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コナラドングリから苗木を育て、平地林の植樹再生へ 

  
 畑地に植えたコナラ鉢植えの幼木 南文化会館の自転車置き場裏花壇のコナラ 

 江戸時代に作られた武蔵野の平地林は、農用林として使われたコナラが主体の林で

あるが、ここ 20～30年コナラの伐採、萌芽更新を行っておらず高い樹冠になってし

まった。多くのコナラは陽を求め曲がりくねった幹となり、風雪で落下する太枝が多

くなっている。立ち枯れのコナラも多く見られ平地林の限界が見えてきた。老木とな

ったコナラの萌芽更新は難しく、平地林を持ち続けている農家も、広い面積での全伐

採を行えずにいる。森のボランティアである川越緑のサポーターでは、ドングリを鉢

に入れた腐葉土に植え、芽生えた幼木を育てる試みを始めた。 

 野菜作りの農用林として、腐葉土を畑に入れて、里芋作りを続けている農家にコナ

ラの育成と3年後の移植の話をしたところ、家の畑と林でやっていいよ・・との返事

をいただき実行に移す企画をたてた。平成 20年度に始められた「みどりの埼玉づく

り県民提案事業」に企画書を作成し応募、採用された。認可されたのが9月で、コナ

ラのドングリからの実生は時期的にムリ。しかし、平地林の中には芽生えた幼木が無

数にあり、鉢に移植し畑地に鉢ごと植え込む「コナラ幼木植樹イベント」を実施した。 

 参加した市民は、ドングリの実が付いた幼木を鉢に植えるときには、ていねいな手

捌きを見せて目を輝かせていた。鉢に植えたので平地林に再移植する時、畑地に根を

残さずスッポリと簡単に抜ける。また、畑土を取り出さずに済む。このイベントを10

月にも行い330鉢が平地林脇の畑に植樹できた。10月中旬までは鉢の水枯れもあり、

近くに水タンクを置いた給水体制を設定したことで、枯れる幼木も見られず落葉の秋

を迎え、細い幹先に芽を残して春を待っている。このコナラ幼木植樹を企画するにあ

たり、4月頃に南文化会館の自転車置き場裏の花壇に実生のコナラ53本を鉢植えにし

て、植樹を試験的に実施、生育状態を観察している。11月頃には、幹丈50cm程に成

長しているのを確認、3年で1.5mが予測できて平地林への植樹も可能になった。 

 コナラ植樹ができる目処がついて、平地林再生の活動が楽しくなってきた。 

かわごえ環境ネット理事 金子晃 



月刊 かわごえ環境ネット 2009年 3月号 No.029 

- 2 - 

入間川にサケを放す会 団体会員訪問 地域環境活動を聴く（18）
 2月 11日祝日に入間川に架かる川越橋を車で通過して

いる時、橋の下の川原に大勢の人が居るのが視界に入り、

何だろう・・と思った瞬間、サケの放流だ・・と気がつき、

車をUターンさせ川原に下りた。河川敷のグラウンドか

ら、急ぎ川原に出ると放流の最中で、子どもたちと付き添

っている親の歓声が起きている。水際に近付き川面を覗く

と 5cmにも満たないサケの稚魚が泳いでいる。放流され

た稚魚は、しばし佇む動作の後、深みのある流れに遡って

泳ぎ群れを作っていた。環境ネットの団体会員である「入

間川にサケを放す会」のサケの稚魚放流の活動であった。 

 大勢の参加者の中、世話人の腕章を付けた方に声を掛け、

会長は何処にいますかと尋ねると「あそこでマイクコード

を片付けている人だよ・・・」と教えてくれた。近づき挨

拶し、インタビューを始めると「今は、片づけ中なので、

後日に取材を・・」となった。会場の参加者を見回すと、

浅瀬に残ったサケの稚魚を追いかける幼子は、ズボンの濡

れるのも気にせず目を輝かせた笑顔だった。 

 日時を変えての取材は、六軒町にある中央公民館の分室、

純日本家屋の広い和室前、柔らかな冬陽射しが差し込む、

畳が敷かれた一間廊下で杉浦会長から話しを伺いました。

会の設立はいつからでしたかと伺うと「27年前、1982年

