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（仮称）川越市森林公園の観察会から

77 月の（仮称）川越市森林公園計画地に観察会で入りました。月の（仮称）川越市森林公園計画地に観察会で入りました。

蒸し暑く、今にも雨が降りそうな天気でしたが、雑木林の中は蒸し暑く、今にも雨が降りそうな天気でしたが、雑木林の中は

心地よい空気が漂っています。甘い香りがするので上を見上げ心地よい空気が漂っています。甘い香りがするので上を見上げ

ると「りょうぶ」の大きな木。この時期、このると「りょうぶ」の大きな木。この時期、このタイミングで「わタイミングで「わ

たしを見て。」とばかりに満開のはなざかりです。遠方に目をたしを見て。」とばかりに満開のはなざかりです。遠方に目を

やると濃い緑の中にオレンジと赤の実が点々と見えます。それやると濃い緑の中にオレンジと赤の実が点々と見えます。それ

は「うわみずざくら」の実でした。さくらの実はすべて「さくは「うわみずざくら」の実でした。さくらの実はすべて「さく

らんぼ」の形と思っていたのが、「ようしゅやまごぼう」のよらんぼ」の形と思っていたのが、「ようしゅやまごぼう」のよ

うな実の付き方です。そういえば白いブラシのような花が咲いうな実の付き方です。そういえば白いブラシのような花が咲い

ていて推して知るべし。しかし『百聞は一見にしかず』、何回ていて推して知るべし。しかし『百聞は一見にしかず』、何回

か雑木林に入ることで一本の木の変化が理解できました。このか雑木林に入ることで一本の木の変化が理解できました。この

実は黒く熟すと食べられるそうで、これからもちょっと楽しみが増

えました。

川越の観光は「蔵造り」の通りや「川越まつり」がメインになっ

ていますが、この筆舌に尽くしがい程に素晴らしい雑木林の散策が

観光の一つになればいいのにと思っています。

この雑木林を循環型農業の要として作り上げ、維持し続けている

近隣農家の方々の努力に感謝し、行政、市民の協働でこの雑木林が

後世まで残るといいなと思っています。

かわごえ環境ネット副理事長 横山三枝子
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第 2回植物園見学会「松戸市総合公園の野草園」 自然環境部会

公園入口付近 千駄掘池の観察デッキ 自然生態園

野草園内の遊歩道 諏訪氷川神社下の湧水見学 交通案内図（松戸市ホームページより） 

6 月 21 日（木）、梅雨時とも思えない快晴の

もとで、松戸市総合公園内にある野草園、自然

生態園の見学会が開催されました。

昨年開催した第 1回赤塚植物園見学会に続い

ての植物園観察会となりましたが、参加者は一

般及びかわごえ環境ネット会員の 34名でした。

松戸市総合公園「 21世紀の森と広場」は、千

駄掘池を中心にして東京ドーム 11 個分の面積

もある広大な公園で、自然・レクリエーション・

文化の 3つのテーマに沿ったゾーンからなり、

野草園、自然生態園のほか田園、蓮池、小川な

ど様々な自然に触れあうことができるよう環境

が整備されています。

まず公園管理事務所で公園の紹介ビデオを使

った説明を受けたあと、自然生態園や野草園な

どを見学して廻りました。自然生態園の観察が

自然観察舎備え付けの望遠鏡による観察になっ

てしまい残念でしたが、野草園では珍しいチョ

ウチョウトンボや小川で“しじみ”や“カワニ

ナ”を見ました。

公園の管理上からは、自転車乗り入れ禁止や

ごみの持ち帰り、夜間は閉鎖しているなどの説

明があり、参考になりました。

帰路は富士見市にある「水子貝塚公園」に寄

り、資料館を見学して縄文の生活等について説

明いただき、公園内に再現した縄文時代の住居

を見学しました。その後、「諏訪氷川神社下の湧

水」を訪れ、昼なお暗く木々が生い茂る境内に、

こんこんと湧き出る湧水とその流れに感激して

帰路につきました。

上の写真はその観察風景です。

（自然環境部会：市川衛）

平地林の保全グループ 活動報告 自然環境部会 

1.「（仮称）川越市森林公園」計画地 植物調査及び保全活動

第 3回： 6月 19日（火）

参加者：女性ばかり 4名

「第 2武蔵野ふれあいの森」の

樹木名札付け 20 枚とツリガネ

ニンジン周辺の草刈り
今年もヒノキの根本に

シャクジョウソウが咲いていた
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第 4回： 7月 10日（火） 9：30～13：00

