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小仙波・龍池弁財天の神社と自然環境が危ない！ 

 民話や伝説でも知られる史跡、豊かな湧水

を湛えた池を抱える龍池弁財天の神社と自

然環境が年々悪化し、このままでは、川越の

大切な自然環境と歴史的資産が失われてし

まうおそれがあるのをみなさんはご存知で

すか。また、この弁財天の湧水池には、昭和

30年代後半頃まで、絶滅危惧種魚類のムサシ

トミヨが生息していたことや、絶滅危惧水生

植物のカワモズクが今でも生息していることを知る方は、多くはないでしょう。 

 自然環境部会では、2001（平成13）年より市

民のみなさんと毎年、湧水探訪会を開催して市

内の湧水を巡りますが、この龍池弁財天の変貌

には心を痛めていました。鳥居は破損したまま

残土に埋まり、弁財天の祠が横倒しになってい

た時期もありました。木々は年々伐採され、残

るはケヤキの一本のみになってしまいました。

また、高台と斜面から池の淵まで除草剤が散布

され、土壌汚染、湧水池の水質悪化による絶滅

危惧種水生植物のカワモズクの絶滅、池に数多

く放流されているコイによる食害などが懸念さ

れています。 

 この他にも、地元自治会の要望により川越市

が、かつてムサシトミヨの生息していた湧水池最下段の水路を石やコンクリー

トで固める護岸工事を行っています。また、地下水の汲み上げや、道路、住宅

の建設の影響で地下水が減少し、最近では夏場になると、湧水が涸れてしまう

ことがあったと聞いています。 

 以上の様に、龍池弁財天の神社と自然環境は、危惧される状況にあるといえ

ます。ぜひみなさんも、自然を大切にする目線で川越市内を見つめ直してくだ

さい。 

かわごえ環境ネット理事・自然環境部会代表 大辻晃夫 

2008 年 8 月撮影の龍池弁財天の風
景。樹木は伐採されて一本のみ。下

草は除草剤散布で全面枯れ。 

2008 年 3 月撮影の龍池弁財天
の風景。鳥居は残土に埋まった

状態で破損し、破片は地べたに

放置。 
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通信興業株式会社 団体会員訪問 地域環境活動を聴く（17）
 日高街道の月吉陸橋を通過して入間川に架かる初

雁橋を渡ると、左手にいくつもの工場が続いている

的場工業団地。街道に面した一角に通信興業株式会

社川越工場が見える。私の住まいに近く、この地域

は何時も通過していましたが 1月下旬、取材に訪れ

ました。 

 社屋玄関前には円形噴水池があり、手入れの行き

届いた景観を見せている。玄関にて待つ間にガラス

ケースに展示された製品が見られた。通信興業の社

名からは、電波通信機器のイメージでしたが、有線

通信のケーブルを製造している会社と知りました。

会議室に通され急式勇取締役工場次長兼製造部長、

原田博之管理部長、長島昇品質管理課長の3人から、

環境活動のお話を伺いました。会社の概要について

伺い始めると、TSUKO Company Profileと書かれた

会社案内を提示され、説明を受けました。会社設立

は、1947年（昭和 22年）7月 4日、東京・築地に本

社があり資本金 1億 6000万円、社員 180名。事業内

容は、通信用電線ケーブルの製造販売と企業規模が

分かりやすく掲載されている。「川越工場には、145

名が在籍し管理部、製造部、技術開発部、加工部、

業務部、品質保証部にて生産活動を行っています。

以前は、日本電信電話公社向けの屋内電話線の製造

が主でしたが、今はパソコン関連の通信ケーブルが

主になっています。」とカタログと会社案内のページ

をめくりながら製品の説明を受けました。 

 
会社案内、環境基本方針、環境活動報告書 

 通信機器は、日毎に進化し小型化に向かっている。

企業が使う通信機材はいくつもの機材をつなげて設

置されるので、信号ロスの無い通信ケーブルは、大

切な役割を受け持つ。「このコードも軽量化が進み細

くなって外径 3 ミリのコードに 0.3 ミリの心線が 8

本も入っています。軽量化はエコ製品につながり、

製造工程で派生する製品屑も再利用の分別回収も行

っています。」私たちが使用しているパソコンの裏に

取り付けられた通信コード、目に見えない所で進歩

した製品が使用されているのかと説明を聞く内に関

心が増大して来ました。次に、会社の環境活動につ

いて聞き始めると、「通信興業株式会社環境基本方

針」と「平成 19年度環境活動報告書」を見せて頂き

ました。ページをめくると 1年間の環境活動のまと

めが記載されており、企業努力がひと目で分かるよ

うになっていた。1.廃棄物の削減、2.再資源化の開発

と活用、3.揚水量の改善、4.工場使用電力の削減、5.