3月、入間川にサケが戻れる清流を取り戻す運動として発

足しました」とのこと。 

 
サケの一生と育て方が書かれた冊子 

 ここで、「もどってきたサケの話」と「サケは友達」の

小冊子を開きサケの生態と会の活動について話をしてい

ただきました。「入間川の初雁橋から下流にかけて沢山の

魚が浮かんで流れた事件が起こり、調べると流域にある工

業団地からのシアン流失が原因でした。魚達は自らの命と

引き換えに私達に飲み水の危険を教えてくれたことを知

り、河川浄化の世論を上げるためにサケの放流を思い立ち

ました。子供たちにサケの卵を育ててもらう『里親』制度

を始めたのです。卵は、福島県の漁協から4万粒を買い、

南公民館を会の活動拠点として、一人6粒ずつ分け、ふ化

させて育ててもらうことにしました。卵分けは、川越市の

広報に掲載してもらい、広く市民に呼びかけています。小

学生は、川越市を始め埼玉、東京、千葉など約40校が参

加し、卵のふ化観察と放流、3年後に戻ってくる夢を体験

しています」と一気に情熱を込めた語りが聞けた。 

 杉浦会長は、第 3 回のかわごえ環境フォーラム(2005

年・平成 16年)で、「サケの放流による河川の浄化運動」

を発表している。会の活動は、年々 関心が高められ、今年

のサケの放流には700人位の親子が参加した。 

 
入間川へのサケの稚魚放流風景 

 「埼玉県内を流れる荒川は、支流から生活排水、工業排

水が流れ込んでいるにもかかわらず、秋ヶ瀬堰で私達県民

の飲み水として取水されています。汚れがひどくなってい

たので、学生と共に水質調査を始め、幾つかの汚染源を突

き止め行政に告発もしました。」 

 「河川を汚さない仕組みと、汚れを監視する体制も大切。

市民監視の世論を高めるために、サケに一役かってもらい

ました。サケは清流のシンボルであり、母川回帰の夢があ

り、マスコミにも取り上げられ易いからです。サケの放流

は入間川の風物詩になってきています。ふ化では、日々 観

察する子どもらに生命の誕生を見せられます」「放流開始

から8年目に、3年物の親サケとなって入間川に戻って来

た姿を見たときは、大変嬉しかったです。今日、この活動

が出来るのは、様々 な市民の支援のお陰です。」と話され

ました。このほか、飼育水温と餌やり、サケの生態、回帰

習性の予測等々 、多くの体験を詳細に語って頂いた。子ど

もらに、母なる川に帰ってくるサケの習性、生命誕生の感

動が伝えられる素晴らしい環境教育活動になっているこ

とに感銘を受けました。 

（2009年 2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 
新春講演会「かわごえの望ましい環境の実現に向けて」を開催して 
 川越環境保全連絡協議会・かわごえ環境ネット共催 

 
パネルディスカッションの様子 

 今年の新春講演会は、川越市環境行動計画「か

わごえアジェンダ 21」の策定 1周年を記念して、

「かわごえの望ましい環境の実現に向けて」と

題して 4名のパネリストによるシンポジウムを

川越環境保全連絡協議会とかわごえ環境ネット

の共催で開催しました。 

 シンポジウムの進め方は、まず「かわごえア

ジェンダ 21」（以下、アジェンダ 21）の位置付

けを参加者に理解してもらって、その後「望ま

しい川越の環境像」を 4名のパネリストに「ま

ちのようす」「市民生活のようす」「自然のよう

す」「事業所のようす」をそれぞれの分野で語っ

ていただき、これらを基にしてパネリストによ

り深くお伺いすることにしました。 

 講師は川越市環境政策課の松本陽介さん、「ま

ちのようす」を東洋大学准教授であり、かわご

え環境ネット理事長の小瀬博之、「市民生活のよ

うす」を気象予報士で主婦の飯島希（ほまれ）

さん、「自然のようす」を古谷在住農家の斎藤達

朗さん、「事業所のようす」を本田金属技術(株)