参加者： 6名

このところの雨続きゆえか、歩き始めると

次々とキノコが目に入ります。ふだん目にする

キノコはサルノコシカケのような枯れ木を分解

する腐生菌ですが、今の時期は下記のように美

味なものから毒キノコまでいろいろです（菌根

菌）。今回は樹木調査を始める予定でしたが、キ

ノコに夢中になっている間に午後になってしま

いました。

この日は 20種くらいみつかりましたが、詳し

く調べている人によると 100種くらいあるそう

です。キノコに関しても豊かな雑木林といえま

す。

ブドウニガイグチ チチタケ（美味） ヒメカバイロタケ

ムラサキヤマドリタケ（美味） テングタケ（毒） ヒイロタケ 

2.くぬぎ山ニュース
第 12 回くぬぎ山地区自然再生協議会開催： 7

月 8日（日）三芳町中央公民館 14:00～16:00

・地権者アンケートの集計結果について

近郊緑地保全区域の指定に対する賛否：賛成 31. 

8％，どちらでもよい 37.4％，指定に反対 27％

3.その他「不老川にアユ遡上」

・くぬぎ山地区自然再生協議会の見通しについ

て

※これらに関する資料がありますので、関心の

ある方は事務局にお問い合わせください。 

アユ 3
オイカワ 17
メダカ 14
ドジョウ 5
フナ 2
タモロコ 1
ヌマチチブ 1 

6月 11日（月）武蔵野小学校 5年生の総合学習 その中にはアユがいました。東京湾からはるば

「久保川と不老川」 る遡上してきたのですね。

不老川流域川づくり市民の会がサポート。投 （以上、自然環境部会：賀登環）

網や子どもたちの網にかかった魚は 8種44匹で、
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ホタルの観察会 自然環境部会

能仁寺山門前で合流 ホタルの里の谷津田付近

案内役の黒住さん達の活動報告 光るヘイケボタル

飯能市の天覧山麓に自然発生するホタルの観

察会が予定通り開催されましたので報告いたし

ます。 

1.日時： 6月 27日（水） 18:30～20:30 

2.場所：飯能市、天覧山裏の谷津（ホタルの里） 

3.案内者・参加者：黒住浩二さん（埼玉県生態

系保護協会、飯能・名栗支部長）、浅見賢治さん

他 2名（天覧山・多峯主山の自然を守る会理事）、

かわごえ環境ネット会員及び一般： 15名 以上、

総勢 19名 

4.内容：まだ暑さの残る夕暮れ、飯能市の能仁

寺山門前に集合した一同は、暗くなるまでの間

に、案内役を引き受けてくださった黒住さんや

浅見さんたちから、多峯主山（とうのすやま）

の自然を守る会の活動状況やホタル観察時の注

意事項、ゲンジボタルとヘイケボタルの光り方

から見分け方などの説明をうけました。

あたりが薄暗くなった 19時近く、今日は暑か

ったからホタルが沢山飛ぶという声に、みなさ

ん期待にわくわくして、山門前を出発しました。

月明かりのもと、左手に沢の流れる山道を登

ること 20分ほどで、谷津に広がる、昔は水田だ

った湿地帯「ホタルの里」に到着しました。湿

地帯のアシの中にはポッ、ポッとヘイケボタル

が光るのが見られるようになりました。 

20 時を廻る頃には足元や頭の上まで光り飛

び交うヘイケボタルに混じってゲンジボタルが

強い輝きで舞い始めると、皆さんの興奮は最高

潮になりました。山麓の谷津にホタル舞う自然

のすばらしさに打たれて、地元で進めているホ

タルの里づくりの道のりが遠いことも実感した

一夜でした。 （自然環境部会：大辻晃夫）
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【新企画】団体会員訪問 地域環境活動を聴く（ 1） 「小畔川を守る会」

