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川越市の望ましい環境像の実現に向けての課題 

 
低炭素の暮らしとしくみの確立、協働による自然環境の保全が大きな課題 

 2008年度総会において新たな理事会体制が発足し、さらに 2年間理

事長を務めることになりました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 本会は、1998 年に策定された川越市環境基本計画に基づいて 2000

年 8月に設立されてから 8年間、市民・事業者・民間団体・行政のそ

れぞれが行っている環境活動の連絡組織として、また、協働による環

境活動の推進組織としての役割を果たしてきました。現在では、広報

委員会が、本会及び会員内外の環境活動を周知する役割を果たしてお

り、また、社会環境部会と自然環境部会が、協働を視野に入れて自主

的な環境活動を推進しています。さらに、企画委員会は、中長期的な

視野に立って、特に事業者の参加による協働事業を実施しています。 

 そして、本会は川越市とともに川越市環境行動計画「かわごえアジ

ェンダ 21」を 2008 年 1 月に公表しました。今後は、環境行動を川越

に関係するすべての人に実践してもらうために、この計画を推進して

いくことになります。これを機に、『市民・事業者・民間団体・行政

の協働で川越市の望ましい環境像の実現をめざす』という活動の方向

性を具体的に示すテーマを掲げて 2年間の活動がスタートします。 

 望ましい環境像の実現に向けての課題は、地球温暖化防止のために

低炭素社会におけるライフスタイルと社会システムを確立すること、

自然環境の価値と役割を再認識するとともに、協働による保全によっ

て豊かなみどりを維持することの 2点に集約されます。意見を出し合

って川越市が実現すべき望ましい環境像を共有し、実践を通してその

実現に向けた道筋を見いだし、多くの人が道筋に向かって活動する川

越市になるよう、本会は努力していきます。みなさまのご理解とご協

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 



月刊 かわごえ環境ネット 2008年 6月号 No.020 

- 2 - 

2008年度かわごえ環境ネット総会 全議案承認、新役員選出で終了
 2008年度かわごえ環境ネット総会が、5月 17

日（土）10時より川越市立博物館視聴覚ホール

で開かれました。出席会員は 44名、委任 65名、

計 109名で総会は成立しました。まず、小瀬理

事長から、内外ともに環境問題が注目を集めて

いるときに、かわごえ環境ネットへの期待が高

まっているなか、総会の円滑な進行をお願いす

る旨のあいさつのあと、齋藤眞之助さんが議長

席について議案の審議が始まりました。 

 まず 2007 年度の事業報告及び総括について

小瀬理事長から説明があり、環境の環（わ）を

太く、大きく、つなげるために、かわごえ環境

ネットへの期待が年々高まり、特に「かわごえ

アジェンダ 21」の作成、及び記念講演会の成功

に高い評価が寄せられたとの報告がありました。

ついで武田広報委員長、渡辺社会環境部会代表、

大辻自然環境部会代表、村上企画委員長から各

専門部会の報告があり、事務局から会計報告、

吉田監事からの監査報告があって、満場一致で

了承されました。 

 次いで、役員の改選がおこなわれ、立候補し

た 11名の理事と 2名の監事が承認され、演壇前

に一列に並んで紹介されました。その後別室で

役員の互選が行われ、小瀬理事長、村上、横山

両副理事長の再任を決定し、理事会を代表して

小瀬理事長から新たな決意が表明されました。 

 11名の新理事。前列左から大辻,村上,小瀬,横山,渡辺,  
 後列左から島田,原嶋,金子,武田,船橋,宮沢の各氏 

 次いで、2008年度活動方針と全体事業につい

て小瀬理事長から、広報、社会、自然、企画の

各専門部会についてそれぞれの代表から今年度

計画案の説明があり、全会一致で了承され、11

時 35分に総会は終わりました。 

交流を深めた懇親会 

 総会後、初かり亭において 12時 10分から懇

親会が開かれました。個人会員 1６人、民間団

体 8人、事業者 4人、行政から島田参事、事務

局 4人、来賓の市民部の渋谷課長と賑やかな顔

ぶれが揃って交流を深めることができました。 

 小瀬理事長の開会あいさつのあと、来賓とし

て出席した渋谷市民活動推進課長が、「協働」の

推進役としてかわごえ環境ネットに期待する祝

辞を述べて乾杯の音頭をとり、アルコール抜き

ながら和やかな話し合いの輪ができました。 

 軽食のあと自己紹介を兼ねながらの活動報告

などの発表がなされました。2 月の「かわごえ

アジェンダ 21」講演会で講師をされ、本会に入

会された飯島希さんを皮切りに、大学院生の大

久保希さん、定年後の地域貢献で入会された菅

野仲夫さんと酒井富男さん、森林インストラク

ターの竹渕徹さん、マイナスイオンの効能を説

く滝沢登志男さん、20台で有機野菜を作りなが

ら伊佐沼の浄化に取組んでいる野村耕司さんと

多彩な顔が続きました。 

和やかに歓談する懇親会 

 民間団体では、ムサシ航空連盟の宇佐美さん

と井上さんが、模型飛行機を飛ばしながら入間

川河川敷の草刈やごみ拾いをしている状況を報

告しました。森林公園自然観察会の谷津さんは、

小柄な体に秘められた自然を愛する情熱を淡々

と話され感銘を与えました。市内の大学からは、

東京国際大学の湊さん、東洋大学の小瀬さん、

市会議員からは加藤昇さんと川口啓介さんと、

かわごえ環境ネットの発展のために心強い言葉

をいただき、2 時間ほどの有意義な懇親会が終

わりました。         （武田侃蔵） 
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武州瓦斯株式会社 団体会員訪問 地域環境活動を聴く（10）
 川越のシンボルは、蔵の街の中心にある「時の鐘」、

