 

3） 川越市の環境推進員協議会の小野会長か

らの伝言で、レジ袋削減・買い物袋普及につい

て市内 7スーパーの実態調査をして対策を検討。 

4） 地球温暖化防止活動の緊急性に応えて、本

会の環境家計簿の普及を図るとともに、県のエ

コライフ 2007 事業にも参加する前回の方針を

再確認、環境家計簿の提出義務を削除するなど

の訂正をして会員に配布。5月 14日の県のエコ

ライフ 2007説明会に斎藤委員が出席。 

5） ごみ減量グループからは、川越市の生ごみ

堆肥化モデル事業の実情などを報告し、8月 28

日の「第 15 回生ごみリサイクル交流会」に会

員派遣を要請、4 分科会にあわせ 4 人の参加を

決めました。 

6） まち美化グループからは、つるがしま環境

ネットワークとの協働で、昨年と同じ笠幡の市

境地域の不法投棄撤去を 6 月 16 日（土）実施

することについて協力依頼がありました。 

（社会環境部会代表：渡辺利衛） 

 

自然環境部会（5月度） 
 4 月 24 日には「（仮称）川越市森林公園計画

地・早朝の野鳥観察」を行いました。ここは夏

鳥の中継地になっているので、この時期だけの

野鳥が通過します。15種を確認し、珍しいとこ

ろではツツドリの声が聞こえました。今年は野

鳥調査も行う予定です。 

 同じく、4月 24日には 6月に予定している「ホ

タル観察会」の下準備のために当日の案内役を

お願いする埼玉県生態系保護協会飯能支部長の

黒住さんを奥多摩町に訪ねて具体的な日程など

打ち合わせをしました。部会からは 7名の参加

でした。 

 4月 26日には「第 2回（仮）かすみ湧水堀・

保全会議」が笠幡のグリーンタウン自治会館で

開催されました。出席者は市の河川課、グリー

ンタウン自治会、霞ヶ関西中、霞ヶ関カンツリ

ークラブ、かわごえ環境ネットの総勢 12名でし

た。具体的には、5 月より、それぞれ決めた持

ち場の草刈やごみ拾いを頻度別に行うことにな

りました。霞ヶ関西中はサイエンスアドベンチ

ャーの一環として参加の意向で、自然環境部会

は 6～9 月に法面と川底をホタルの再生を目指

して管理を行う事になりました。 

 5 月 7 日には「仙波河岸史跡公園、湿地帯に

繁殖した特定外来種・オオフサモの駆除活動」

を行いました。詳しくは、2 ページからの記事

をご覧ください。 

 5月 8日、10日には「（仮称）川越市森林公園

計画地」で植物調査、樹木名札付け、選択的草

刈などの保全作業を行いました。 

 5月 11日には「5月度・自然環境部会」が川

越市役所 7G会議室で総勢 13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（仮称）川越森林公園計画地で 4月 8日に植

物調査と樹木名札付け作業を行い、ヒメスミレ

の開花を初めて確認したことと、5 月 8 日、10

日には植物調査、樹木名札付けと選択的草刈り

などの保全活動を行った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 4月 24

日に行われたホタル鑑賞会の下打ち合わせと 4

月 26日に開催された（仮）かすみ湧水堀の保全

会議の報告、そして 5月 7日に仙波河岸史跡公

園で行われたオオフサモの駆除作業の報告があ

りました。また、当面決定している行事の日程
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と内容についての確認を行いました。なお、ホ