製品環境配慮の推進。これら19年度環境目標と活動

結果が表にまとめられている。2000（平成 10）年 1

2月に ISO14001の認証を取得して以来、資源・エネ

ルギー節約、廃棄物の発生抑止と環境に配慮した活

動を展開している。これらの経過と結果の情報公開

資料として見せて頂きました。 

 
クリーンキャンペーン清掃活動 

 「的場工業団地の企業は26社あり、環境連絡会を

設け各社が参加する的場地区クリーンキャンペーン

を 1月、4月、9月の年間 3回、地域環境美化の清掃

活動として実施しています。」「社員にも市民として、

生活の中でエコ活動を推進するよう意識向上の指導

を行っています。」と資料を基に説明して頂きました。 

 工場の中にも案内され、細線を被服する製造工程

と冷却に使用している水も循環利用している過程を

見学できました。企業の環境活動努力推進の姿勢が、

はっきりと見られた訪問でした。 

（2009年 1月訪問・広報委員：金子晃） 
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かわごえ環境ネットの活動報告

歳末まち美化活動 

集めたごみを分別するのも一仕事 
 

 
大きな看板の前で揃って参加の記念に

 かわごえ環境ネットの行事として定着した

「歳末まち美化活動」が、2008年 12月 23日 9

時半から行われました。今回は、県立川越女子

高校から 20名、市立川越高校から 6名、東洋大

学から 8名の若手が参加、小瀬理事長、会員の

川口啓介市議会議員とご家族なども交えて 47

人が本川越駅前から 8方向に分かれて市の中心

部のポイ捨てごみ拾いをしました。 

 バス通りから川越駅西口方面まで回るグルー

プや、川越市駅から迂回して菓子屋横丁、喜多

院周辺などと、路上喫煙禁止地区以外の地域も

回り、旧川越織物市場に集まりました。分別し

て、差し入れのご当地「太麺焼きそば」を昼食

代わりにして散会しました。 

 今までは気にしなかったポイ捨てごみも、拾

ってまとめてみるとその多さに驚いたとの女子

校生の感想でした。「拾う人は捨てない」と言わ

れますが、捨てる人がごみ拾いに参加するよい

知恵が欲しいものです。 

（武田侃蔵）

会員等の活動報告

成人式会場で啓発活動 クリーン&ハートフル川越

 
スタンド灰皿に啓発メッセージをつけて 

 まち美化グループのクリーン&ハートフル川越で

は、恒例の成人式会場での啓発活動を1月12日に12

人の参加で行いました。会場前の広場に、簡易灰皿ス

タンドを10個、間隔を置いて配置しました。今回は、

写真のように「喫煙は灰皿のある所で・吸い殻のポイ

捨てはやめましょう」と書いた紙を灰皿に巻きつけ、

喫煙マナーの周知を図りました。新成人のマナーもよ

くなり、吸い殻などのポイ捨てごみは少なくなりまし

た。しかし駐車場の周りや周辺の植え込みは、清掃の

手が入っていないのか、古いごみを大量に集めました。 

 一方、運動公園入口の川を管理している荒川右岸水

利組合では、一昨年から川岸と土手の清掃をしてくれ

ており助かっております。 

 9回目となる今度の活動で、落し物の簪（かんざし）

が地味な品物だったために不用意にごみと勘違いし

て集め、落し物として届けなかったのがトラブルにな

りました。見つかったので事なきを得ましたが、来年

からは「落し物」と「ごみ」を見分けて、「落し物」

を早く公示する方法を考えることにしました。 

（武田侃蔵）
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「福祉と環境・節約と 3R」節約アドバイザー和田由貴さんの講演
 1月 21日（日）13時 30分から、川越市総合