小江戸川越の象徴として市民に親しまれています。川越

市駅に来て目に映る大きな球形ガスタンク（球形ホルダ

ー）に川越市のシンボル「時の鐘」が描かれていて、市

民の生活に直結する都市ガス供給のシンボルになって

いる。武州瓦斯株式会社の所在地は、田町 32番地 12。

玄関に入る前、球形タンク2基の真下に立って見た。遠

くからみても大きいと感じていましたが、タンクの大き

さにいささか圧倒されました。 

 
武州瓦斯株式会社本社とガス球形ホルダー（同社提供） 

 数週間前に会社訪問の連絡を行うと、企画部・企画グ

ループリーダーの佐藤宏一さんとマネージーの大久保

忠夫さんがインタビューに応対して頂けると聴き、お伺

いしました。会社の概況をお聴きすると、武州瓦斯株式

会社の会社パンフレットを見せての説明を受けました。

「常に水害に悩まされていた郷土、旧 三芳野村（現 

坂戸市）を救いたいと、二代目社長原次郎氏が、治水事

業を同郷の実業家、大川平三郎氏（初代会長）に協力を

仰ぎ、大正15年10月に設立」と伺いました。「当事、

家庭用燃料として、山林を切り開いて作る薪が多く使わ

れ山が荒廃し、保水力を失い川の氾濫する原因になって

いた。」「薪に変わる熱源の石炭ガスを作り、川越市内5

10 戸に供給を開始。以来、供給地域を逐次増大させ、

現在は、川越、所沢、狭山、ふじみ野、鶴ヶ島、日高、

飯能の7市と川島、吉見、毛呂山の3町、合計で183,3

34軒の需要家戸数に天然ガスの供給を行っています。」

「認可事業でもあり、営業エリアは決められており、公

益事業者としての自覚、サービスの徹底と安全確保、融

和と責任が社是となっています。」 

 環境活動は、とお伺いすると「環境・社会活動報告書」

2007 年度版を手渡され一読。武州ガス株式会社の環境

活動の全てが分かりやすく掲載されていました。その一

部を紹介しますと、チーム・マイナス6％の参加、クリ

ーンエネルギーの天然ガス普及拡大、省エネルギー活動、

工事現場における環境負荷の低減、彩の国エコアップ宣

言の実施、森林保護と緑化、屋上緑化へも取り組み、本

社屋上にメキシコセダムを植栽、緑を増やしヒートアイ

ランド現象の緩和・改善につとめている。ガス工事でも

自在に曲がるポリエチレン管を使用し、地震の揺れ吸収

で損傷を防ぐ。 

 
環境・社会活動報告書と会社案内 

 パイプの埋設工事でも、開削しなくても民地への引き

込みが出来る工法の実施、そして次世代の教育支援も推

進している。中学生社会体験事業、子どもエコクラブ、

総合的な学習時間でのクリーンエネルギー天然ガスの

講演会等を行っている。この他にも多くの環境活動を積

極的に取り組み、推進している内容が分かりやすく記載

され、企業が社会活動の展開を顧客・市民に知らせる姿

勢が読み取れました。また、「会社案内」も手渡され拝

見すると、地域に天然ガスを安全に安定して供給、資源

を有効に使うことが地球環境保全の第一歩、等様々な活

動を展開して地域社会の繁栄に貢献をしていく会社の

経営理念が書かれていました。ガスの安全・安定供給の

質問の中で天然ガスの供給パイプ網の図解の説明を受

けました。「天然ガスは、2 系統からガスを引いていま

す。輸入天然ガスは、東京ガスのパイプラインを通じて、

清瀬市で繋がれ武州ガスの営業地域のお客様に届けて

います。」「国産天然ガスは、新潟県の帝国石油から坂戸

市でパイプが繋がれ、天然ガスをお客様に届けていま

す。」ガス供給責任と安心の信頼、環境保全の企業活動

が熱く伝わって来た訪問でした。 

（2008年 5月訪問取材・編集部員 金子晃） 
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川越市からのおしらせ 
 今号から、「川越市環境行政の動き」に代わり、

「川越市からのおしらせ」として、川越市の関

係課からお伝えします。   （広報委員会） 

 