タルの鑑賞会は6月27日に実施することが決ま

り、詳細は追って案内ビラを用意する事になり

ました。最後に 6月 3日に行われる全国一斉水

質調査への話し合いで自然環境部会からは 5名

が参加することが決まりました。 

 5 月 12 日には「（仮称）川越市森林公園計画

地」で市民向けの観察会を開催し、総勢 22名の

参加がありました。詳細は次号で報告します。 

（自然環境部会代表：大辻晃夫） 

 
（仮称）かわごえアジェンダ 21検討委員会 
 5 月 14 日に第 12 回の検討会が開催されまし

た。出席者は事務局を含め 8名でした。巻頭言

でお伝えしたとおり、5 月 14 日付で「（仮称）

環境行動計画（案）の作成について（依頼）」の

文書が、川越市から当会に提出されましたので、

事務局からこれについて説明がありました。 

 次に、3 月 22 日から 5 月 10日にかけて行動

提案表（案）への意見募集をした結果を参考に

した上で、行動提案表の内容をできるだけ欄が

埋まるように追加しました。 

 そして、5月 26日の総会後に開催される中間

報告会及び意見交換会の内容と（仮称）かわご

えアジェンダ 21 の全体構成について検討を行

いました。これらの検討結果について、これま

で参加いただいた委員から意見をいただいた上

で、中間報告会及び意見交換会でこれまでの経

緯を報告します。 

 今回をもって（仮称）かわごえアジェンダ 21

検討委員会は終了となりました。みなさまのご

協力まことにありがとうございました。 

 会員に対して改めて委員公募を行った上で、6

月より『（仮称）環境行動計画「かわごえアジェ

ンダ 21」作成委員会』を発足させ、行政職員も

加わって作成作業を行います。年度内の策定、

発行をめざしてピッチを上げて作業を行います

ので、みなさまの参加と協力をよろしくお願い

いたします。 

（アジェンダ検討委員長：小瀬博之）

 

おしらせ

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【再掲】
 4 月 7 日以来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。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 

 

「川越・鶴ヶ島市境の不法投棄ごみの撤去」を 6月 16日（土）に実施
 つるがしま環境ネットワークからの呼びかけ

により 2年前より協働で実施している川越・鶴

ヶ島市境の不法投棄ごみの清掃活動も 3回目を

迎えました。昨年は、きれいにした後に朱塗り

の鳥居をいくつか置いて公徳心に訴えました。

しばらくはきれいだったようでしたが、1 年経

つと写真のようにごみは散乱しておりました。

以前ほどのひどさでないのがせめてもの救いで
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あります。6月 16日（土）9:30、鶴ヶ島市太田

ヶ谷の鶴ヶ島市運動公園駐車場集合。約 2時間

の作業です。軽装で結構ですが、長袖着用。参

加希望者は、用具の準備の都合上、事前に責任

者の武田の携帯（090-2521-5770）までご連絡く

ださい。 

 

 
松戸市総合公園の野草園観察会を 6月 21日（木）に開催
 昨秋に続き、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。同公園は、

広さが東京ドーム 11 個分もある大きな公園で

すが、緑豊かな園内では、さまざまな自然にふ

れあうことができるよう環境整備されています。

今回訪れる野草園は、山・草原・湿地・水辺な

どの変化に富んだ自然がまとまって見られる場

所で、いろいろな植物が生え、そこに住みつい

ているトンボや野鳥の種類も多く、自然観察に

相応しい環境となっています。 

 現地へは貸し切りバスを利用し、帰路には富

士見市の湧き水の湧水地（水子貝塚公園）を見

学したいと考えております。 

 関心のある方の参加をお待ちしています。 

日時：6月 21日（木）8:45-16:30 

（雨天決行、荒天中止） 

集合：川越駅西口暫定自由広場前 8:45 

参加費：1,000円（バス・保険代を含む） 

定員：会員 20名、会員外 15名（先着） 

持ち物：弁当・飲み物・筆記具・雨具 

申込：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、電話 049-224-88

11内線 2611・2612） 

 

あなたも「環境家計簿」をつけてみませんか 会員に記入用紙を送付しました

 社会環境部会では、本会で作製した「環境家

計簿」を会員に PR し、一般市民へも参加を呼

びかけるきっかけにと、5月 21日付の会員向け

郵送資料に記入用紙を送りました。記入方法や

問題点など随時部会で取り上げて、一層の普及

を図りたいと思います。12月には、来年度分の

新しい記入用紙をお送りしますのでご期待くだ

さい。 

 

6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。 

 

★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） 

★川の水質調査 

日時：6月 3日（日）午前 

場所：市内各地 
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 担当者の事前打ち合わせを 5月 29日（火）1

0:00-12:00 に川越市役所 5 階中央にあるフリー

スペースで行います。 

◆（仮称）環境行動計画「かわごえアジェンダ

21」作成委員会（第 1回） 

日時：6月 5日（火）9:30-11:30 

場所：川越市役所 7C会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

 会員のみなさまに対して、委員公募を 5月 31

日まで行っています。積極的にご応募ください。

詳しくは 5月 21日付郵送資料をご覧ください。 

●自然環境部会（2007年 6月度） 

日時：6月 8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 7月 13日です。 

●社会環境部会（2007年 6月度） 

日時：6月 13日（水）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水曜日 15:00-17:00に定例