福祉センター「オアシス」の 2階体育室で、節

約アドバイザーの名でテレビや雑誌で啓蒙活動

を続け、環境省の 3R 推進員も委嘱されている

和田由貴さんの講演がありました。テーマは「福

祉と環境 人と地球にやさしい省エネテクニッ

ク」で、上手な節約・エコのこつを、豊富なデ

ータを使って説明されました。照明・冷蔵庫・

エアコンなどの電気、キッチンや風呂の節水、

容器包装やレジ袋の削減、生ごみ処理機の使用

経験からの助言など、3Rから京都議定書による

チーム・マイナス 6%運動にも及びました。「で

きることからはじめてみましょう」の言葉で締

めくくられましたが、今からでもできることが

身近にいっぱいあることを痛感させられました。 

（武田侃蔵）

近隣市の環境活動

市民協働による富士見市の環境行政 
1）環境基本計画を改定 

 「いのち豊かな里・湧き水のまち 富士見」を

環境像とする富士見市環境基本計画の改訂版

（平成 20年度~平成 24年度）では、施策の目

標実現への取り組みとして、市民・事業者・行

政の協働を明示するとともに、第 4章に重点テ

ーマ「地球温暖化対策」を設けて市民啓発にあ

たっています。 

 2000（平成 12）年 4月に「環境にやさしい都

市宣言」をし、2001（平成 13）年 12 月に「富

士見市環境基本条例」を制定、2003（平成 15）

年 4月に「富士見市環境基本計画」を策定しま

した。後期 5年の見直しにあたっては、市民団

体 5名、公募市民 4名を入れた 15名の「富士見

市環境基本計画市民策定委員会」を設け、全体

会議、A・B 各グループの会議、さらにその分

科会会議と、19回、7か月に及ぶ検討会議の末

に改訂版がまとめられました。 

2）市民・事業者を加えた市民会議 

 環境基本計画の推進役は「富士見市環境施策

推進市民会議」で、町会推薦の推進員のほかに

「推進会議の目的に賛同し、自ら進んで行動す

る市民及び団体の代表」を入れています。廃棄

物対策部会のAグループは集積所でのごみ分別

と 5R、Bグループはクリーン作戦（たばこのポ

イ捨て・不法投棄防止・マイバック推進）、環境

保全部会のAグループは地球温暖化ストップキ

ャンペーンと湧き水、B グループはエコライフ

DAY 及び環境家計簿と分かれて活発に活動し、

その内容はグループごとに報告書にまとめられ

ています。 

3）「富士見市をきれいにする条例」 

 2007（平成 19）年の 6月市議会で、議員提案

による「富士見市をきれいにする条例」が成立、

同年の 10月 1日から施行されました。埼玉県で

平成 13年に策定された「埼玉県散乱ごみの防止

に関する条例」と大部分が重なりますが、路上

喫煙の防止、犬の糞の放置禁止等も加え、まち

美化の実現への強力な指針として、市民の間に

浸透しています。「美化推進重点区域」「路上喫

煙禁止区域」等の指定はまだ見送られています

が、市民のマナー意識の向上に期待しておりま

す。 

（武田侃蔵）

かわごえ環境ネットの入会パンフレットを作成中です 

ホームページでは準備でき次第掲載します。 

印刷物は、かわごえ環境フォーラムから配布を始める予定です。 

入会されていない方はこれをご覧いただいてぜひ会員に、 

会員の方はこれを使って入会をお誘いください。 
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川越市からのおしらせ 
くぬぎ山ふれあい落ち葉掃き・雑木林の手入れボランティア体験 環境政策課 

 

 くぬぎ山地区で行われている自然再生事業に

対する市民への理解と、雑木林の保全活動に対

する重要性を喚起し、ボランティアの育成を図

るため、1 月 15 日（木）午前 9 時 30 分から午

後 3時まで、くぬぎ山地区の雑木林において、

環境政策課主催「くぬぎ山ふれあい落ち葉掃

き・雑木林の手入れボランティア体験」が行わ

れました。当日は寒い中、6 名の方が参加しま

した。また、「川越緑のサポーター」にご協力を

いただきました。 

 

第 32回星空観察の集いの実施について 環境政策課 

  
 1月 17日（土）の午後 5時から、児童センターこどもの城において、「第 32回星空観察の集い」

を実施しました。45名の方が参加し、講師の方から星座の基礎知識や双眼鏡、星座早見板の使い方

を教えていただき、その後プラネタリウムの上映を楽しみました。当日の夜空は雲もなかったため、

天体望遠鏡でプレアス星団（すばる）を、屋上では肉眼や双眼鏡でオリオン座のペテルギウスなど

の冬の大三角を観察することができました。多数の参加者から「星座の勉強ができた」「楽しかっ

た」という感想が聞かれました。

 

理事会・専門委員会からの報告

理事会 
 第 98回理事会は 2008年 12月 22日に開催さ

れました。審議事項の主旨は次のとおりです。 

・本会が平成 20年 10月に地球温暖化対策地域

協議会として登録されたことから、「市民共同発

電所」を実施する事業を行う提案について審議。 

太陽光発電所を設置する事業で、多額の資金と

事業推進に係わる人と体制がどのようになるの

か未知であり、様々な角度から検討する必要が

あるとの意見があり、村上副理事長と船橋理事

が情報収集してから検討することにしました。 

・10 周年記念事業で、「川越版レットデーター

ブック」を作成する提案を審議。広範囲にわた

る動物・植物の調査が必要になる。特に動物の

生息調査は捉えにくい。カラー写真でのブック
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製作にはかなりの費用が必要となります。自然