の吉野祐二さんにお願いしました。 

 松本さんは「川越環境基本計画とアジェンダ

21」について講演され、環境改善の両輪として

「アジェンダ 21」が機能することを話されまし

た。小瀬は「アジェンダ 21作成委員会」委員長

を務められたことから、作成に至る経緯などの

あと学識経験者の立場から「まちのようす」と

して「歩いて楽しいまち」が望ましい姿であろ

うと発言をしました。飯島さんは「低炭素社会

での私たちのくらし」というテーマで実体験を

交えて「市民生活のようす」のあるべき姿を語

られました。斎藤さんは「自然と農業」という

テーマで農業と自然の共生、街づくりの中での

農地の在り方を取り入れながら「自然のようす」

を話されました。吉野さんは「事業所のようす」

を「本田金属技術の環境への取組」というテー

マの中で、企業に於ける環境活動が紹介され、

これからの事業所のあるべき姿で締めくくりま

した。日頃企業の環境への取組になじみの薄い

市民にとって参考になったと思われました。 

 パネルディスカッションにおいては、飯島さ

んからは、エアコンを使わない代わりに腹筋を

して体を温めるなど、工夫して楽しく取り組む

ことの重要性、小瀬からは、ノーカーデーなど、

環境に配慮した目に見える取組を協働でトライ

すべきこと、斎藤さんからは、農業で起業し、

続けていくために必要なこと、吉野さんからは、

的場工業団地の各企業が参加する清掃活動にお

いて、たくさんの参加者があることなどの発言

がありました。4 者の取組や提案は、それぞれ

の立場によってかなり異なるものでしたが、根

底にある「望ましい環境像」は、共通している

と思いました。 

 その後パネリストの発言に対してコーディネ

ーターから「個人、組織として考えること」「各

団体、行政との協働」について問題提起され、

会場からの質問もあってシンポジウムを終了し

ました。 

 「アジェンダ 21」が今後も市民のみなさんに

浸透し、環境改善がお互いの力で進み、住んで

いて良かったといわれる川越をめざしていきた

いと思いました。 

（村上正明・小瀬博之） 
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池辺公園における保全活動報告 自然環境部会 

日時：1月 19日（月）9:00~11:30 

場所：池辺公園 

参加者（敬称略）：市川、賀登、菅野、畠山、稗

島、平田、大辻、公園整備課、造園業者 

 今回の保全活動は前回と同様に林床のアズマ

ネザサを根元から刈り取る作業ですが、作業エ

リアが 4月の開園に向けた工事中の場所で、キ

ツネノカミソリを増殖して行く予定地です。作

業が終了した後は、込み入って間伐が必要な樹

木の選定とマーキング作業を行いました。以下

に活動状況を報告します。 

 次回（3~4月）は地主さんの許可が得られ次

第、隣接地からのキツネノカミソリ移植活動を

予定しています。       （大辻晃夫） 

 
4月開園に向けて造園中の第 2期工事区 

 
アズマネザサを一本一本刈り取り作業 

 
川越市と造園業者を交えての打合せ中 

 
キツネノカミソリの移殖予定地

かすみ湧水堀・ホタルの里づくり活動報告 自然環境部会 

日時：2月 12日（木）10:00~11:00 

場所：笠幡、多自然護岸・かすみ湧水堀 

参加者（敬称略）：市川、菅谷、原嶋、平田、大

辻の 5名 

 めずらしく北風の弱い穏やかな午前中、多自

然護岸工事の完了した湧水掘に、大切に育てて

きた 119匹のヘイケボタルの幼虫を放流しまし

た。今回放流した幼虫は、昨年夏に初めてこの

湧水堀に飛び交ったホタルの二世です。 

 工事の終わった湧水掘の岸辺には植え付けた

ネコヤナギが芽を吹き、魚類も多く、餌になる

カワニナも定着しましたので、昨年以上に羽化

してくれることを期待している一同です。以下

にその放流状況を報告致します。（大辻晃夫）

 
岸辺に根付いたネコヤナギ 

 
約 30匹ずつ 4箇所に分散して放流 

 
放流前の幼虫 

 
流れを抑える木杭柵の中へ放流
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「エコ・リサイクル交流集会 2009」~3Rでまちづくり~2月 19日、さいたま市で 
 社会環境部会

