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省エネルギーで地球温暖化ストップ！ 
 地球温暖化の主な原因のひとつはCO2といわれており、普段私たちが生活する

なかで使う電気やガス、水道などのエネルギー消費や自動車の排気ガスなどから

排出されています。CO2の排出量を減らすために、私たち一人ひとりが省エネル

ギーを心がけていきましょう。 

＜ポイント 1＞家庭でのエネルギーの使われ方を知ることが、省エネルギーの第

一歩。 

 省エネルギーを考えるにはまず、家庭でのエネルギーの使い方を知ることが大

切です。エネルギーをたくさん使っていると思われがちな冷房はたった 1％。実

は暖房や給湯で使われているエネルギーが大部分（約 6割）を占めています。家

庭での省エネルギーは、暖房や給湯に効率のよい機器を選んだり、上手に使うこ

とが大切です。 

＜ポイント2＞省エネルギーな機器を選ぶ 

 家庭での省エネルギーは機器を選ぶところから始まっています。買い替えの際

には、機器の省エネ性能をチェックしましょう。 

★省エネ性能を上げる「トップランナー方式」 

 トップランナー方式とは、現在トップの省エネ機能をもつ機器を基準として、

所定の年数以内に他の機器も同レベルの省エネ性能を達成しなくてはいけないと

いうものです。この精度により、新しい機器は年々省エネ性能が上がっています。 

★省エネ性能の比較に役立つ「省エネラベリング制度」 

 省エネラベリング制度は、省エネ性能がより高い機器の普及を目的とした制度

です。このラベルを見れば、購入時に省エネ機能の優れた機器がすぐわかります。 

＜ポイント3＞省エネルギーな使い方をする 

 省エネルギーには「我慢」や「節約」といったマイナスのイ

メージがありますが、エネルギーを上手に使えば快適さを損な

わずにムリなく省エネルギーが実現できます。それが長続きす

る省エネルギーのポイントです。 

 具体的な家電製品の選び方、上手な使い方は「でんこちゃん

のなるほど省エネ！なっとくBOOK」に掲載してあります。東

京電力の窓口にて無料で配布しております。どうぞご活用くださ

い。 

かわごえ環境ネット理事（東京電力株式会社川越支社） 船橋一夫 
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かわごえ環境ネットの活動報告 
「バイオマス発電 吉田元気村」見学会、好天とよい空気で元気百倍の一日 社会環境部会

 
映像で施設の説明を聞く 

 
使用済みてんぷら油で走るトラック 

 
体育館の屋根には太陽光発電パネルが 

 
排水等を処理するバイオマス施設 

 3月 19日、暖かい日和と晴天に恵まれた「吉田元気

村」見学会が開かれました。2月25日号の「広報川越」

を見て参加した人が11名、かわごえ環境ネットの会員

を加えた28名で、秩父市郊外、旧吉田村の県営合角ダ

ムそばの「次世代型環境学習施設」で有名になった「吉

田元気村」へ向かいました。借上げバスの運転手は地元

秩父の人で道路に詳しく、渋滞を避けて予定通り10時

15分に「吉田元気村」に到着しました。 

 秩父市環境農林部の職員2人が出迎え、2階の講座室

で施設の概要について映像を交えた説明をしてくれま

した。地元の山林から切り出される間伐材をチップ化し、

ガス化して「ガスエンジン・コジェネレーション」シス

テムでの発電施設を主に、体育館の屋根の太陽光発電、

使用済みてんぷら油をリサイクルして「バイオディーゼ

ル燃料」に変える施設等が配置されていました。さらに、

施設内の排水やし尿の処理を、バイオマスを利用して浄

化する施設など、循環型環境システムになっておりまし

た。 

 ついで各施設を2班に分かれて回り、職員の説明を受

けながら実際の施設の運転状況を見て回りました。中を

走っているトラックのボディーには「バイオディーゼル

燃料使用車」と書かれていました。 

 環境省や林野庁からの助成でできた実験施設なので、

コスト的にまだまだ解決しなければならない課題は山

積しています。特に、山林行政の現状から見ると、前途

は悲観的ではかとの感想を持ちました。 

 午後1時に出発して、近くにある「龍勢会館」で農民

ロケットといわれる打ち上げ花火筒の「龍勢」の解説と

映像を鑑賞し、村を上げてのエネルギーのすごさに圧倒

されました。あわせて併設されている、秩父事件幹部の

伊上伝蔵記念館で秩父事件資料の数々を見て、100年前

の大不況に苦しんだ庶民の無念さを身近に感じました。

帰りも順調で、予定より早く、午後4時少し過ぎに川越

駅西口に到着、実りある見学会でした。 （武田侃蔵） 
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池辺公園におけるキツネノカミソリの移植活動 自然環境部会