会を開催しています。次回は 7月 11日です。 

★川越・鶴ヶ島市境の不法投棄ごみの撤去 

日時：6 月 16 日（土）9:30-11:30（小雨決

行） 

集合場所：鶴ヶ島市運動公園 駐車場 

（鶴ヶ島市太田ヶ谷 201-8） 

共催：つるがしま環境ネットワーク 

◆（仮称）環境行動計画「かわごえアジェンダ

21」作成委員会（第 2回） 

日時：6月 20日（水）9:30-11:30 

場所：川越市役所 7C会議室 

 第 3回は 7月 3日（火）、第 4回は 7月 18日

（水）に開催される予定です。時間はいずれも

9:30-11:30です。 

◆広報委員会（2007年 6月度） 

日時：6月 20日（水）13:00-15:00 

場所：川越市役所 5階 フリースペース 

★松戸市総合公園の野草園観察会 

日時：6月 21日（木）8:45集合-16:30 

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） 

◆企画委員会（第 6回） 

日時：6月 26日（火）16:30-17:30 

場所：川越市役所 東庁舎 2A会議室 

◆理事会（第 81回） 

日時：6月 26日（火） 18:00-20:00 

場所：川越市役所 地階 修養室 

★「（仮称）川越市森林公園計画地」自然観察会 

日時：7月 22日（日）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） 

共催：(財)埼玉県生態系保護協会 

川越・坂戸・鶴ヶ島支部 

 

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 

❖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。 

❖7月 8日（日） 

埼玉県レッドリストにのる鳥類ヨシゴエ、

バン、オオバン、コアジサシなどを探しま

す。他に子連れのカルガモ、カイツブリな

どが見られます。 

以上の問い合わせ先：笠原啓一 

Tel.049-222-0957 
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●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 

❖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。 

❖7月 16日（祝）・8月 5日（日） 

 雑木林で樹液に集まる昆虫（オオムラサ

キやカブトムシ等）やヤマユリの花を楽し

みます。また、昆虫類がとても多く、クモ

やチョウ、トンボなどの観察もいっぱいで

きます。 

❖8月 25日（土）17:00-20:30 

 本行事は事前申し込みが必要、公園と共

催で参加費無料、ただし入園料は必要。 

 夜の森林公園を楽しむことができます。

クツワムシ、スズムシ、コオロギなどの鳴

く虫を、講師の解説で確かめてください。 

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 

❖6月 5日（火）・14日(木)・23日（土） 

❖7月 3日（火）・12日(木)・28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 

❖6月 17日（日）・7月 15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。 

3. 郊外（伊佐沼公園周辺）クリーン活動 

❖7月 22日（日）9:30-12:00 

場所：川越市民聖苑やすらぎのさと（川越

市小仙波 867-1）前集合、東後楽会館解散 

以上の問い合わせ先：武田侃蔵 

Tel.049-222-0786 

●川越市 

環境月間ポスターコンクール展示会 

❖6月 16日（土）・17日（日）9:00-17:00 

場所：川越西文化会館（メルト）（川越市鯨

井 1556-1） 

問い合わせ：環境政策課 

 

 
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」 

 6 月の登場団体は「小江戸ケナフの会（仲井

謙介代表）」で、小中学校の出前授業などや環境

祭りなどでの活動が紹介されます。放映予定は

6月 16日（土）から 22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。 

●「われら環境ネット」参加希望グループ募集 

 今年の 12月までの放映の予定です。参加希望

グループは、かわごえ環境ネット事務局までお

問い合わせください。 

●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.009（6月 25日発行予定）は、

6月 15日（金）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。 
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＜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

●月刊化から 8号が経過しましたが、いまだに

編集、発行することで精一杯の状況です。本会

の活動と伝えるにも、会員相互の情報交換を密

にするにしても、みなさまのさらなる協力が不

可欠です。2006年度は広報の刷新を達成しまし

たが、2007年度は、広報の情報収集、編集体制

の充実をメインテーマに活動したいと思います

のでご支援、ご協力のほど、よろしくお願いい

たします。（H.K.） 

●本号の巻頭言で「かわごえアジェンダ 21」が

市との協働で「環境行動計画」作成作業に衣替

えすることになりました。市民の幅広い行動の

エネルギーを環境行動に結びつけ、より発展さ

せることは、頭で考えるほど簡単ではないよう

でした。小瀬理事長の司会で進められてきた「検

討委員会」の経過を見ても大変な作業のようで

した。公募委員への呼びかけがありましたが、

会員の積極的な応募がまたれます。かわごえ環

境ネット会員の実力が試される時だと思われま

す。次号は 2007年度総会の模様と、あとの「ア

ジェンダ 21」についての討議の模様を掲載しま

すが、活発な討議が待たれます。本号の送付に

あわせ、総会資料などもお送りしました。欠席

通知を出された方も思い直して出席してくださ

り、活発な総会になればありがたいと期待して

います。（KT） 
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