サクラの植樹と不法駐車防止柵

かわごえ環境ネットには、 31の民間団体があ

り、地域で様々な活動をしている。

「小畔川を守る会」は、小畔川流域にある霞

ヶ関北地区の霞ヶ関北、南、伊勢原 3丁目、伊

勢原 4 丁目、川鶴地区の吉田新町、吉田新町 1

丁目、名細地区の吉田の 7自治会が連合し、自

治会の役員が理事として平成 2年 8月に発足、

環境ネットには設立時より加入している。活動

内容を話し合い、近隣住民の協力で土手、河川

敷、付属道路を生活環境の視点から、環境美化

の活動を行っている。その範囲は、北小畔川と

南小畔川の合流地点あたりから、東上線ガード

まで約 2キロを活動範囲にしている。今まで「小

畔川を守る会」の活動は、除草・不法駐車防止

のフェンス設置・しだれサクラの植樹・防虫・

剪定と住民の声を反映した小畔川の生活環境か

ら見た、景観を守る活動を展開してきた。土曜

日・日曜日に地域外から来る、家族連れのバー

ベキュー等、河川敷で楽しむ人たちも多くなっ

ているが、後始末が悪く、ごみ残しが目立って

いる。しかし、川筋を散歩する近隣住民は、自

分の庭感覚でごみ清掃を進んで行い、河川敷の

美観を守っている。

特に日程を決めての清掃は、ごみゼロの日に

川筋の清掃を地域の自治会会員が行っている。 

8年前（ 1998年 10月）に、小畔川を散歩する

人達が「小畔川を愛する住民の会」を設立、清

掃活動を行い始め、アンケートを行い報告と要

望を埼玉県川越県土整備事務所に提出した。こ

のような活動が、最近では行政が行う河川敷の

除草と合同で、住民がボランティアにて行う提

案を行った。同じ予算で土手の草刈りが、年 2

回から 3回に出来ることを要望意見として提出

した。また、「小畔川を愛する住民の会」の代表

の方が「小畔川を守る会」に理事として入り、

連係した活動を行うようになり、新たな活動展

開に入った。河川の環境を守るには、地域住民

の方が身近な環境活動を行うことで、息長く着

実な活動になって行くと実感しました。

（2007年 6月訪問取材，広報委員会：金子晃）

川越市環境行政の動き

（仮称）川越市温暖化対策条例

川越市では、京都議定書やＩＰＣＣ報告を

踏まえ、市・市民・事業者等の責務や役割を明

らかにし、協働して地球温暖化対策を推進して

いくため、市民の総意として市が地球温暖化問

題に取り組んでいくことを明らかにする「（仮

称）川越市地球温暖化対策条例」を制定する予

定です。

条例では、市域全体で一丸となって取組を進

めていくための計画（（仮称）川越市地球温暖化

対策地域推進計画）の策定を位置付けるほか、

温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業者等

に温室効果ガスの削減計画等の提出を義務付け

ることなどを規定し、本市の地球温暖化対策の

基本的な骨格を定めることで、総合的かつ計画

的な対策の推進を図ることができます。

今後、条例素案に対するパブリックコメントを

実施するとともに、川越市環境審議会の答申な

どを踏まえ、庁内で最終的な検討を行った後、

平成 19年 12月議会に上程する予定です。

（川越市環境政策課）
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川越市百万灯夏まつりにおける環境対策

