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望ましい環境像の実現に向けて 
 
新しい年を迎え、早くも１か月が過ぎようとしています。ここ数日は、

ようやく冬らしい、寒さの厳しい日が続いておりますが、地球温暖化の
表れでしょうか、巷では季節外れの桜やタンポポが咲いたとの報道もあ
ったようです。 
さて、昨年の川越市の環境行政を振り返りますと、大きな節目の年で

あったように感じられます。まず、平成 10 年に策定された「川越市環境
基本計画」を全面的に見直し、「第二次川越市環境基本計画」を 3月に策
定いたしました。そして、12 月には、全国の市では三番目となります「川
越市地球温暖化対策条例」を制定いたしました。「温暖化対策」といいま
すと、地球規模の壮大なスケールの話であり、小さな島国である日本の
一地域にすぎない本市でこのような条例を制定することは、一見すると
何も役に立たないことのように映るかもしれませんが、むしろ、人間一
人ひとりの大量消費・使い捨てのライフスタイルや利益優先で環境への
配慮が足りない事業活動等が積み重なって「地球温暖化」の一因となっ
ているのであれば、その人間で構成されている最小の自治体である市レ
ベルで「小さなことからコツコツと」アクションを起こしていくことは、
大いに意義があるものと自負しております。 
また、今年に入りましてからは、一昨年から会員の皆様のお知恵を拝

借して内容の検討をしてまいりました「川越市環境行動計画かわごえア
ジェンダ 21」について、ここで策定の運びとなりました。これもひとえ
に会員の皆様の御協力の賜物でございます。この場をお借りして厚く御
礼申し上げます。この計画を、会員の皆様をはじめとする市民、事業者、
民間団体の環境保全活動の「道しるべ」として活用していただければ幸
いです。 
第三次川越市総合計画でも重要なキーワードとなっている「協働」で

すが、市とかわごえ環境ネットとの様々な活動が「協働」のリーディン
グケースとなっています。今年もより一層の「協働」により、望ましい
環境像の実現を目指していきたいと思っておりますので、よろしくお願
い致します。 
 
 

かわごえ環境ネット理事（川越市環境部参事兼環境政策課長） 
根岸 孝司 
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団体会員訪問 地域環境活動を聴く（6） 
「財団法人 モラロジー研究所 川越・富士見モラロジー事務所」