環境部会で再検討することにしました。 

・かわごえ環境ネットのパンフレット作成につ

いて審議。読みやすい字体と表現にするなどの

意見が出され次回理事会で最終決定し、かわご

え環境フォーラムで配布できるようにする。 

・Webのドメイン契約更新とサーバーの移転に

ついて報告され承認されました。（理事：金子晃） 

 
社会環境部会 
 新年を迎えて初めての社会環境部会の例会が

1月 14日に市役所 7G会議室で 14名の参加で開

かれました。 

1）12月 22日に開かれた第 7回かわごえ環境フ

ォーラム実行委員会、理事会等の報告が代表か

らありました。いま、新エネルギー対策として

注目を集めている市民共同発電所の企画がよせ

られ、今後検討するこことで資料を回覧しまし

た。「ストップ温暖化“冷やせ彩の国”コンクー

ル」の入賞にともなう審査員のコメントも紹介

されました。また、2 月 6 日のエコドライブ講

習会に会員の参加を呼びかけました。さらに、

環境フォーラムの発表内容や午後の講演の講師

などの紹介がありました。 

2）地球温暖化グループからは、秩父市の施設で、

国や県の補助を得て作った間伐材利用の発電所

と関連施設の「吉田元気村」見学の提案がなさ

れ、3 月に実施することで準備を進めることに

決まりました。 

3）環境保全及び改善グループでは、川の浄化運

動で、EM ダンゴによる水上公園の水質浄化活

動の企画が紹介されました。さらに、会員の東

京電力の協力で、尾瀬の自然保護の実際を見学

するプランの提案もありました。 

4）まち美化グループでは、恒例の 12月 23日の

歳末まち美化活動と、1月 12日の成人式会場で

の歩きたばことポイ捨て防止の啓発清掃行動の

報告がありました。 

 

（社会環境部会代表 渡辺利衛） 

 

自然環境部会 
 2008年 12月 14日（日）に仙波河岸史跡公園

と小仙波、龍池弁財天において第 8回の自然環

境パトロールを実施しました。朝から生憎の雨

のために、ポイントでの写真撮影のみで終了と

しました。 

 2008年 12月 17日（水）に池辺公園にてキツ

ネノカミソリとヤブランの咲く公園づくりに向

けた、林床の草刈方法について川越市及び造園

業者との話し合いとアズマネササの刈り取り作

業を実施しました。 

 1月 9日（金）に川越市役所 7G会議室にて 1

月度・自然環境部会が開催され、新年度の事業

計画策定にあたって、かわごえアジェンダ 21

の行動提案をどのように適合させてゆくのかを

話し合いました。その結果、次回には各自が具

体的な話し合いをする為に各自検討案を用意し

てくることになりました。次に、（仮称）川越森

林公園計画地の樹木と昆虫の調査結果の報告と

かわごえ環境フォーラム準備の進捗状況報告が

ありました。最後に 1月度の池辺公園保全活動

を 1月 19日（月）午前 9時より実施することが

決まりました。 

 

（自然環境部会代表：大辻晃夫） 

 
第 7回かわごえ環境フォーラム実行委員会 
 第 6 回実行委員会が 1 月 9 日（金）13:30 か

ら川越市役所 7G 会議室で行われました。投稿

状況の確認とプログラムの決定、当日のキャス

ティングの確定を行いました。ポスターやチラ
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シの確認は次回の実行委員会で決定となります