市長の公約である「観光客 1000万人」の達成

には、大イベントの秋の「川越祭り」とともに、

「春まつり」「百万灯祭り」も年々話題を集める

ことが期待されています。しかし、観光客の増

大は、交通問題とともに、ポイ捨てごみなどの

環境問題の発生も指摘されています。

近年は、路上喫煙の防止も話題になり、川越

市でも昨年 12月議会で「川越市路上喫煙の防止

に関する条例」を作り、 4 月から施行されまし

た。また 6月から、市の中心部が「路上喫煙禁

止地区」に指定されました。 

7月２８・２９日に開かれる「川越百万灯祭り」

は、イベント会場の大半が「路上喫煙禁止地区」

であり、多くの観光客に条例の趣旨徹底が図ら

れる絶好の機会であります。イベント案内のチ

ラシに「人込みでの路上喫煙は、たいへん危険

です。路上喫煙はやめましょう」と印刷されて

いますが、「路上喫煙禁止地区」であるとの表示

がありません。商工会議所を含め、市民への啓

発がまだ不十分のようです。（武田侃蔵）

新清掃センター附設のリサイクル施設等発注へ 

2010 年（平成 22 年）の完成をめざす新清掃

センターの状況が、7 月 3 日の市議会議員協議

会で報告されました。既に工事請負契約を締結

した熱回収施設は、プラントメーカーによる実

施設計が進んでいます。また、啓発施設や草木

類資源化施設などについては、実施設計の業務

委託を 5月に契約し、詳細な設計作業が進めら

れています。リサイクル処理棟は、粗大ごみや

「路上喫煙禁止地区」指定 1か月の啓発結果

びん・かんなどを 1日53トン処理する施設です。

現在は、他市での建設実績などの条件を満たし

たプラントメーカーから見積設計図書を徴収し、

競争入札による業者選定の準備が進められてい

ます。 工事請負議案は、本年９月の市議会に

出される予定ですが、他市での談合事件などに

より、指名可能な業者が限られているようです。

（武田侃蔵）

この 4月から施行された「川越市路上喫煙の

防止に関する条例」にもとづき、 6 月から市の

中心部が「路上喫煙禁止地区」に指定されまし

た。その啓発と指導を兼ねて資源循環推進課職

員が、 6月中に 12日にわたり巡回しました。午

前 7時より 2時間、午後 4時より 2時間の延べ 

22回の巡回指導の結果を発表しました。 

6月 1日の初日の朝は 49人を指導しましたが、

次第に減って 28日には 13人になり、通勤など

の人らへの啓発は浸透したようです。しかし、

最後の 30日は土曜日でしたので午後 0時から 2

時間巡回して 25人を指導、午後 5時から 2時間

巡回して 31人を指導しました。延べ人数は男性 

478 人、女性 6 人で合わせて 484 人、そのうち

指導に従わなかった人が 26人いました。

なお、クリーン川越めざす会が 7月 3日の午

後 1時半から 2時間、クレアモールから中央通

り、一番街、市役所までで 430本の吸い殻、八

幡通りから連雀町、市役所までで 230本の吸い

殻を拾いました。条例の周知徹底の難しさが予

想されます。 （武田侃蔵）

【流域の話題】「新河岸川流域川づくり懇談会」など開催

埼玉県総合治水事務所や、各県土整備事務所 川流域関係と、東部の中川流域関係とが分かれ

による「川づくり懇談会」が 7月 15日、さいた て今年度の工事予定などの説明を受けました。

ま市の埼玉県教育会館で開かれました。新河岸 また、川づくりの基本方針として、県民との「協
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働」による参加の基本方針が提案されました。 プランの早期とりまとめを陳情しました。