 NPO法人埼玉エコ・リサイクル連絡会と埼玉

県の共催による交流集会が、さいたま市文化セ

ンターで 2月 19日に開かれました。かわごえ環

境ネットからは、社会環境部会の原嶋理事が「生

ごみの堆肥化による野菜づくり活動」の題で発

表しました。都市部での生ごみ処理は大半が焼

却処分をし、一部でコンポストや生ごみ処理機

による個人処理に頼っています。生ごみを組織

的に収集して堆肥化するシステムは、川越市で

は検討されていません。しかし、リサイクルの

生ごみ資源化の考えを近郊の緑地をかかえる地

域で実践できないかと挑戦した記録でした。 

 原島さんらのグループでは、近所の飲食店等

の生ごみを EM菌による処理で堆肥化し、野菜

づくりに生かしている活動が紹介され、その収

穫で川越市の中心地で即売会を毎月実施するよ

うになり、有機野菜への関心の高まりが実感さ

れていると報告されました。 

 ほかに、朝霞市の生ごみを堆肥化している「な

ごみ農園」代表の“生ごみは燃やさない”をモ

ットーに、行政と協働で取り組んでいる活動と、

安行造園株式会社の「安行四季彩マットの屋上

緑化」の具体例が報告されました。 

 最初の基調講演は、川口市環境部廃棄物対策

課長の渡辺洋一さんから、レジ袋削減運動で、

スーパー等の大口使用者との削減協定にこぎつ

けるまでの苦闘の体験が語られました。 

 市内の 25事業者に呼びかけてから、12業者 1

9 店舗で協定にこぎつけるまでの厳しいやりと

りの一端が紹介されました。売上減への危惧を

どう払拭させるかに腐心したとのことでした。

各企業の本社トップの理解を得られるようにと

メールを工夫したり、同席した市民団体から「協

力店へ買いに行こう」の応援行動の確約を得た

りするなどの裏話も語られ、市長を先頭に実現

への熱意が伝わった 50 分の話に参加者も耳を

傾けました。 

（武田侃蔵）

川越市の活動報告 
エコドライブ講習会を実施 環境政策課 

 
講義の様子 

 