1）6月の環境月間における実施事項 

1.布類の拠点回収を 5月 11日（月）から 6月 1

5日（日）まで実施（資源循環推進課） 

 川越市では不用となった布類を春と秋の 2回、

市内 50箇所で拠点回収しています。昨年度は約

110tの布類が再資源化されました。今年度の日

程などは、各家庭に配布されている「家庭ごみ

の分け方・出し方」に掲載されています。みな

さまのご協力をお願いします。 

2.ごみゼロ運動 6月 1日（日）（資源循環推進

課） 

3.環境月間ポスターコンクール展示会の開催

（環境政策課） 

 市内在住、在学の小中学生が描いた地球温暖

化防止、自然保護やみどりの保全をテーマとし

たポスターの入選作品を展示します。 

日時：6月 21日（土）～6月 22日（日） 

   9:00～17:00 

場所：川越西文化会館（メルト） 

2）新清掃センター啓発施設の契約手続を進め

ています（新清掃センター建設事務所） 

 啓発施設は、新清掃センター全体の管理機能

を有するとともに、循環型社会形成推進基本法

の理念に基づき、発生抑制（リデュース：Redu

ce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リ

サイクル：Recycle）のいわゆる「3R」に重点を

置いた施策に資するため、展示ホールやリサイ

クル工房、活動交流室などを整備します。自転

車や家具の再生・展示も行う予定です。 

 建物は鉄骨造の地上 3階建て、延べ床面積は

約 4,300平方メートルになります。 

3）その他報告 

1.平成 20年度春季苗木配布事業（環境政策課） 

 平成 20年 4月 29日（祝）に、農業ふれあい

センターで「川越れんげまつり」が開催され、

その中で春季苗木無料配布事業を実施いたしま

した。この事業は、市民の緑化意識の向上と緑

化の推進を図ることを目的としています。 

 苗木配布会場では、朝早くから市民が列をつ

くり、市の木かし、市の花やまぶき他全 6種類

の苗木約 800株はすぐになくなりました。市長、

副市長も手渡しで配布しました。会場内では、

川越緑地協会による球根の掴み取り、緑化相談

会等のイベントも行われました。 

2.かわごえ環境推進員協議会代議員会（資源循

環推進課） 

 かわごえ環境推進員協議会の代議員会が 5月

17 日 10 時から、やまぶき会館中ホールで開催

されました。各自治会から推薦された環境推進

員の代表の方々が出席し、平成 19年度の事業報

告や決算報告、平成 20年度の活動方針、事業計

画や予算などを審議しました。 

 また、平成 20・21年度の協議会役員を選出、

新会長に第５支部の小山弘さん、副会長に第 9

支部の清水睦良さん、芳野支部の神山勇さん、

霞ヶ関支部の鈴木金作さんが就任しました。 

 代議員会終了後、川越市環境政策課職員によ

る地球温暖化の防止に関する講演を聴き、かわ

ごえ環境推進員協議会としても地球温暖化の防

止に向けた取り組みに協力していくことを確認

しました。 

3.第 50回川越市環境審議会（環境政策課） 

 5月 16日（金）午後 1時 30分から第 50回川

越市環境審議会が川越市役所７階第５委員会室

で開催されました。川越市環境審議会元副会長

で消費生活コンサルタントの永田康子さんに

「地球温暖化の現状・対策と地域での取組につ

いて」と題し講演をしていただきました。この

講演を参考にして、今後「（仮称）川越市地球温

暖化対策地域推進計画」について審議していく

予定です。 