 環境ネットの団体会員は、「名は体を表す」でほぼ

活動が思い浮かぶのだが、モラロジーは全くわからな

い名称でした。団体会員訪問で川越・富士見モラロジ

ー事務所を訪ね、代表世話人矢野剛さんと参与の鈴木

幸造さんから活動の主旨をお聴きし、パンフレットを

読み、なるほどと理解ができました。モラロジー（M

oralogy）とは道徳を表すモラル（moral）と学を表す

ロジー（logy）からなる学問名であった。世界の倫理

道徳の研究で、人間、社会、自然等のあらゆる領域を

考察、人間がよりよく生きるための指針を探求し、掲

示することを目的とした総合人間科学。家庭を中心に

モラルの向上を図る活動を全国規模で展開し各地に

支部が置かれている。川越・富士見の事務所は、川越

市的場に事務所を設営され、会員は72名在籍してい

る。主な活動は、ニューモラル友の会として、1か月

に 20回ほどの会合を、事務所・公民館等の地域各所

で開催し、心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、

住みよい社会を作るため、日々の心づかいと行動のあ

り方を確かめ合っている。事務所近くに住む副代表世

話人、大室千章さんから近々公民館での会合があると

聞かされ、その会合の様子を取材しました。 

 
会員の集いの様子 

 7 名の方が座卓を囲み日常生活の体験話をしてい

る。 

 「ここに来てから何があっても、いい方に考えられ

るようになった」「見栄がなくなった、いいことを身

に付けたい」「帰ってから鏡を見ると笑い皺が増えた

感じ・・・」「子育てと介護の毎日だけれど、苦労を

言うより心の落ち着きが持てるようになった」等の体

験話に、頷きと相槌が入り、笑いが続いている会合で、

私も取材を行いながら気づくことが多々ありました。

研究所の創設者は廣池千九郎法学博士で「道徳科学の

論文」を発刊、会員はこれを原点にモラロジー（道徳

科学）を提唱し実践している。「人は大自然の法則に

従いながら生きるのが本来である」との考えから、感

謝の心、思いやりの心、自立の心を育てる活動を行っ

ている。副代表の大室千章さんは、環境ネットの社会

環境部会、自然環境部会ともに出席している。環境問

題は身近なことからと、早朝に自宅から近くの小学校

を巡る一帯の路上喫煙によるポイ捨て吸い殻を清掃

している。「人がとどまる交差点、信号待ちの場所は

必ず捨てられている」、「道徳心のなさを嘆くより、吸

い殻、空き缶、空き瓶を片付ける清掃活動を行う日々

を続けて9年たちます」、「最近、やや少なくなってき

たかなと感じるこのごろです」、「『ポイ捨てを拾わせ

ていただいている・・・』の気持ちには至らないが、

モラルの向上を広める行動の一つと思って続けてい

る」大室さんから語られる穏やかな言葉には引きつけ

られるものがありました。モラロジー研究所では、心

を育てる月刊誌「ニューモラル」を発行している。プ

レゼントされたニューモラルを読むと、どんな小さな

事でも継続が大切・・と題して職場の不祥事をなくす

支店長の職場改革の手法が掲載されており、そこには

「心の中のことは、だいたい51対49くらいのところ

で勝負がついている。最初から悪い心が100でよい心

がゼロではない。おそらく悪い心が51でよい心が49

のギリギリのところで迷っている。人間は生まれなが

ら良い心を持っている。そこに欲心が覆い被さり悪い

心が増えてくる。『人心これ危うく、道心これ微かな

り』（尚書）人は道を求める心が欠けると悪い心がは

びこる。微善を積み悪い心が入ってくることを防ぎ、

悪い心を49、48と少なくしていく」と書かれている。

小さな悪、ポイ捨てをさせない手だてが浮かびそうで

した。良き出会いがあった団体会員訪問でした。 

（2008年1月取材訪問 広報委員 金子晃）
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新春講演会を聞いて 団体会員の活動報告

 
小泉功氏の講演 

 
約 100名の聴衆が講演に聴き入る 

 