 本市において、今年度より本格的に始動した

エコドライブ推進事業の一環として、2009年 2

月 6日（金）に、川越市立中央図書館視聴覚ホ

ールにおいて、エコドライブ講習会を実施しま

した。(財)省エネルギーセンター・エコドライ

ブ推進部の小林紀氏を講師に招き、エコドライ

ブの必要性および実践方法について講義をいた

だきました。川越市役所職員 62名が受講したほ

か、かわごえ環境ネットからも事業者会員であ

る初雁興業(株)のみなさんに参加いただきまし

た。 
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会員の活動報告

図形処理演習「まちなか発表会」 東洋大学

 
会場の様子

 
スライドと模型でプレゼンテーション

 東洋大学では、文部科学省 平成 19年度 現代

的教育ニーズ取組支援プログラムとして『もの

づくりから学生と地域を育てる共生教育‐「つ

くる」をテーマに「持続型共生教育プログラム：

川越学」の展開へ‐』を実施しています。 

 その取組の一つとして、昨年度に続き、環境

建設学科の演習科目である図形処理演習の成果

発表会を、「まちなか発表会」として 1月 20日

（火）13:00-18:00に川越プリンスホテルにおい

て公開で実施しました。 

 図形処理演習は、2年生 100名が 27チームに

分かれて、国道 16号線と新河岸川で囲まれた川

越中心市街地の割り当てられた地区を踏査して、

地域のアメニティ（快適環境）の現状をマップ

にまとめ、この結果をもとに、「アメニティタウ

ン川越」をめざした地域のまちづくり提案をす

るというものです。 

 発表会は、「地域の拠点となる施設・空間づく

り」「住民が集える公園づくり」「歩行者が安全・

快適に使える道づくり」「歩行者が安全・快適に

使える道づくり」「川越駅西口地区のまちづく

り」「仙波町地区のまちづくり」「新河岸川沿い

のまちづくり」の 7つのセッションに分けて行

われました。各チームは、割り当てられた地区

を踏査した結果をもとにして、将来の地区のま

ちづくり提案、まちづくり提案の具体的なデザ

イン（模型、図面）、アメニティタウン実現のた

めの課題について発表しました。 

 公開発表会ということで、会場には多くの来

場者がありました。今年度の対象地区は、住宅

地であるところが多く、オープンスペースの少

なさから、公園を中心とする提案が多く上がり

ましたが、提案した公園が使う側の視点に立っ

た計画となっていないのではないかという意見

や、公園がこれだけ必要なのか、これだけの要

求に行政が応えることができるのかなど、さま

ざまな意見が市民や専門家の視点から上がりま

した。それに対して学生は、チームの作品の意

図を力説して対応しました。 

 実際には、公園のデザイン以外にも俯瞰的な

改善提案が盛り込まれていたのですが、そのあ

たりの説明が十分になされていなかったり、具

体的なデザインとなっていなかったりしました。

限られたプレゼンテーション時間の中で、自分

たちの意図を人に伝えることの難しさを実感し

たと思います。 

 ほとんどの学生は、この演習が地域のまちづ

くりを考える初めての機会であったと思います。

2 年生の能力を考えると、実在する地区を対象

にここまでの提案ができたことは、とても評価

できるものであり、それゆえに、さまざまな立

場の視点で意見がなされたことと思います。 

 今後、現代 GP の掲げるテーマのとおり、学

生がより実践力を磨いて、川越をはじめあらゆ

る地域の発展のために能力を発揮してもらえる

のではないかと期待しています。（小瀬博之）
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近隣市の環境行政