が、投稿はほぼ揃っていて、未提出者には再度

提出確認をすることになりました。ポスターの

掲示については昨年と同様に近くの掲示板への

協力をお願いしたいと思います。 

 また、第 7回実行委員会が 1月 26日（月）1

0:00から福田ビル 3階会議室で開催されました。

前日準備と当日のスケジュールの確認（会場の

開場時間が 9:30 であることに伴う開始時間の

変更）、報告集の編集状況及び経費、講演会の内

容と講師への連絡事項（レジュメの事前送付等）、

協賛企業の最終確認、クラッセ川越における同

時開催イベント「クラッセの環境デイ」の内容

（図書館、児童館、国際交流センター）、ポスタ

ー・ちらし案の検討、ポスターの配布方法等、

開催に向けての準備を行いました。 

（実行委員長：横山三枝子，小瀬博之） 

 
かわごえアジェンダ 21推進委員会 
 第 6回委員会は、1月 26日（木）に行われま

した。出席者は委員全員である 7名と事務局で

した。 

 12 月 6 日に東洋大学市民講座で 56 人に対し

てチェックシート（市民編）を実施したこと、

また、これまでに実施したチェックシートにつ

いては、東洋大学の学生の協力で集計を行って

おり、結果を整理中であることを小瀬から報告

しました。今後のチェックシートの実施につい

ては、事前説明を十分に行う必要があることか

ら、かわごえ環境フォーラムや会員に対する郵

送による実施は見送り、総会や講演会など、説

明の時間があるときを中心に実施していくこと

にしました。また、高校等の学校への働きかけ

をさらに積極的に行っていくこととしました。 

 チェックシートの結果では、環境家計簿の普

及が全体的に低くなっています。これに対して、

学校の家庭教育学級の内容に入れてもらって普

及を図っていくことが重要ではないかという意

見がありました。また、節電などの倹約を主と

するのではなく、おしゃれに楽しく取り組め、

期せずしてエコライフができるような方法を指

南していくことが重要であるという意見もあり

ました。 

 子どもを含めた若年層の環境活動への参加に

ついては、気軽に入れる機会として人気キャラ

クターを用いたスタンプラリーのようなイベン

トや交流イベントが必要ではないかという集計

した学生からの提案を紹介しました。 

 次回は、拡大企画会議の場において、かわご

えアジェンダ 21 とプロジェクトの推進につい

て、各専門委員会の活動とのつながりも考えて

検討していくことになりました。また、今後「か

わごえの環境」の内容について、この委員会で

検討していくことにしました。 

（小瀬博之）

 

これから開催されるイベントのおしらせ等

かわごえ環境ネット主催・出展行事（記号の凡例はイベントカレンダーをご参照ください） 
★（仮称）川越市森林公園計画地 樹木調査 

日時：2月 10日（火）9:30-12:30 

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（049-234-9366） 

 調査と折々の自然観察をしています。毎

月第 2火曜日定例、事前連絡はいりません。 

●社会環境部会（2009年 2月度） 

日時：2月 12日（木）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） 

 2 月度は通常と曜日が異なります。定例は毎

月第 2金曜日に開催で次々回は 3月 11日 
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●自然環境部会（2009年 2月度） 

日時：2月 13日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

 毎月第 2金曜日に開催で次々回は 3月 13日 

◆広報委員会（2009年 2月度） 

日時：2月 19日（木）9:30-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◎【発表】エコ・リサイクル交流集会 2009 