 川越環境保全連絡協議会主催

の「新春講演会」に出席しまし

た。約 100名の聴衆で会場はほ

ぼ埋まっていました。講師は川

越市文化財保護審議会会長の小

泉功氏、川越市環境政策課の箕

輪信一郎氏のお二人でした。小

泉氏からは、「貝塚遺跡の研究を

していると、6,500年前に『縄文

海進』（ヒプシサーマル）という

温暖化があり、川越の仙波貝塚

からヤマトシジミ、アサリなど

砂州で見られる貝が見つかって

いる。これは、この付近が海と

の境であったことを示しており、

栃木県藤岡町まで海になってい

た」との説明がありました。今

の時代になったらどうしようと

思ってしまいます。現在の地球

温暖化の原因は、我々が排出し

た温室効果ガスによるものであ

ると IPCC の第四次報告でほぼ

断定していることもあり、我々

の今後のライフスタイル等につ

いても一考の必要性を感じまし

た。 

 また、喜多院の五百羅漢を見

ていると、子供を抱いている像

が多くあることはご存知かと思

いますが、当時、飢饉や大洪水

によって出た多くの犠牲者の霊

を慰め、平和を祈念するために

作られたそうで感動を覚えまし

た。 

 箕輪氏は「川越市地球温暖化

対策条例」の講演をされました。

市では、京都市、柏市に次いで

全国 3番目の制定となったそう

です。事業所からの参加者は強

い関心をよせ、事業者の届出な

どに関する負担の軽減や、地球

温暖化対策で今までに結果を出

している事業者に対する対応な

どの質問がありました。どのよ

うな実施案が示されるか注目さ

れます。 

 聴衆には多くのかわごえ環境

ネット会員が見られましたが、

みなさんはどのように感じまし

たか。     （村上正明）

 
新成人がごみ拾いに飛び入り参加 団体会員の活動報告

 さる 1月 14日の「成人の日」

に、まち美化のクリーン&ハー

トフル川越の会員が成人式会場

のポイ捨てごみを拾いながら啓

発活動をしました。その際、新

成人で今成町からきた男性が、

飛び入りで 1時間半もいっしょ

にごみ拾いをしてくれました。

「早く来たので、車の中で時間

をつぶすよりもごみ拾いのお手

伝いをしたい」とのことでした。

当日の飛び入り参加は初めてで

した。今までは、当日の姿を見

て翌年の成人式に参加してくれ

た例が 2回ありました。若い人

らにボランティア参加の気運が

浸透したのでしょうか。 

 当日の対象成人は 3,432 人で

参加者は 2,238 人と 7 割近い参

加率でした。式の開始前は吸い

がらのポイ捨ても少なく、式が

始まると全員式場内に入りまし

た。例年だと、いくつかのグル

ープが広場に残って騒いでいる

のですが、今回はそんな姿も見

られませんでした。若者のマナ

ーは良くなっているようです。 

 主催の生涯学習課に、スタン

ド式灰皿をいつもの 10 個より

も多く増やしてほしいと申し入

れていましたが、今年もまた 10

個でした。会場入口にテントを

張り、喫煙所と掲示して、灰皿

が 10個置かれていました。しか

し 12 時ぐらいになって参加者

の数が増えると、広場の方々で

談笑の輪ができ、煙が上がり始

めました。喫煙所に行くように

と言っても守ってくれません。
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そこで、主催者に承諾を得て昨

年と同じように、テント内に灰

皿を 4個残して 6個を広場の真

ん中と端の方に適当に間を置い

て設置し「灰皿のところで吸っ

て」と訴えました。ある程度の

効果はありましたが、もう少し

数を増やせば、ポイ捨てはなく

なるのではと感じました。 

 およそ 2,000 人近い若者が例

年参加する大きな行事だけに、

喫煙者に対する指導、喫煙所の

設置場所等、喫煙者への対策に

ついて、今後検討する必要があ

ると思われます。      

        （武田侃蔵）

 
川越市環境行政の動き 
新清掃センターの工程見通し 
 昨年 11月 17日に工事の安全祈願祭をして新

清掃センター熱回収施設建設事業は、建築確認

許可に相当する「計画承認」が 1月末と予想さ

れ、これから基礎工事に着手することになりま

す。地元自治会に回覧された工程によると、年

明けから 2月いっぱいまで共同溝工事が予定さ

れていますが、基礎工事のための掘削が始まる

と、トラックの出入りも増えることが考えられ

ます。交通安全対策にも万全を図って欲しいと

思います。 

 熱回収施設については、検査と試運転を見込

むと、来年後半までに工事を完成させなければ

ならず、工程は厳しくなろうと予想されます。

今後の工事予定など、情報入手時には掲載して

いきたいと思います。なお、附設の啓発施設等

の設計は、建設事務所で進めているところです。 

（武田侃蔵）

マイバッグ等のキャンペーン順調 
 市では、レジ袋の削減のために、マイバッグ

普及運動を進めています。資源循環推進課では、

「川越オリジナルマイバッグ」を一枚 300 円、

「川越オリジナル風呂敷」を一枚 500 円で 12

月 20 日から販売しています。わざわざ市役所

まで買いに来るだろうかと心配されましたが、

1月 20日現在でバッグが 280枚売れて残りが 2

0枚、風呂敷は 149枚売れて残りが 11枚となり、

市民の関心の高さが証明されたようです。 

（武田侃蔵）

路上喫煙禁止地区パトロール実績の報告 
 「川越市路上喫煙の防止に関する条例」が 1

0月に完全施行になり、このたび 12月までの 3

か月間の路上喫煙禁止地区での啓発パトロー

ルの結果が公表されました。 

 2 人編成 2 組の委託業者が朝 3 時間の巡回で

警告指導した人数は、10月が 689人、11月が 4

38 人、12 月が 487 人にのぼり、市職員が行っ

たパトロールにおいて警告指導した人数は、10

月（4回）が 41 人、11 月（3 回）が 28 人、12

月（3 回）が 23 人となっています。16 時以降

のパトロールは行っていません。川越駅から札

の辻までの長い区間をパトロールするには、人

員的には不足しているようで、吸い殻はポツリ

ポツリと落ちています。 

 まち美化活動をしているグループが、平日の

午後に路上喫煙禁止地区内のポイ捨てごみ拾

いをしたところ、吸い殻の数が毎回 1,100 本を

超えています。携帯灰皿を持っている人もいま

すので、実際に喫煙禁止地区内で喫煙する人は

毎日 1,500 人を超えているようです。どう喫煙

マナーを徹底させるか、各自治体の共通の悩み

であります。        （武田侃蔵） 

 