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理事会・専門委員会からの報告

理事会 
■第 91回理事会（4月 28日） 

・理事が任期中に退会した際の扱いについて確

認を行いました。 

・総会議案書は、文末を「です・ます」調に統

一することにしました。また、案の修正箇所を

確認しました。 

・総会・懇親会のキャスティングを決めました。 

・入退会者が生じた場合は、直近の理事会にて

事務局から報告を行うことになりました。 

・総会をもって理事を退任される稗島理事から

挨拶がありました。 

（広報担当理事 小瀬博之）

 
社会環境部会 
 平成 20 年度第 2 回目の社会環境部会の例会

が、5 月 14 日、市役所 7G 会議室で 12 名の参

加で開かれました。 

1）渡辺代表より 17日（土）のかわごえ環境ネ

ット総会及び懇親会について説明があり、スタ

ッフや出席の確認を行いました。 

2）6月 8日に全国一斉に行われる河川の水質調

査について、昨年と同じように荒川流域と新河

岸川水系に分かれて行ない、その説明を 5 月 3

0日（金）午後 4時から市役所 5階のフリース

ペースで行い、参加者を割り振りました。 

3）地球温暖化対策グループでは、「エコライフ

DAY2008埼玉」の実施方法について、リーダー

の齋藤さんが 5 月 19 日の県の説明会に参加、

来月の例会で詳しく報告することにしました。

次いで、6月 12日（木）に埼玉会館大ホールで

開かれる県主催の「カーボン・マイナス県民フ

ォーラム」について説明がありました。基調講

演、パネルデスカッションについては後日資料

を送付します。ホールのホワイエでの展示申し

込みが 5 月 20 日と時間がないため、かわごえ

環境ネットとして松岡さんのエコライフ発表

を主に、「かわごえアジェンダ 21」の追加展示

等は小瀬理事長と渡辺代表との調整で進める

ことにしました。また、すでに案内されている

5 月 28 日と、6 月 21 日の東洋大学工学部の公

開講座についての追加説明がありました。 

4）環境保全資源化推進のグループ代表の原嶋

さんから、生ごみの堆肥化をすすめるために家

庭菜園の普及で啓発する方法をとるとともに、

学校給食センターと連携して地産地消推進を

軸に進める方策が討議されました。また、小畔

川の清掃に取組んでいる経験から河川清掃へ

の取り組みなどが報告されました。 

5）まち美化グループの代表の武田さんから、

「路上喫煙禁止地区」の吸いがらカウントで、

5月 8日に 1027本拾ったとの報告がありました。

携帯灰皿持参の人もいるでしょうから、ざっと

2000 人を超す人が条例を無視していることを

示しています。さらに、6 月 1 日の「ごみゼロ

デー」に積極的に参加してイベントの効果をあ

げる方策を考えて欲しいとの要請がありまし

た。 

6）その後、参加会員からの活動紹介があり、

午後 5時散会しました。 

（社会環境部会代表：渡辺利衛） 

 
自然環境部会 
 4月 13日（日）には、仙波河岸史跡公園にお

いて第 1回・自然環境パトロールが、総勢 7名

の参加で開催されました。前もって定めた公園

内 19 箇所の観察ポイントでの写真記録と自然

環境変化の有無を観察、記録を行いました。ま

た、小仙波の龍池弁財天の自然環境パトロール

も実施しました。 

 4 月 15 日（火）には、（仮称）川越市森林公
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園計画地にて植物調査が総勢 6名の参加で行わ