新河岸川流域では、黒目川の改修工事に市民 その後、新河岸川・中川両流域の市民運動関

が参加して親水型の川づくりをした実例の報告 係者が揃い、平成 19年度の「河川愛護交流会」

がありました。出席したかわごえ環境ネットの を開き、 3 月の交流会の反省を踏まえて意見交

武田理事から、川越県土整備事務所の担当者に、 換がありました。本年度も、来年 2月下旬から 

高沢橋から仙波河岸史跡公園までの新河岸川の、 3月上旬の間に実施することを決めました。

現状を説明し、早く親水型に改修するマスター （武田侃蔵）

【近隣の市の話題】富士見市で議員提案の「富士見市をきれいにする条例」を可決

富士見市議会では、 6 月市議会で、議員提案

による空き缶等及び犬のふんの散乱の防止並び

に路上喫煙の防止等を含んだ「富士見市をきれ

いにする条例」を可決しました。市の責務とし

て「市民、事業者、市民団体との協働」「まちを

きれいにする活動を自主的に行う市民団体から

協力依頼があったときは、これに応じるよう努

めなければならない」などとあり、事業者、市

民の責務も規定されています。罰則はなく、こ

の 10月より施行となっており、担当課で啓発チ

ラシ等の準備を進めています。

埼玉県の「散乱ごみの防止に関する条例」の

規定と重複しながら、犬の糞や路上喫煙防止な

どの新しい観点を盛り込みました。これに対し、

川越市は県の条例との抵触を避けて路上喫煙の

防止だけにしぼってポイ捨て行為は県条例にゆ

だねました。（武田侃蔵）

理事会・専門委員会からの報告

理事会

第 81回理事会は 6月 26日に開催されました。

主な審議事項は次のとおりです。

・菅間緑地でのムサシトミヨ現地調査について

埼玉県からの調査説明に川越市と本会で話し合

いがもたれ、菅間緑地の水がムサシトミヨの生

存に合うか調査するが、調査後には引き上げる。

これは、過去に生存が確認されていないからで

ある。埼玉県から協定書が届いた段階で協定を

行うことにする。

・小江戸川越打ち水 2007について審議。川越百

万灯夏祭りの中で行う打ち水の後援。本会も参

加するので、広報に掲載周知する。

・アースデイ・イン・川越 2007について。開催

は決定しているが、会場については 6月 27日に

行われる実行委員会にて決定する。本会からも

実行委員が参加し協力して行くことになった。

・会則に伴う細則整備について。過去の理事会

会議録から議事で扱った項目を拾い出し確認、

細則検討に入ることにしました。

・川越市自治会連合会、かわごえ環境推進員協

議会との連携について。総会での小野会員から

の質問を受け審議。ごみ問題に関する活動を中

心に連携を検討する。

・第 6回かわごえ環境フォーラム実行委員会の

設置について。 8月 27日の午前に第 1回実行委

員会を開催し準備に入る。（仮称）環境行動計画

（アジェンダ 21）の発表会（平成 20年 2月 24

日、やまぶき会館で開催予定）と合わせて行う

か検討する。

・その他、個人会員の退会届について審議。年

度が替わっての変更になったが、前年度変更の

扱いとした。今年度は退会者が年度の替わる前

に、意思表示が出来るよう 2月ごろに会費納入

の通知を行うことにする。

（編集担当理事：金子晃）

- 7 -



月刊 かわごえ環境ネット 2007年 8月 No.010 

社会環境部会

第 4回社会環境部会が、 7月 11日午後 3時よ

り市役所 7G 会議室で開かれました。会員の参

加は 9名、事務局 1名でした。 

1）7 月 28 日の百万灯夏祭りで「小江戸川越打

ち水風情 2007」が 13時 45分から 14時 30分の

間に、一番街の埼玉りそな銀行川越支店前の特