月刊 かわごえ環境ネット 2008年 2月号 No.016 

- 5 - 

理事会・専門委員会からの報告

理事会 
 第 86回理事会は 12月 17日に開催されました。

主な審議事項は次のとおりです。 

・次年度の事業計画について：2008（平成 20）

年度総会は、理事改選が行われるが、事業計画

は、現理事において検討策定することになる。

改選では、20名以内で新理事を選出、総会での

承認を得る。次回理事会にて新理事の選出方法

を審議する。なお、正副理事長は、理事の互選

にて決定される。 

・川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ 21」

の発行が川越市、編集がかわごえ環境ネットと

なっているので、本会での進行管理を行う新た

な組織が必要となる。今後、検討していくこと

にする。 

・今後の組織体制及び活動計画を、各部会、委

員会等で検討する。また、各理事も次回までに

検討してくるとして継続審議となった。 

・2008（平成 20）年度の予算編成は、事業計画

が固まり次第着手する。今年度の会計推移も参

考にするので、次回の理事会に 12月末時点の会

計報告を行う。 

・里山保全と吾野宿エコツアーの支出につい 

て：「里山保全と吾野宿エコツアー」を実施した 

が、企画委員会では予算を取っていなかったた

め、支出超過となった。そこで、予備費と社会

環境部会予算から補てんすることが了承された。

なお、各イベントは独立採算が基本なので、経

費をふまえて参加費を設定することが必要であ

る。 

・川越市教育委員会発行の「社会教育関係講師

名簿」に「かわごえ環境ネット」として団体掲

載してもらえるかどうかを事務局が確認する。 

・コンクール等への応募について：本会で、「キ

ッズ ISO」等のプログラムを作成し、「ストップ

温暖化 冷やせ！彩の国コンクール」や「さい

たま環境大賞」等に応募してみてはどうか。会

の士気を高めるし、会員増にもつながる。川越

市以外からの補助金申請を検討する余地がある。 

 

（広報担当理事：金子晃） 

 
社会環境部会 
 第 10 回社会環境部会は、1月 9日 15 時より

市役所 7G 会議室で今年初めての例会を開きま

した。11名参加し、新年のあいさつを交わした

あと議題に入りました。 

1）今年は地球温暖化対策が世界挙げての重大

関心事になっています。川越市でも、全国の市

として、京都市、柏市に次いで 3番目に「地球

温暖化対策条例」を作り 12月 19日に公布され

ました。また、「市民協働」の一環として、埼

玉県主催の「エコライフ DAY2007埼玉 冬期チ

ェックシート」運動に協力することを決めまし

た。今号の会員への資料発送にあわせて「チェ

ックシート」を同封するとともに、かわごえ環

境ネット社会環境部会作製の「環境家計簿 200

8年版」も同封することにしました。 

2）埼玉県作製の「エコライフ DAY2007埼玉冬

期チェックシート」2,700枚を、市内 17公民館

の登録団体に 1 月 8 日に配布しました。2 月中

旬までに回収し、北公民館かんきょう祭り実行

委員会で集計し報告する予定です。 

3）3 月 16 日（日）に市立博物館視聴覚ホール

で「地球温暖化対策講演会」を開催します。テ

ーマは「地球温暖化を考える～自然エネルギー

とマイクロ発電～」となり、講師は東京発電株

式会社の稲垣水力事業部長に決まりました。 

4）ごみ減量グループからは、3月 1日に勤労者

福祉センターにおける「EM 生ごみ堆肥化」に

ついての説明会開催が報告されました。 

5）まち美化グループからは、恒例の 12 月 23

日の歳末まち美化行動が前夜からの雨で中止
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になったことと、1月 14日の成人式会場での啓