れました。また、4月 30日（水）には、昆虫の

調査が総勢 4名の参加で行われました。 

 5 月 9 日（金）には、川越市役所 7G 会議室

にて 5月度・自然環境部会が総勢 9名の参加で

開催されました。今回は、2 人の新人（女性）

の参加があり、自己紹介から始まりました。 

 「残された平地林の保全グループ」からは、

（仮称）川越市森林公園計画地での活動状況と

今後の活動予定の報告と、しばらく停止してい

たくぬぎ山再生協議会が新規まき直しで 5 月 2

5日に開催される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、

仙波河岸史跡公園と龍池弁財天で行われた自

然環境パトロールの結果報告がありました。 

 部会全体としては、5月 17日（土）の総会で

報告される、2007 年度の活動実績と 2008 年度

の事業計画についての報告がありました。 

 また、11月 9日（日）の開催が予定されてい

るアースデイの事業計画報告があり、蓮馨寺を

会場とした自然環境部会の出展を検討するこ

とになりました。 

 最後に、6 月 8 日（日）に予定されている全

国一斉水質調査への協力要請があり、同日に計

画していた仙波河岸史跡公園の自然環境パト

ロールは日程を変更して、水質調査を優先する

ことになりました。 

 （自然環境部会代表：大辻晃夫） 
 

これから開催されるイベント等のおしらせ

6月 19日（木）に智光山公園（狭山市）の植物観察会を開催
 隣接する狭山市には、53.8ha もの土地を有す

る武蔵野の自然を生かした智光山公園がありま

す。この公園内の「都市緑化植物園・自然生態

観察園」での植物観察会を実施します。アヤメ

やショウブの見ごろでもあり、園内の植物を観

察しながら、散策を楽しんでいただければと思

います。また、自然が残された都市公園がどの

ように維持管理されているかなど、今後の保全

活動の参考になればと考えています。なお、現

地集合ですので、集合時間を厳守願います。 

日時：6月 19日（木）10:00-14:00（小雨決行） 

集合：10:00 智光山公園管理事務所前（狭山市

柏原 561、バス停及び西側駐車場近く、中央園

路沿い）に現地集合、講師：(財)埼玉県生態系

保護協会会員 稗島英憲氏、定員： 30人、経費：

100 円、持ち物：弁当、飲み物、申し込み：6

月 2日（月）9:00から電話でかわごえ環境ネッ

ト事務局まで 

 

7月 13日（日）に「夏の郊外クリーン活動・伊佐沼及びやすらぎの里周辺」を開催
 社会環境部会まち美化グループが主催する

「夏の郊外クリーン活動・伊佐沼及びやすらぎ

の里周辺」が 7 月 13 日（日）9:30 から開催さ

れます。班ごとに所定の場所に現地集合（前日

までの申込で 2 班に編成）し、12:00 に東後楽

会館で合流し活動終了、昼食とりながら懇談し、

13:00に解散となります。 

 申し込みは武田（携帯 090-2521-5770）まで

お願いします。 

 

 

7月 20日（日）に（仮称）川越市森林公園計画地「虫の観察会」を開催 
 夏休みに入ってすぐの虫の観察会です。講師

は谷津弘子さん、内田正吉さん。子どもの自由

研究にもぴったりです。先だって、樹木調査（6

月 10日）と虫の調査（6月 25日）を行います。 

日時：7 月 20 日（日）9:30-12:30、集合：9:30

に川越南文化会館（ジョイフル）前、参加費：1

00円、持ち物：筆記具、飲み物、ルーペなど 

申し込みは、7/4（金）からネット事務局まで 
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イベントカレンダー 
 かわごえ環境ネット主催、共催、出展等の会議、イベント、また、本誌に掲載されている会員関

連のイベント（6月 1日から 7月 12日まで）をカレンダー形式で掲載しています。●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、◎は会員主催等のイベントです。詳細は個別の記事を参照ください。 
日 月 火 水 木 金 土 

6/1 2 3 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎19:00 「20
08アースデ
イ・イン川

越・立門前」

実行委員会 

4 5 6 7 

8 
★午前 川の
一斉水質調査

（参加申込締

切） 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

9 10 
★9:30（仮称）
川越市森林公

園計画地 樹
木調査 

11 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 
●15:00社会
環境部会 

12 
★13:00カー
ボン・マイナ

ス県民フォー

ラム 
◎13:30まち
美化啓発活動 

13 
●15:00自然
環境部会 

14 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 

15 
◎9:30まち美
化啓発活動 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 
◎午後 入間
川河川敷草刈 