設会場での式典のあと、各商店街で実施される

予定で、かわごえ環境ネットも後援しているの

で、会員の参加を呼びかけました。 

2）「アースデイ・イン・川越 2007」が 9 月 30

日に昨年と同じ「鏡山酒造」跡地で開かれます。

かわごえ環境ネットとして昨年どおりの参加

の方針を確認しました。 

3）6月末の資料送付の際に同封した埼玉県主催

の「エコライフ DAY2007 埼玉」の調査用紙回

収と集計について相談。県へ 10 月 1 日までに

報告できるよう部会として協力することを決

めました。 

自然環境部会 

4）県より、リスクコミュニケーションモデル

事業参加の要請がありましたが、既に実施した

実績もあり、今回は見送ることにしました。 

5）企画委員会担当の村上副理事長より、緑に

親しむ事業として、武州ガスの所有林での森林

保全活動の企画があることが報告されました。 

6）7 月 22 日の伊佐沼周辺などの郊外クリーン

活動の概要が説明され、会員の協力要請があり

ました。また、まち美化グループから 7月 3日

に市の中心部の路上喫煙禁止地区で、 600 本を

超す吸い殻を拾ったことが報告されました。 

7）11月 17日（土）に開かれる「第 7回北公民

館かんきょう祭り」のテーマが「市民 1％環境

ボランティア・協働への歩み」となり、その内

容説明がありました。また、冬の「エコライフ 

DAY2007埼玉」の全面的な啓発をメイン活動に

する方針が説明されました。

（社会環境部会代表：渡辺利衛）

6月 18 日、川越市役所 7C会議室にて「ムサ

シトミヨ復活・打合せ会」が、埼玉県環境部み

どり自然課、埼玉県環境科学国際センター、川

越市環境部環境政策課、環境保全課、公園整備

課、環境ネット自然環境部会の総勢 17名の参加

で開催されました。その結果、菅間緑地でのテ

スト放流に向けての関係 4機関の役割分担がき

まり、これに基づく協定書（案）を県が作成し

て協定を結ぶ運びとなりました。 

6月 21日には「第 2回、植物園見学会と湧水

探訪会」で千葉県松戸市総合公園の野草園と富

士見市の諏訪氷川神社下を訪れました。詳しく

は、記事をご覧ください。 

6月 27日には「ホタル観察会」が飯能市天覧

山裏のホタルの里で開催されました。詳しくは、

記事をご覧ください。 

7月 13日には「 7月度・自然環境部会」が川

越市役所 7G会議室で、総勢 11名の参加で開催

されました。

残された平地林のグループからは、（仮称）川

越市森林公園計画地で 6月 19日と 7月 10日に

行われた植物調査及び保全活動の報告がありま

した。詳しくは、記事をご覧ください。また、

くぬぎ山地区自然再生協議会の報告もありまし

た。

水辺の自然の保全と再生グループからは、ム

サシトミヨ復活打合せ会とホタル観察会、及び

植物園見学会の結果報告がありました。また、

多自然護岸に関する講演会の参加結果報告があ

りました。

その他、アースデイ・イン・川越 2007への参

加要請があり自然環境部会としても参加するこ

とに決まりました。

事務局からは、環境ネットワーク埼玉からの

長野・東京ガスの森、見学会への参加募集があ

りました。 （自然環境部会代表：大辻晃夫）
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企画委員会

第 6回委員会は、今年度の運営方針に基づき、 た。次回予定は 8月 27日ですが、協力していた

具体的な計画を立てるため 6月26日に開催され だける関係者に参加を依頼して開催したいと考

ました。雑木林の枝打ち体験は構想が示され、 えています。なお、家庭教育学級支援、街美化