発についての協力要請がありました。 

6）第 6 回環境フォーラムの進捗状況について

説明があり、前日と当日のスタッフを内定しま

した。 

（社会環境部会代表：渡辺利衛） 

 
自然環境部会 
 2008年 1月 7日（月）には、さわやか活動館

にて水辺の自然の保全と再生グループ定例会が

総勢 8名の参加で開催されました。各自が飼育

しているヘイケボタル幼虫の情報交換から始ま

り、仙波河岸史跡公園における新たな活動方向

と内容について協議しました。結論は、後日開

催される自然環境部会で諮ることになりました。 

 1月 11日（金）には、川越市役所 7G会議室

において 2008年 1月度・自然環境部会が総勢 8

名の出席で開催されました。今回は 2007年度事

業計画行動予定表（第 5版）の進捗を確認しな

がら、テーマの活動報告、討議を行いました。

「残された平地林の保全グループ」からは、1

月 27日に開催される（仮称）川越市森林公園計

画地での自然観察会への案内と、くぬぎ山の自

然再生協議会の現状などについて報告がありま

した。また、昨年来より延び延びになっている

ムサシトミヨの飼育テストに関する県・市との

会談が 1月後半に開催されること、川越市に提

出していた雨水浸透対策推進に関する質問に対

する回答のとりまとめが 1月下旬にもなされる

見通しになったことの報告がありました。討議

としては、仙波河岸史跡公園における新規活動

方向と内容について、計画案を基にして意見交

換を行いましたが、結論は次回に持ち越されま

した。全体的には、会計から自然環境部会会計

中間報告がありました。また、フォーラム実行

委員会から行事の詳細報告がありました。最後

に事務局からは、埼玉県環境科学国際センター

主催の環境に関する講演会と、水環境シンポジ

ウムについての情報提供がありました。次回は

2月 8日です。 

（自然環境部会代表：大辻晃夫） 

 
 
 
第 6回かわごえ環境フォーラム実行委員会 
 1月 10 日（月）9:30-12:00に実行委員会を開

催しました。主な議事は次のとおりです。 

1）原稿の投稿状況及び発表申込状況の確認を行

いました。また、各発表の会場と発表順序の案

を作成しました。 

2）協賛企業が確定し、前回と同じ企業・団体に

協賛していただけることを確認しました。 

3）会場の設営方法について検討しました。2月

24日の開催日の前日に、会議室を 1室確保した

ので、この日に実行委員会を開催して、会場設

営を行うことにしました。 

4）ポスター案について確認し、内容がほぼ確定

しました。今回は、ポスターを川越市掲示板に

掲載することにして、A3サイズのポスターを 1

00枚作成することになりました。 

5）次回の会議日である 1月 28日までに編集担

当が編集を行い、印刷所への入稿準備を進める

ことになりました。      （小瀬博之） 
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おしらせ

2月 24日（日）「第 6回かわごえ環境フォーラム」「かわごえアジェンダ 21記念講演会」
開催

 「第 6回かわごえ環境フォーラム」を、2008

年 2月 24日（日）9:30-12:00にやまぶき会館 B・

C 会議室で開催します。この行事では、川越市

における環境活動の情報交換及び情報共有を目

的とした市民・事業者・民間団体の環境活動報

告会が行われ、16件の発表が予定されています。 

 また、同日 13:30-16:00にやまぶき会館ホール

にて川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ

21」の策定を記念した「かわごえアジェンダ 21

記念講演会」が開催されます。気象キャスター

として NHK にも出演していた、気象予報士で

環境カウンセラーの飯島希（ほまれ）さん（川

越市在住）が「地球温暖化と私たちができるこ

と」と題した講演を行います。また、「かわごえ

アジェンダ 21」の策定報告と川越市地球温暖化

対策条例の制定報告も併せて行います。 

 この行事に関しては、会員をはじめ、できる

だけ多くの方々に参加していただきたいと考え

ております。みなさまお誘い合わせの上、ぜひ

ご参加ください。 

 プログラムなど、詳しくは、2 つのイベント

のちらしをご覧ください。会員の方には、ちら

しを今号の郵送資料に同封しています。環境政

策課窓口や各公民館等でもちらしを配布してい

ます。本会ホームページにも掲載しています。 

 