日高市の市民参加の環境行政 
1）可燃ごみは太平洋セメントで原料に 

 山紫水明、里山と高麗川の清流に囲まれた日

高市は、2002（平成 14）年 12 月から、可燃ご

みを市内の太平洋セメントでセメントの原料と

して引き取ってくれるようになり、リサイクル

率は一気に 99.5％になり、埼玉県下でのトップ

を占めるようになりました。 

 それまでは、分別や生ごみ堆肥化の助成など

で、市民一人当り一日の家庭系ごみの発生量は

700g台でしたが、太平洋セメントに委託した翌

年の 2003（平成 15）年度は 800gを越えました。

これは市民に何でも燃やせるとの誤解が生じた

ため、市では急ぎ分別・減量の PR を行ない、

翌年は 761gに減り、2007（平成 19年）度は 75

8gにまで減り、埼玉県の平均を下回りました。 

2）市民会議で「ごみ減量化への提言」 

日高市では、2006（平成 18）年 9月より「日

高市市民参加と協働のまちづくり市民会議」を

立ち上げ、2008（平成 20）年 2月 5日の提言書

提出まで、20数回にわたって会議や市民集会を

開き市民参加条例のあり方を検討してきました。 

 その最初のワークショップで、市として緊急

の課題であるごみ問題について討議を重ね、20

07（平成 19）年 3 月 15 日に「ごみ減量化への

取り組み」と題した提言書が出され、市民会議

の最初の成果としてまとめられました。 

 提言では、ごみのセメント化という方法が、

かえって市民の意識の低下を招いているとし①

ごみ処理を環境問題の中心に②環境に配慮した

循環型システムの構築③市民、事業者、行政の

協働の観点から「環境基本計画」の策定を提言

しております。なお、今年の 4月から「日高市

市民参加条例」が施行されます。 

3）活発な環境関係ボランティア活動 

 日高市の市民参加推進担当でまとめた「日高

市ボランティア登録団体一覧」によると 19団体

のうち、水辺・緑・里山・花壇・ごみなど、広

く環境問題に係わるグループは 12団体になり、

定例の活動のほか、報告誌も出すなどして活発

な活動を続けています。（武田侃蔵）

理事会・専門委員会からの報告

理事会 
 第 99回理事会は 1月 26日（月）に開催され

ました。審議事項の主旨は次の通りです。 

・今後の事業計画について意見交換を行った。

市民参加のイベント・アースデイ実行委員会が

開催されている。来年度も開催の方向で検討し

ている。 環境学習については、社協、公民館、

中学校、保育園との連携を強く持ち講座の実施

を図って行く。地球温暖化対策地域協議会とし

ての活動は、現状の人員体制では難しいので、

温暖化対策グループを作るなど、人材確保の受

け皿を検討していく。地球温暖化対策地域推進

計画が 3月に公表されるので市と協力して推進

する。以上、各部会での検討を踏まえて次回に

審議する。 

・10周年記念事業は、次回の理事会で審議する。 

・かわごえ環境ネットのパンフレットの作成に

ついては、意見を積み重ねた。今後の対応は、

小瀬理事長と事務局に一任して仕上げる。 

（理事：金子晃） 

 
社会環境部会 
 社会環境部会の 2月例会が、2月 12日に市役

所 7G会議室で 14名の参加で開催され、新年度

事業計画などを討議しました。 

1）1 月 26 日に開催された理事会、第 7 回かわ
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ごえ環境フォーラム委員会、かわごえアジェン

ダ 21 推進委員会等の報告が代表からありまし

た。①今後の事業計画に関連して、「市民が参加

できるイベント」の実施について、アースデイ

が、10月 25日に昨年と同じ場所（蓮馨寺周辺）

で開かれることが報告されました。②公民館、

学校、社会福祉協議会などと連携して、環境学

習や講座の実施などに協力すること、③地球温

暖化対策についての推進計画が 3月に公表され

るので、協力・推進体制への人材確保が必要と

の報告がありました。 

2）地球温暖化グループからは、3 月 19 日実施

の秩父市「吉田元気村」見学について、2月 25

日の広報で一般市民も公募して進めることが報

告されました。また、新年度計画では緑のカー

テン、苗木配布等でも、積極的な啓発に携わる

ことが確認されました。 

3）環境保全及び改善グループでは、3月から北

公民館で始まる「有機野菜栽培」の申し込みが

定員をオーバーして 52名もの申し込みがあり、

抽選で 30名にしぼられ、人気の高さがうかがえ

るとの報告がありました。また、6月ごろに「生

ごみ堆肥化」についての勉強会を予定します。 

4）まち美化グループでは、埼玉県主催の「新河

岸川広域景観プロジェクト」についての勉強会

を 2月 27日に開催し、3月 7日に富士見市でオ

ープニングフォーラムが予定されている状況が

報告され、参加が呼びかけられました。 

4）続いて 2月 21日第 7回かわごえ環境フォ‐

ラムの役割分担等の再確認が行われました。 

 

（社会環境部会代表 渡辺利衛） 

 