ネットから枝打ちや木のリサイクルに精通した とエコマネーについては検討を重ねる予定です。

方々を募り、市民、民間団体、事業者、行政の （企画委員会委員長：村上正明）

連携を保ち、実施していくことが決定されまし

（仮称）環境行動計画「かわごえアジェンダ 21」作成委員会 
8 月に行われる川越市環境審議会への報告、

そして 9月から予定されているパブリックコメ

ントの募集に向けて、月 2回のペースで会議が

行われています。 7月 3日に第 3回、 7月 18日

に第 4回の委員会が開催されました。

第 3回の会議では、前回に引き続き、 2030年

の環境像、そして、現在から同じ年数だけ過去

にさかのぼって 1986年の川越の状況を確認し、

未来にどれだけ世の中が変化しうるかというこ

とについて認識を共有しました。また、今後、

市民・事業者・行政などが協働すべきプロジェ

クトの項目について検討しました。

第 4回の会議では、市民及び事業者がそれぞ

れの年間の環境活動を確認するためのチェック

シートについて検討しました。事業者向けのチ

ェックシートについては案が示され、評価方法

も含めて検討が行われました。 

8 月には、行政との協議、川越市環境審議会

への報告、パブリックコメントにかける素案の

完成と、年度末の完成に向けての一つの山を迎

えます。第 5回は 8月 1日、第 6回は 8月 8日、

第 7回は 8月 22日と、月 3回にペースを上げて

作業にあたります。

なお、本委員会の記録等、詳しい内容につい

ては、かわごえアジェンダ 21Wiki（http://kawa 

goekankyo.net/wiki/）に掲載しておりますので、

ぜひご覧ください。みなさまの意見を随時募集

しています。ご意見、ご感想等をぜひお寄せく

ださい。

（アジェンダ作成委員長：小瀬博之）

おしらせ

「小江戸川越打ち水風情 2007」7月 28日（川越百万灯夏祭り初日）開催の詳細
川越市内の 5つのロータリークラブが主催す 本会も後援します。 13:50 に川越市長のあいさ

る「小江戸川越打ち水風情」が、今年も川越百 つの後、 14:00 から時の鐘の合図とともに打ち

万灯夏祭り初日の 7月 28日（土曜日） 13:45~1 水が行われます。ぜひご参加ください。

4:30に、一番街（蔵造りの街並み）にある埼玉 なお、雨天時は翌日 29 日（日） 15 時から実施

りそな銀行川越支店特設会場にて開催されます。 されます。

【再掲】夏の「エコライフ DAY2007埼玉」で日々の生活をエコライフにしよう
かわごえ環境ネットでは、埼玉県と特定非営

利活動法人 環境ネットワーク埼玉が主催する

「エコライフ DAY2007 埼玉」に賛同し、エコ

ライフ DAYのチェックシートを、 6月 26 日付

で会員のみなさまに郵送した資料に同封しまし

た。夏のキャンペーンとしては、 6月 1日から 9

月30日までのうち 1日間を実施日とすることと

なっています。当会としての実施要領は、 6 月

下旬に会員へお送りした資料をご覧ください。

エコライフ DAY は、ホームページ（ http://w 
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ww.kannet-sai.org/ecolife/）からでも参加できま 種類がありますので、ご家族構成によって該当

す。チェックシートには、小学校低学年用、小 するチェックシートを使用してください。

学校高学年用、中学生用、高校生・一般用の 4

（速報）「アースデイ・イン・川越 2007」を 9月 30日（日）に鏡山酒造跡地で開催
アースデイ・イン・川越 2007実行委員会が主 富町 1-10-1）で開催されることが決定しました。