3月 16日（日）地球温暖化対策講演会を開催
 猛暑、大型台風、集中豪雨などの異常気象が

頻発しています。その原因は、地球温暖化と関

係があるともいわれています。住みよい環境を

未来の子どもたちに残すため、私たちは何をす

ればよいのでしょうか。今回の講演会では、「地

球温暖化対策を考える～自然エネルギーとマイ

クロ水力発電～」というテーマで講演していた

だきます。地域の地球温暖化防止の対策につい

てみんなで考えてみませんか？ 

日時：3月 16日（日）13:30-15:30 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1） 

講師：稲垣守人 氏 

（東京発電株式会社 水力事業部 部長） 

定員 80名、入場無料 

 問い合わせは、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。 

今年こそは「エコライフ DAY」「環境家計簿」をつけてみませんか
 埼玉県と埼玉県地球温暖化防止活動推進セン

ターが普及に努めている「エコライフ DAY」。

夏のキャンペーンでは、県内の 33万 7千人が参

加し、省エネルギー・省資源など環境に配慮し

た生活を実践しました。 

 川越市では、夏に続き、冬のキャンペーンに

も協賛し、会員には、今号の同封資料として、

「エコライフ DAY」チェックシートを配布して

います。チェックシートをつけて、あなたも環

境に配慮したライフスタイルを実践して、習慣

にしていきましょう。提出方法は、同封資料を

ご覧ください。なお、会員でない方も、埼玉県

ホームページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/

BE00/ecolife/ecolifeDAY.html）でチェックシー

トが入手できますので、実践してください。 

 なお、本会では、電気やガスの毎月の使用量

から、環境に配慮したくらしを見つめる「環境

家計簿」を作成し、普及に努めています。会員

には、今号の同封資料として配布しています。

年始めの 1月分から記録してみてください。
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2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、特に記載がない限り委員が対象、★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。 

 

●自然環境部会（2008年 2月度） 

日時：2月 8日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

 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。次々回は 3月 14日です。 

●社会環境部会（2008年 2月度） 

日時：2月 13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。次々回は 3月 12日です。 

◆広報委員会（2008年 2月度） 

日時：2月 18日（月）9:30-11:30 

場所：川越市役所 5階 

エレベータ前フリースペース 

◆第 6 回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（土）15:00-17:00 

場所：やまぶき会館 C会議室 

（川越市郭町 1-18-7） 

★第 6回かわごえ環境フォーラム 

「市民・民間団体・事業者の環境活動報告会」 

日時：2月 24日（日）9:30-12:00 

場所：やまぶき会館 B・C会議室 

★かわごえアジェンダ 21記念講演会 

「地球温暖化と私たちができること」 

日時：2月 24日（日）13:30-16:00 

場所：川越市市民会館中ホール 

（やまぶき会館） 

◆拡大企画会議（企画委員と専門委員会幹部に

よる次年度の事業検討会議） 

日時：2月 25日（月）14:00-17:00 

場所：川越市役所 7B会議室 

◆理事会（第 88回） 

日時：2月 25日（月）18:00-20:00 

場所：川越市役所 7B会議室 

★地球温暖化対策講演会 

「地球温暖化対策を考える ～自然エネルギー

とマイクロ水力発電～」 

日時：3月 16日（日）13:30-15:30 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1）

 