自然環境部会 
 1 月 13 日（火）に、（仮称）川越市森林公園

計画地において前回に引き続き西側公有地の藪

状エリアの植物調査を 9名の参加者で行い、こ

のエリアでの調査を終了しました。 

 1月 19日（月）に、池辺公園にてキツネノカ

ミソリの育成計画エリアヤのアズマネササ刈り

作業を行いました。詳しくは記事をご覧くださ

い。 

 2月 12日（木）に、川越南文化会館（ジョイ

フル）にて（仮称）川越市森林公園計画地での

活動の年度まとめと来年度の計画についての話

し合いを 8名の参加で行いました。 

 同じく 2月 12日（木）に、（仮称）かすみ湧

水堀でヘイケボタルの幼虫の放流を 5名の参加

で行われました。詳しくは記事をご覧ください。 

 2月 13日（金）に、川越市役所 7G会議室に

て、2月度・自然環境部会が 10名の参加で開催

されました。最初に、各テーマの活動状況の報

告がありました。次に、来年度の自然環境部会

活動方針についての討議を行いました。 

 討議の中で、今までの平地林の保全活動や湧

水を主体にした保全活動だけではなく、川越市

に流れる河川に関わる活動にも目を向けるべき

だとの意見が出されました。このため、大テー

マを「水とみどりの保全と再生」に設定して、

テーマ展開を進めましたが時間が足らず、次回

で再度討議することになりました。 

 また、前回の部会で 10周年記念事業として提

案した、川越版レッドデーターブックの編集案

について希少な動植物だけでなく、もう少し幅

を広げて、例えば「川越の自然」というような

形で考えられないかとの意見があったので、今

回は具体的な内容について討議を行いました。

しかしこれも時間が足らずに次回再検討になり

ました。 

 最後にかわごえ環境フォーラム実行委員より、

前日の準備内容と当日の内容及びスケジュール

についての報告がありました。 

 

（自然環境部会代表：大辻晃夫） 
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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：3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 3月度） 

日時：3月 11日（水）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金曜日に開催で次々回は 4月 8日 

●自然環境部会（2009年 3月度） 

日時：3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 4月 10日 

★（仮称）川越市森林公園計画地自然観察会 

日時：3月 15日（日）9:30-12:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル）集合 

参加費：100円、定員：先着 30名 

申込：3 月 2 日（月）9:00 より電話でかわ

ごえ環境ネット事務局（Tel.049-224-5866） 

 春、真っ先に花を咲かせる潅木や林床の草花

をウォッチングします。 

◆広報委員会（2009年 3月度） 

日時：3月 16日（月）9:30-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

★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・保険代込み） 

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 

◆拡大企画会議 

日時：3月 27日（金）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） 

出席者：正副理事長、専門委員会正副代表・

企画委員 

◆理事会（第 101回） 

日時：3月 27日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

 第 102回は 4月 13日（月）15:00-18:00、第 1

03回は 4月 27日（月）13:00-16:00 

 

会員・関係団体の主催行事 
●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（4月から第 3

木曜日） 

◆3月 3日（火）・12日（木） 

◆4月 7日（火）・16日（木） 

13:30-15:00 に川越駅東口アトレ横歩道橋

下から川越市役所まで 

2. 第 3日曜日（4月から第 2日曜日） 

◆3月 15日（日）・4月 12日（日） 

9:30-11:00 に本川越駅交番横から中央公民

館まで 

3. 第 4土曜日 

◆3月 28日（土）・4月 25日（土） 

13:30-15:00 に川越駅東口アトレ横歩道橋

下から本川越駅まで 

 4 月から、第 1 火曜日・第 2 日曜日・第 3木

曜日・第 4土曜日と変更します。 

◆3月 29日（日） 

落書き消し一斉行動。9:45本川越駅前交番
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横集合。3 月 8・15 日 13:00 から中央公民

館 2階談話室で情報交換・計画立案。 

応援可能の人は武田までご連絡下さい。 

●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 

 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。 

◆3月 27日（金） 

国営武蔵丘陵森林公園南口に 10:20集合 

スミレの花が咲き始め、昆虫が活動を始め

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。 

◆4月 13日（月） 

国営武蔵丘陵森林公園西口に 10:30集合 

4 月は、新緑の雑木林でスミレの花や、活

動を始めた昆虫、木々で囀る野鳥も探しま

しょう。集合はいつもと違いますので間違

えませんように。バスは森林公園駅から立

正大学行き、森林公園西口下車です。 

●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 

◆3月 14日（土）9:30-12:30 

「遊ぼうパン」と雑木林のお楽しみ 

◆4月 11日（土）9:30-12:30 

トウモロコシの植え付け 

集合：明見院（川越市今福 677） 

参加費：100円 

●東洋大学 

☞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 

現代 GP「川越学：持続型共生教育プログ

ラム」並びに地域産業共生研究センター（C

RIS）の成果報告とパネルディスカッショ

ン。詳細は、地域産業共生研究センターホ

ームページ（http://team-6.eng.toyo.ac.jp/cris

/）をご覧ください。 

場所：川越東武ホテル（川越市脇田町 29-1） 

後援：川越市 

参加費：無料 

申込：3月 13日（金）までに東洋大学川越

事務部研究支援課（E-mail:mlkks@ml.toyon

et.toyo.ac.jp, Fax:049-231-1722）へ 

●(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） 

◆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。 

◆4月 12日（日） 

桜吹雪が沼に散ります。空にはコチドリが、

水面ではカイツブリが恋の歌を歌います。

気も心もうきうき、鳥たちも恋の季節です。 

 