16 17 
◆11:00広報
委員会 
◎19:00 「20
08アースデ
イ・イン川

越・立門前」

実行委員会 

18 19 
★10:00智光
山公園（狭山

市）植物観察

会 

20 21 

22 23 24 25 
◆13:00企画
委員会 
◆15:00理事
会 
◆17:30アジ
ェンダ推進委

員会準備会 

26 27 28 
◎13:30まち
美化啓発活動 

29 30 7/1 
◎13:30まち
美化啓発活動 
◎19:00 「20
08アースデ
イ・イン川

越・立門前」

実行委員会 

2 3 4 5 

6 7 8 9 
●15:00社会
環境部会 

10 
◎13:30まち
美化啓発活動 

11 
●15:00自然
環境部会 

12 
◎16:00おい
しく・楽しく

農業体験 
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かわごえ環境ネット主催・出展行事 
★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：6月 10日（火）9:30-12:30 

（毎月第 2火曜日に実施） 

集合場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

（川越市今福 1295-2） 

持ち物：筆記具 

問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 

 市有地の藪状のエリアの樹木調査。事前連絡

は要りません。 

●社会環境部会（2008年 6月度） 

日時：6月 11日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

 毎月第 2水曜日に開催。次々回は 7月 9日。 

★［出展］カーボン・マイナス県民フォーラム

～洞爺湖サミット目前！地球温暖化対策 

埼玉からの発信～ 

日時：6月 12日（木）13:00-16:30 

場所：埼玉会館大ホール（浦和駅西口下車

徒歩 6分） 

入場無料。本会はパネル出展します。 

詳しくは、埼玉県ホームページをご覧くだ

さい。 

●自然環境部会（2008年 6月度） 

日時：6月 13日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

 毎月第 2金曜日に開催。次々回は 7月 11日。 

◆広報委員会（2008年 6月度） 

日時：6月 17日（火）11:00-12:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

★智光山公園（狭山市）植物観察会 

日時：6月 19日（木）10:00-14:00 

集合場所：智光山公園管理事務所前（狭山

市柏原 561、バス停及び西側駐車場近く、

中央園路沿い） 

◆企画委員会（第 11回） 

日時：6月 25日（水）13:00-15:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

◆理事会（第 93回） 

日時：6月 25日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会準備会 

日時：6月 25日（水）17:30-18:30 

場所：中央公民館 1階和室（049-222-1394) 

★夏の郊外クリーン活動・伊佐沼及びやすらぎ

の里周辺 

日時：7月 13日（日）9:30-13:00 

前日まで武田（携帯 090-2521-5770）まで

申込ください。集合場所をおしらせします。 

★（仮称）川越市森林公園計画地「虫の観察会」 

日時：7月 20日（日）9:30-12:30 

集合場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

 
会員・関係団体の主催行事 
●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 

◆6 月 11 日（水）15 日（日） 

 梅雨の 6月の西田沼ではカイツブリの子

育てやギンリョウソウやイチヤクソウの花

を楽しむことができます。 

 いつもとおりに 10:20 国営武蔵丘陵森林

公園南口に集合、15:00 過ぎ終了解散。参

加費 200円、入園料は必要。お弁当持参の

こと。 

◆ 7 月 21 日（日）海の日 

（公園と当会の共催） 

 7 月はアカメヤナギやコナラの樹液に集

まるオオムラサキやカブトムシを観察しま

す。白く美しいヤマユリもちょうど見ごろ

です。暑い夏の一日森林公園で過ごしませ

んか。 

以上の問い合わせ先：谷津弘子 

Tel./Fax.049-224-9118 
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●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 

◆6月 3日（火）・12日（木）・28日（土） 

◆7月 1日（火）・10日（木）・26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 

◆6月 15日（日）・7月 20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. 夏の郊外クリーン活動・伊佐沼及びやす

らぎの里周辺 

◆7月 13日（日） 

かわごえ環境ネット社会環境部会まち美化

グループ主催。詳しくは、かわごえ環境ネ

ットの会議・行事一覧をご覧ください。 

以上の問い合わせ先：武田侃蔵 

Tel.090-2521-5770 

●福原ファームクラブ 

☞おいしく・楽しく農業体験 

とうもろこしがどんどん大きくなっていま

す。新鮮野菜の持ち帰りです。 

日時： 6月 14日（土）9:30-12:30・7月 12

日（土）16:00-18:00 

集合：明見院（川越市今福 677，今福交差

点から南西方向に約 1km、埼玉県道 8号川

越入間線沿い） 

持ち物：水筒、タオル、軍手、着替え等、

必要と思う物 

参加費：100円 

問い合わせ先：事務局 横山三枝子 

Tel./Fax.049-246-9319 

●ムサシ航空連盟（MKR） 

☞入間河川敷草刈等 

◆6月 15日（日）午後 

第 3日曜日午後を予定。参加希望者は宇佐

美まで（Tel.04-2957-5938）連絡を。 

●東洋大学 

☞工業技術研究所講演会 

◆7月 28日（月）13:10-16:40 

テーマは、「遺伝子組換えは是か非か~天然

毒素から農作物を守る試みを通じて~」と

「水素社会とは？~スーパーコンピュータ

の活用~」。当日直接同大学（鯨井）へ。 

●(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（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） 