日時：2月 19日（木）13:00-16:30 

場所：さいたま市文化センター4 階多目的

ホール（さいたま市南区根岸 1-7-1，南浦和

駅西口より徒歩 7分） 

参加費：無料，定員：150人 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 8回） 

日時：2月 20日（金）17:30-19:30 

場所：川越駅東口多目的ホール 

（クラッセ川越 6階，川越市菅原町 23-10） 

★第 7回かわごえ環境フォーラム 

日時：2月 21日（土）9:45-16:00 

場所：川越駅東口多目的ホール 

（クラッセ川越 6階） 

◆理事会（第 100回） 

日時：2月 25日（月）13:00-15:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

（川越市郭町 1-2-1，川越市役所前） 

 3月 27日（水）は、13:00-15:00に拡大企画会

議（正副理事長、専門委員会正副代表・委員長）、

15:00-17:00に第 101回理事会 

◆企画委員会（2008年度第 3回） 

日時：2月 25日（月）15:00-16:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

★次世代型環境学習施設「吉田元気村」見学会 

日時：3月 19日（木）9:00-17:00 

集合：川越駅西口暫定自由広場前 9:00出発 

参加費：1,400円（バス・資料代込み） 

定員：30人（先着），申込：3月 2日（月）

より電話・Fax でかわごえ環境ネット事務

局） 

 
2月 21日（土）「第 7回かわごえ環境フォーラム」＋「クラッセの環境デイ」開催 
 2009年 2月 21日（土）9:45-16:00に、川越駅

東口多目的ホール（クラッセ川越 6階）で「第

7 回かわごえ環境フォーラム」を開催します。

この行事は、お互いの環境活動を知り、情報を

交換・共有し、それぞれの役割を理解して環境

活動をさらに推進しようという目的で行われる

ものです。今回のテーマは、「川越の環境活動を

知り 鎌倉の環境活動を学ぶ」です。 

 午前に市民・事業者・民間団体の環境活動報

告会、午後に、かわごえ環境ネットの活動報告

並びに「鎌倉を美しくする会」の会長である髙

田晶子さんの講演会が開催されます。髙田さん

には、国際観光都市として多くの人が訪れる鎌

倉において、行政と協働で取り組んでいる「バ

ス停ベンチ設置活動」「落書きのないまちづく

り」「不用品登録制度」の 3 つの事例について

お話しいただきます。また、終日にわたるポス

ター・実物展示があります。詳細は、市役所・

公民館等で配布されているちらしまたはホーム

ページをご覧ください。 

 また、当日は「クラッセの環境デイ」として、

クラッセ川越の各階において環境に関する行事

を同時開催します。図書館 3階では環境に関す

る子ども向けの図書展示と環境に関する本の

「おはなし会」、4階の児童館では、10:00-12:00

に「おもちゃの病院」でおなじみのボランティ

アグループ「小江戸おもちゃ 119」が作製した

手作りおもちゃで環境に優しい遊び、午後に「あ

そびの王様」として身近な材料を使ったエコ遊

び、5階の国際交流センターでは、6か国語版の

ごみの分け方・出し方に関するパンフレットの

配布等を行う予定です。 

 みなさまのご来場をお待ちしています。 
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2月 19日（木）の「エコ・リサイクル交流集会 2009」で原嶋理事が発表します 
 2月 19日（木）13:00-16:30にさいたま市文化

センター4 階多目的ホールで開催される「エ

コ・リサイクル交流集会 2009」（特定非営利活

動法人埼玉エコ・リサイクル連絡会，埼玉県主

催）に、本会の原嶋昇治理事が「生ごみの堆肥

化による野菜作り活動」というテーマで発表し

ます。この行事は、埼玉県内で活動している環

境・リサイクル団体、行政関係者及びリサイク

ル関係事業者による調査研究の発表や意見交換

などを目的に行われるものです。参加費は無料

です。ぜひご参加ください。 

 申込・詳細は、埼玉県環境部資源循環推進課

（Tel048-830-3106，http://www.pref.saitama.lg.jp/

A09/BC00/eco-recycle/2009/）まで。 

 

3月 19日（木）に次世代型環境学習施設「吉田元気村」見学会を開催 
 間伐材のチップを利用して発電し、その他エ

コ施設で運営している秩父市の次世代型環境学

習施設「吉田元気村」を見学します。 

 キャンプ、コテージを備えた余暇活動施設に、

秩父市内の未利用の間伐材や森林残材等（木質

系バイオマス）を燃料とした「ちちぶバイオマ

ス元気村発電所」、元気村の入浴施設やトイレか

らの排水をバイオマスで処理するサニテーショ

ン施設、クレー仕上げの無床体育館の屋根にあ

る 30kW の太陽光発電システム、学校給食や家

庭からでる使用済みのてんぷら油をリサイクル

して、ディーゼル燃料を製造する「ちちぶバイ

オマスてんぷら油リサイクル工場」があります。 

 参加費はバス・資料代等で 1,400 円です。午

前 9時に川越駅西口暫定自由広場前を出発し、1

7時に帰着予定です。3月 2日（月）より先着 3

0 人で参加を受け付けます。事務局の環境政策

課（Tel.049-224-5866（直通）または Fax.049-22

5-9800）へご連絡ください。吉田元気村につい

ての詳しい情報は、秩父市ホームページ（http:/

/www.city.chichibu.lg.jp）の「木質系バイオマス

への取組」をご覧ください。

 

「エコライフ DAY」チャレンジしましたか？（2月 28日返送期限） 
 埼玉県主催の「エコライフ DAY2008 埼玉」

冬のキャンペーンが3月20日まで行われていま

す。本会では、会員のほか市内公民館の利用グ

ループに広く実施を呼びかけています。会員の

方には、12月末に発送した郵送資料にチェック

シートを同封しています。また、埼玉県ホーム

ページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BE00/e

colife/ecolifeDAY.html）でも用紙がダウンロー

ドできます。ぜひ取組の結果を 2月 28日までに

かわごえ環境ネット事務局（環境政策課環境推

進担当、川越市役所本庁舎 5 階、Fax.049-225-9

800）までお送りください。 

 

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 

問い合わせ：谷津弘子（Tel.049-224-9118） 

☞森林公園自然観察会 

 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。 

◆2月 17日（火） 

 野鳥や冬越しの昆虫を観察します。暖か

い服装でお出かけください。咲き始めた梅

の花を楽しみながらルリビタキやシメ等の

野鳥、そして冬越しのクモやカメムシ等を

探しましょう。 

◆3月 27日（金）当会主催 

 スミレの花が咲き始め、昆虫が活動を始
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めます。水辺ではアカガエルのオタマジャ