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 日に富

士見市で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ワークショップを重

ね、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きました。

これらの検討結果をまとめる大会を 3 月 7 日

（土）に、富士見市民文化会館「キラリ☆ふじ
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み」（富士見市鶴馬 1803-1）で、「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」と

して開催します。ロビーでは、新河岸川の景観

の良いころ、悪いところなど、市民の目で訴え

る展示コーナーも開かれます。この大会の基調

講演には、川越市在住の溝尾良隆城西国際大学

観光学部教授が「うつくしい新河岸川をつくっ

ていこう」と題して話されます。多くの方の参

加が期待されます。 

 なお、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://ww

w.pref.saitama.lg.jp/A08/B100/keikanHP/shingashit

op.html）をご覧ください。   （武田侃蔵） 

●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 4 月号（No.030，3

月下旬発行予定）の掲載原稿は、3月 13日（金）

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 

 かわごえ環境ネットホームページでは、「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。 

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 

◆第 7回かわごえ環境フォーラムが 2月 21日に

開催され、100 名を超える多くの方にご来場い

ただきました。ありがとうございました。 

 また、『かわごえ環境活動報告集』を無事発行

することができました。「川越の環境活動を知り

 鎌倉の環境活動を学ぶ」というテーマの通り、

勉強になることが多いイベントとなりました。 

 今回は、クラッセ川越での初めての開催とな

り、複合施設の利点を生かして他の階に呼びか

けて、「クラッセの環境デイ」として、環境に関

する行事を実施してもらいました。 

 かわごえ環境フォーラムについては、次号 4

月号にて特集で報告します。ご期待ください。 

（こせ） 

◆アメリカのオバマ新大統領は、現在の未曾有

の経済的危機を救う切り札として「環境立国」

「グリーンニューディール」を掲げ、国民に希

望の灯をともしています。 

 川越市でも「市政を変えよう」「CHANGE」

を掲げて川合善明新市長が当選しました。マニ

フェストに「市民一人ひとりが川越に住む誇り

をもち、終のすみかとして川越を選んだことに

間違いない！と思えるような『まち』川越に、

今こそチェンジしたいと決意しています」と宣

言していますが、良い施策の充実も大切です。 

25 日の市議会初日の所信表明でも①まちづ

くり②ひとづくり③くらしづくり④しくみづく

り⑤げんきづくりの 5本の柱にそって、市民の

期待に応える決意を訴えていました。環境に関

しては、二酸化炭素の削減、資源循環型社会の

実現、貴重な自然環境の保全が掲げられていま

した。この 3月に策定される地球温暖化対策地

域推進計画の市民・事業者との協働による推進

が期待されます。 

また、5月 31日の「ごみゼロ運動」では、よ

り地域での連携が強化された取組が「チェンジ」

のきっかけになり、環境問題への市民啓発の第

一歩になるのではないかと期待しています。 

(KT) 
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ｗ 
イベントカレンダー（3月 1日~4月 18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。 
3/1 2 

○「吉田元気

村」見学会・

「（仮称）川越

市森林公園計

画地自然観察

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（仮称）
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（仮称）
川越市森林公

園計画地自然

観察会 
◎9:30まち美
化啓発運動 

16 
◆9:30広報委
員会 

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 
 

29 
◎9:45落書き
消し一斉行動 

30 
 

31 
 

4/1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
◎13:30まち
美化啓発運動 
 

8 
●15:00社会
環境部会 

9 
 

10 
●15:00自然
環境部会 

11 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 

12 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 
 

13 
◎10:30武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 
◆15:00理事会 

14 
 

15 
 

16 
◎13:30まち
美化啓発運動 
 

17 
 

18 
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