◆6月 8日（日） 

 テレビでおなじみ、10羽ほどのヒナを連

れたカルガモの家族が、人になれて岸近く

で見られます。ふわふわの毛糸だまのよう

なバンのひなや、縞模様のお面をかぶった

ヒナを背中に乗せたカイツブリもいます。

ひらひらと空を飛ぶコアジサシが沼に飛び

込んで小魚を捕ります。 

◆7月 13日（日） 

 夏の伊佐沼の見もの、ヨシゴイが今年も

来てくれるでしょう。近頃開花が早くなっ

たので、ハスの花もそろそろ咲き出します。 

以上の問い合わせ先：笠原啓一 

Tel.049-222-0957

 

その他の話題 
●新座市で「エコ展覧会」18日に 

「分ければ資源・混ぜればゴミ」「ゴミ減量

は家庭から」の派手なのぼりが並んでいる新座

市役所北側の駐車場で「第 1回新座市エコ展覧
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会」が 5 月 18 日に開かれました。環境団体や

サークル 8団体のパネルが入り口通路両側に展 

 
示され、アンケートに答えると割引のポイント

カードが渡されました。奥の広い主会場はフリ

ーマーケット一色で多くの市民で賑わいまし

た。  （武田侃蔵） 

 

●「小江戸川越ビデオ大賞」募集中 

 小江戸川越観光協会では、川越市の魅力を 3

分ほどにまとめた「ビデオ作品」を募集してい

ます。1等賞金は 50万円。締切は 7月 1日（当

日消印有効）。お問い合わせは、小江戸川越観

光協会（Tel.049-227-8233）   （武田侃蔵） 

 

広報委員会からのおしらせ・編集後記 
●会員からの投稿を大募集 

 会員の活動報告を随時掲載しています。400

字程度でぜひお知らせください。写真も掲載可

能です。電子データでいただけると助かります。 

 また、本会会員や関連団体等が主催する公開

イベント等の情報の掲載も受け付けています。2

008年 7月号（No.021，6月 26日発行予定）の

掲載原稿は、6月 16日（月）事務局必着となり

ます。よろしくお願いいたします。 

●ホームページが全面リニューアルしました 

 総会を機に、ホームページを全面リニューア

ルしました。新しいシステムの導入により、カ

テゴリーを階層化したり、訪問者別や発信者別

のカテゴリーを設けたり、記事にタグをつけて

キーワードから記事を探せるようにしたりしま

した。また、イベントカレンダーのカテゴリー

化をはじめ、さまざまな試みを行っていく予定

ですので、ぜひご活用ください。 

 なお、この広報誌「月刊かわごえ環境ネット」

もカラーで見ることができます。 

http://kawagoekankyo.net/news/ 

●本誌も徐々にリニューアルさせます 

 情報をなるべく新鮮なうちにお届けしようと

するうちに、発行が遅れ気味になっています。

今後、スピーディーな発行をめざすとともに、

各記事の活用のことも考えて、1 ページに各記

事を収めるなどの編集を始めています。今後は、

後半のおしらせについても検討していきます。

手始めに、試みでイベントカレンダーを作って

みましたが、いかがでしょうか。広報に関する

意見を随時お寄せください。（こせ） 

●待たれる環境推進員との連携 

 今年の本会の総会とかわごえ環境推進員協議

会の代議員会が同日の同時間帯に開催され、環

境推進員協議会会長はもちろんのこと自治会連

合会の会長も代議員会への出席となりました。 

 川越市の環境保全活動を円滑かつ効果的に進

めるには、かわごえ環境推進員や自治会の方々

のご理解、ご協力が必要不可欠となってきてい

ます。 

 本会の会員の中には、かわごえ環境推進員が

個人として参加されている方もいますが、両団

体との連携を密接にし、総会をはじめ様々な機

会を捉え意見交換できるような場を設けられれ

ばと考えています。 (KT) 
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