クシやトウキョウサンショウウオの卵嚢を

観察しましょう。 

●クリーン&ハートフル川越 

問い合わせ：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 

☞「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 3日（火）・12日（木）・28日（土） 

◆3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、数方向に分れてまち美化

活動を実施し、分別して市役所のごみ置き

場にまとめます。約 2時間の予定です。 

2. 第 3日曜日・9:30-11:00 

◆2月 15日（日）・3月 15日（日）・ 

場所：本川越駅交番横集合。数方向に分か

れて中央公民館まで 2時間の活動予定。 

●福原ファームクラブ 

問い合わせ：横山三枝子（Tel.049-246-9319） 

☞おいしく・楽しく農業体験 

◆2月 14日（土）9:30-12:30 

◆3月 14日（土）9:30-12:30 

雑木林の手入れ（枝打ち・落ち葉掃き）と

お楽しみ 

集合：明見院（川越市今福 677） 

参加費：100円 

●東洋大学 

☞工業技術研究所講演会 

◆2月 26日（木）13:30-16:40 

13:30-15:00「エコライフ・インフォマティ

クスの考案 ~生活を支え、ECO を推進す

る情報システムの考案~」（山際基 東洋大

学講師）、15:10-16:40「ホタルの光・クラゲ

の光・ノーベルの光」（寺西克倫 三重大学

教授）の 2題。寺西克倫教授は、2008年の

ノーベル化学賞を受賞した下村脩さんと共

同研究に取り組んでおられる方です。 

会場：東洋大学川越キャンパス 421教室 

（川越市鯨井 2100、鶴ヶ島駅東口から 10分） 

申込：先着 100人・当日直接会場へ・無料 

問い合わせ先： 工業技術研究所事務室（T

el. 049-239-1322） 

☞低炭素都市・地域づくりシンポジウム-

低炭素社会に向けての川越からの発信 

◆3月 20日（祝）13:00-17:00 

詳細は次号でおしらせします。 

●(財)埼玉県生態系保護協会 川越・坂戸・鶴ヶ島支部 

問い合わせ：笠原啓一（Tel.049-222-0957） 

☞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） 

◆2月 8日（日） 

 沼のカモは北の国に帰る準備をし、群れ

で行動するようになります。冒険の森の小

鳥たちにどんな変化が見られるでしょう

か？木に葉がないときは鳥が探しやすいで

す。 

◆3月 8日（日） 

 冬鳥たちと今月でお別れです。元気に旅

立つことを祈りましょう。北に帰る珍しい

鳥が立ち寄るかもしれません。 

 

広報委員会からのおしらせ・編集後記 
●「新河岸川景観プロジェクト」3 月 7 日にオ

ープニングフォーラム 

 埼玉県県土づくり企画室主催による「新河岸

川広域景観プロジェクト」が、2008 年 7 月 27

日の総合講演会を皮切りに、8月 30日に和光・

朝霞エリア、10月 13日に志木・富士見エリア、

12 月 13 日にふじみ野・川越エリアと流域別に

検討会を開いて来ました。ふじみ野市役所で開
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かれた第 4回の「景観掘り起こし勉強会」には、

かわごえ環境ネットから安藤裕貴さんが参加し

ました。これらの検討結果をまとめる「新河岸

川広域景観プロジェクト・オープニングフォー

ラム」が、3 月 7 日（土）に富士見市のキラリ

☆ふじみで開かれることが決まりました。これ

までの経緯は、埼玉県ホームページ「新河岸川

広域景観プロジェクト」（http://www.pref.saitama.

lg.jp/A08/B100/keikanHP/shingashitop.html）をご

覧ください。 

●会員からの活動報告・告知等を随時募集 

 会員の活動報告をぜひお知らせください。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等の情報の掲載等も