催する「アースデイ・イン・川越 2007」の開催 詳しい内容は、改めてお伝えします。 

が、 9月 30日（日）に鏡山酒造跡地（川越市新

8月の理事会・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。

◆（仮称）環境行動計画「かわごえアジェンダ 

21」作成委員会（第 5回）

日時： 8月 1日（水） 13:30-16:00

場所：川越市役所 7B会議室

（川越市元町 1-3-1）

★（仮称）川越市森林公園計画地

植物調査・保全活動

日時： 8月 7日（火） 9:30-12:30

場所：川越市南文化会館ジョイフル集合

内容：木本調査、からみツタ刈り

連絡：賀登（ Tel.049-234-9366）

◆（仮称）環境行動計画「かわごえアジェンダ 

21」作成委員会（第 6回）

日時： 8月 8日（水） 9:30-11:30

場所：やまぶき会館Ｃ会議室

●社会環境部会（ 2007年 8月度）

日時： 8月 8日（水） 15:00-17:00

場所：川越市役所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 9月 12日です。

●自然環境部会（ 2007年 8月度）

日時： 8月 10日（金） 15:00-17:00

場所：川越市役所地階修養室

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 9月 14日です。

◆広報委員会（ 2007年 8月度）

日時： 8月 20日（月） 13:00-13:45

場所：川越市役所 5階 フリースペース

◆（仮称）環境行動計画「かわごえアジェンダ 

21」作成委員会（第 7回）

日時： 8月 22日（水） 9:30-11:30

場所：やまぶき会館Ｃ会議室

第 8 回は 9 月 4 日（火） 9:30-11:30 に開催さ

れる予定です。

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 1回）

日時： 8月 27日（月） 9:30-11:30

場所：川越市役所地階修養室

◆企画委員会（第 7回）

日時： 8月 27日（月） 13:30-14:30

場所：川越市役所地階修養室

◆理事会（第 82回）

日時： 8月 27日（月） 15:00-17:00

場所：川越市役所地階修養室

※ 7月 24日に開催予定だった理事会は中止

になりました。
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会員・関係団体の主催行事・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 

◆8月 12日（日）

ハスの花も終わり、カルガモ、カイツブリ

もヒナは親と別れるころです。サギの渡り

が始まります。アマサギ、チュウサギの群

れが渡って行きます。サギが 6種類、運が

よければ 7種類観察できるかも。 

◆9月 9日（日）

シギやチドリの秋の渡りが盛んです。この

時期だけに見られる鳥を探します。

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 

◆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。 

◆9月 5日（水）・9日（日）

ススキの根に寄生するナンバンギセル

（別名オモイグサ）の花や、トンボ、コオ

ロギなどの昆虫を観察します。

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 

◆8月 7日（火）・9日(木)・25日（土） 

◆9月 4日（火）・13日(木)・22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 

◆8月 19日（日）・9月 16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。

以上の問い合わせ先：武田侃蔵 

Tel.049-222-0786

●特定非営利活動法人 荒川流域ネットワーク

☞第 8回 荒川流域水環境シンポジウム

「人の営みと荒川のいま」

日時： 7月 28日（土） 10:00-15:30

場所：東京国際大学第 1キャンパス 6号館

参加費：一般 1,000 円、学生 500 円、高校

生以下無料

主催：荒川流域水環境シンポジウム実行委

員会

＊併催行事があります。かわごえ環境ネッ

トホームページにパンフレットを掲載しま

したのでご覧ください。
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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」 

8 月の放映予定は武州ガス株式会社になりま

す。幅広い環境活動とともに、本社横のガスタ

ンクに描かれた時の鐘などの町の景観への取り

組みなどが放送されます。 7月 18日（土）から 

31 日（金）までの「 KOEDO ちゃんねる」で 1

日 5回（7:40, 11:40, 16:40, 18:10, 22:10）です。

今までの放映は、 1月は「EMクリーンクラブ」、 

2月は「生活クラブ生協埼玉川越支部」、3月は

「第 5回 かわごえ環境フォーラム」、4月は「川

越緑のサポーター」、5月は「クリーン川越めざ

す会」、6月は「 EM小畔の会」、7月は「昭和工

業株式会社」でした。 12月まで番組は続く予定

です。ご期待ください。

なお、難視聴対策などでケーブルが敷設され

ている家庭では、 7 月 1 日から地上デジタル放

送 111ch で「 KOEDO ちゃんねる」が見られる

ようになりました。視聴できる機会がぐっと増

えましたので、この機会にぜひご覧ください。

●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

編集後記

けています。 No.011（8月 25日ごろ発行予定）

は、 8 月 9 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。 

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/

●本誌の前身である「会員通信」では、個人会

員の一言コーナーと団体会員の紹介というコラ

ムがあり、会員同士の交流を深める役割を果た

しました。その役割を引き継ぐべく、広報委員

の取材による「団体会員訪問 地域環境活動を

聴く」がスタートしました。今後、広報委員会

で取材を行い、団体会員の環境活動を紹介して

いきます。会員各位のご協力をお願いいたしま

す。（H.K.）

猛暑を迎え、地球温暖化への関心が高まりま

す。対策は一人でも多くの市民が「できること

から参加する」以外にありません。市民の意見

を募集する「パブコメ」が環境問題で 2件募集

されます。ネット会員の応募が待たれます。（T）
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