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 

☞伊佐沼でバードウオッチング 

時間：10:00集合-12:00（小雨決行） 

集合：伊佐沼の西側にある東後楽会館入口

近くの蓮見橋 

持ち物：筆記用具、あれば双眼鏡 

参加費：300円、高校生以下 100円 

（保険料・資料代として） 

◆2月 10日（日） 

沼のカモ達は此処でペアになり、北の国に

帰り繁殖します。羽をきれいに着飾ったカ

モを観察します。葉を落として見つけやす

くなった冒険の森で、冬の小鳥を探します。 

◆3月 9日（日） 

沼のカモ達、ジョウビタキ、ツグミなどの 

冬鳥とは今月でお別れです。再会を約束し、

渡りを始め北国に向い通過していく鳥達に

も会えるでしょう。春もそこまで来ていま

す。動きはじめた木の芽、草の花も観察し

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 

◆2 月 3 日（日）・14 日（木） 

2 月は、雑木林に飛び交う野鳥や冬越の昆

虫を観察します。そろそろ梅も咲き始める

頃でしょうか。 

◆3 月 16 日（日）・25 日（火） 

3 月は、スミレの花やアマナ等の可憐な野

草が咲き始め、ミヤマセセリやビロードツ

リアブ等の昆虫が活動を始めます。 

以上の問い合わせ先：谷津弘子 

Tel./Fax.049-224-9118 

●クリーン&ハートフル川越 

☞「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 

◆2月 5日（火）・14日（木）・23日（土） 

◆3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。

市役所等までまち美化活動。 

2. 第 3日曜日・9:30-11:00 

◆2月 17日（日）・3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 

●東洋大学（小瀬研究室） 

☞日本建築学会 第 30回水環境シンポジウ

ム「雨を活かす建築づくりー規格化に向け

て」 

◆2月 9日（土）13:00-17:00 

場所：建築会館会議室（東京都港区芝 5-26

-20，JR田町駅・都営三田駅徒歩 3分） 

参加費：会員外 1,000円・学生 500円など 

http://www.aij.or.jp/aijhomej.htm 

問い合わせ先：小瀬博之 

E-mail: hkose@eng.toyo.ac.jp 

☞第 11回工業技術研究所講演会 

◆2月 21日（木）13:30-16:40 

内容：13:30-15:00「市民・事業者・行政・

大学の協働でよくする地域の環境~環境マ

ップづくりの実践から~」（小瀬博之）と 1

5:10-16:40「職場のメンタルヘルス」（喜岡

恵子氏）。 

場所：東洋大学川越キャンパス（川越市鯨

井 2100，鶴ヶ島駅東口徒歩 10分） 

＊詳細は下記 URLをご覧ください。 

http://www.eng.toyo.ac.jp/~kougiken/ 

問い合わせ先：工業技術研究所事務室 

Tel.049-239-1322

 

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」 

 2 月は新河岸川を守る会の各種活動が紹介さ

れます。放映は 2月 16日（土）から 22日（金）

までの 1 週間「KOEDO ちゃんねる」で 1 日 5

回（7:40, 11:40, 16:40, 18:10, 22:10）放映され

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 400字程度で、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掲載

を受け付けます。2008年 3月号（No.017，2月

27 日ごろ発行予定）の掲載原稿締切は、2 月 1

5 日（金）事務局必着となります。よろしくお

願いいたします。 

●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。 

 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 

 2 月から入会される方は、この 3 月までの会

費が無料になります。ぜひこの機会に入会して

ください。 

 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・コラム 
●環境都市川越向きの問題をもう少し 

 東京や京都などの「ご当地検定」が方々で行

われていますが、川越市でも「小江戸川越検定

試験」と銘打って、2月 17日（日）に東京国際

大学第 1キャンパスと東洋大学川越キャンパス

を会場として行われます。受験申込者は 1,569

人、広い分野にわたって 50問が出題されます。

申込者には 290問を載せた練習問題集が配られ

ました。設問内容を見ると、環境関係は 6問で、

「環境先進都市」を誇る川越市としては、少々

さびしい印象を受けました。これからの市の品

格は「環境にやさしいこと」が決め手になる時

代になっていますので、ぜひご一考を。（KT） 

●学生の目線で川越のまちづくりを提案 

 私の所属する東洋大学では、現代 GP「持続

型共生教育プログラム：川越学」の一環として、

私が担当している図形処理演習の発表会を「ま

ちなか発表会」として学外で実施しました。川

越のまち（今年は川越駅西口から新河岸川沿い

にかけての中心市街地）を学生の教育教材に活

用するとともに、その成果をこれからの川越の

まちづくりに生かそうという取組で、調査結果

をもとにしたさまざまなまちづくりの提案がな

されました。学生のまちあるき調査の結果は、

「川越アメニティマップ 2007」（http://team-6.en

g.toyo.ac.jp/kawagoe-amenitymap2007）として We

b 上に公開されています。環境建設という専門

を学んでいる学生の視点からみた川越のまちの

評価をご覧ください。なお、提案内容について

は、2月 21日の工業技術研究所講演会で報告し

ます（「会員・関係団体の主催行事・募集」を参

照）ので、ぜひ聞きに来てください。（こせ） 
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