受け付けています。2009 年 3 月号（No.029，2

月下旬発行予定）の掲載原稿は、2 月 16 日（月）

事務局必着です。電子データでいただけると助

かります。詳しくは、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 

 「月刊かわごえ環境ネット」をカラーで見る

ことができます。印刷が見にくい、写真をカラ

ーで見たい、会員等に知らせたいという方は、

ぜひご覧ください。また、ちらし・ポスター・

ロゴマークなど、あらゆる情報が手に入ります。 

 さらに、Googleカレンダーを使ったイベント

カレンダーは、本会または会員関連のイベント

が日付を追って一覧できます。ぜひご活用くだ

さい。 

http://kawagoekankyo.net/news/ 

 i モード・EZWeb・Yahoo!ケータイなど携帯

端末用ページも用意しています。 

http://kawagoekankyo.net/i/ 

●編集後記 

◆今号は、かわごえ環境フォーラムの準備や本

会の入会パンフレットの作成など、さまざまな

作業が重なり、発行がとても遅れてしまいまし

たが、何とか発行できました。 

 本会では、季刊誌（最終号は 23号）と毎月作

成していたメールニュース（最終号は 50号）を

統合して、2006 年 11 月に本誌「月刊かわごえ

環境ネット」を発刊しました。本誌先月号をも

って、総発行号数が 100となりました。 

 インターネットによる情報発信は即時性や情

報伝達量に優れていることもあり、紙媒体での

情報伝達はだいぶ衰退していますが、自宅以外

でのインターネット接続環境はまだまだ充実し

ておらず、月刊誌の発行による情報伝達もまだ

役割は大きいと考えています。月刊誌とホーム

ページの 2つの両立は、かなり荷の重い仕事な

のですが、しばらくは理事長兼広報・ホームペ

ージ担当として役目を果たしていきたいと考え

ています。 さて、1 月号でもお伝えしている

とおり、本会は2010年度に10周年を迎えます。

会員からの 10 周年記念事業に関するご提案等

を募集しています。かわごえ環境ネットの部会

等の会合や本会事務局窓口、ホームページなど

においてぜひご意見をお寄せください。（こせ） 

◆2月 21日（土）に開かれる「第 7回環境フォ

ーラム」の概要は 5ページに載っています。そ

の中で、午後の講演を担当される「鎌倉を美し

くする会」代表の髙田晶子さんの講演が、今後

の環境活動の参考になろうかと思います。 

 今、市民・事業者・行政との協働が叫ばれて

いますが、「鎌倉を美しくする会」は、地域の環

境をきれいにしながら、行政に働きかけて自治

体の課題にして解決の道を探る試みを続けて参

りました。若宮大路のポイ捨てゴミ拾いから始

まった運動が、条例制定につながり、さらに違

反広告撤去、バス停のベンチ設置と、鎌倉へ訪

れる人々への「おもてなしの心」を伝えてきま

した。会ができて 21 年、2 代目の会長として、

「景観の質が問われる時代」に、私どもの活動

は時代に必要とされていますと、ホームページ

に載っている「抱負」を聞いて、私どもの活動

の応援歌にしたいものです。 

 このような地味なグループを長続きさせるコ

ツなど、会が終ったあと「髙田さんを囲んで」

の軽食会を予定しています。ご希望の方は武田

（携帯 090-2521-5770）へご連絡ください。（KT） 
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イベントカレンダー（2月 5日~3月 28日） 

日 月 火 水 木 金 土 
★：会員内外を対象にした公開イベント 
●：会員全員が対象の部会・イベント 
◆：理事・委員等が対象の理事会・委員会 
◎：会員主催のイベント等 
○：その他       詳細は個別の記事を参照ください。 

2/5 
 

6 
 

7 
 

8 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 
 

9 
 

10 
★9:30川越市
森林公園計画

地樹木調査 

11 
 

12 
◎13:30まち
美化啓発運動 
●15:00社会
環境部会 

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
化啓発運動 

16 
○本誌 3月号
原稿締切 

17 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

18 
 

19 
◎13:00エ
コ・リサイク

ル交流集会 20
09 

20 
◆17:30フォー
ラム実行委員会 

21 
★9:45第 7回
かわごえ環境

フォーラム＋

クラッセの環

境デイ 
22 
10:00荒川流域
再生シンポジ

ウム（嵐山町・

荒川流域ネッ

トワーク主催） 

23 
 

24 
 

25 
◆13:00理事会 
◆15:00企画
委員会 
 

26 
◎13:30工業技
術研究所講演会 

27 
 

28 
◎13:30まち
美化啓発運動 
○エコライフ

DAY返送期限 

3/1 2 
○「吉田元気

村」見学会申

込開始 

3 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4 5 
 

6 
 

7 
◎新河岸川景

観プロジェク

ト・オープニン

グフォーラム 

8 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 
 

9 
 

10 
★9:30川越市
森林公園計画

地樹木調査 

11 
●15:00社会
環境部会 

12 
◎13:30まち
美化啓発運動 
 

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
化啓発運動 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
★9:00「吉田元
気村」見学会 

20 
◎13:00低炭素
都市・地域づく

りシンポジウム 

21 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 
◆13:00拡大
企画会議 
◆15:00理事会 

28 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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