 
完成した公園風景 

 
採掘したキツネノカミソリ 

 
隣地で採掘作業 

 
公園内の北側斜面へ移植中

日時：3月 26日（木）9:00～11:30 

場所：池辺公園 

参加者：大久保、賀登、菅野、稗島、平田、大

辻（敬称略）、川越市公園整備課 

以上、総勢 9名 

 昨年の第 1期工事に引き続いて進められてい

た第 2期工事が 3月 25日に終了し、これで池辺

公園が完成しました。 

 自然環境部会では、昨年から公園の隣接地で

群生しているキツネノカミソリを移植すること

を検討していましたが、このたび、地主さんの

許可が得られましたので、移植活動を実施いた

しました。 

 移植するタイミングとしては、公園完成まで

待っていたために新芽が成長しすぎたようで、

根付いてくれるかどうかの不安が残ります。 

 

（大辻晃夫）

 

かわごえ環境ネット「入会のご案内」を配布しています 

本会は、川越市の環境に関する情報の提供や活動の場の提供、 

そして実践活動を行っている環境パートナーシップ組織です。 

会員になられていない方のために、本会の活動の概要を説明した 

パンフレットを作成しました。川越市役所 5階にある環境政策課 

窓口又はホームページ（http://kawagoekankyo.net）で 

ご覧いただき、ぜひご入会ください。会員の方も、入会の勧誘にご活用ください。 
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アユが天然遡上できる荒川水系を取り戻そう！～菅間堰標識アユ放流作業に参加して～

 自然環境部会 賀登環

 
漁協が菅間堰から稚アユを運搬 

 
作業終了 お疲れ様でした 

 
軽く麻酔したアユの脂ビレを切る 

 

 
脂ビレの位置（荒川流域ネットワーク資料より）

 わずか 50年前まで、荒川流域の各地でアユ漁はさ

かんに行われていたそうですが、水質悪化や堰などの

横断構造物によりアユの遡上は阻まれてしまいまし

た。ところが、近年の水質改善により東京湾から天然

遡上する稚アユの数が急増しています。2008 年春の

秋ヶ瀬取水堰での遡上数は 93万尾に達しました。し

かし、秋ヶ瀬取水堰の魚道を通過して入間川・越辺川

水系に遡上したアユは菅間堰で遡上を拒まれ、アユが

成長する上流の清流域まで到達することができませ

ん。 

 アユが天然遡上できる河川環境の再生は漁業、釣り、

観光、川文化の復活、子どもの健全育成など様々な効

果が期待されます。埼玉県は 2008年「川の国埼玉」

を宣言し、「川の再生」事業を始動しました。このタ

イミングに合わせ、NPO 法人「荒川流域ネットワー

ク」が入間川・越辺川水系へアユが天然遡上できる河

川環境の実現に向け市民、漁業関係者、専門家、行政

への連携呼びかけをはじめました。その第一歩として、

東京湾からの遡上稚アユが菅間堰を上がった場合ど

こまで遡上するかの調査をし、菅間堰の魚道づくりを

働きかけるということです。 

 私たち川越からの 5名はこの呼びかけに呼応し、4

月 26日（日）午前9時から釘無橋中間点の入間川・

越辺川合流点河原で標識アユの作業に参加しました。

ここはアユが溜まっている菅間堰の上流100mくらい

の場所です。作業内容は6センチくらいの稚アユの2

ミリほどの脂ビレ（あぶらびれ）を小さなはさみで切

る、というものです。ピンピン勢いよく跳ねるアユを

相手に結構、神経の疲れる作業でした。狭山市、所沢

市など広域から参加した人 50名ほどで約 9,000匹の

標識アユを越辺川・入間川に放流しました。この脂ビ

レのないアユを見つけた方は、ぜひご連絡ください。 

連絡先：NPO法人荒川流域ネットワーク事務局 

鈴木勝行 Fax.04-2936-4120 
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「エコライフ DAY2009」の説明会に参加して 社会環境部会 齋藤眞之助

 4月 21日、埼玉県および温暖化防止活動推進

センターの主催による今年度の「エコライフ D

AY」についての説明会が行われ、県下の市町村、

事業所、私ら温暖化対策推進員など約 200名が

参加しました。 

 「エコライフ DAY運動」は発足して今年で 5

年。昨年（2008年）の実績では、参加者数 107

万人、CO2排出削減量 877 トンと、何れも過去

の数字を大きく上回っています。削減量 877ト

ンというのは、1 日だけの集計ですので、これ

を1年間続ければ32万トンもの数字になります。 

 今回は、各市町村別のランクは示されません

でしたが、当方の資料では昨年の川越市の実績

は、参加者数 19,307 人、CO2削減量約 15 トン

と、前年より 5割ほど多くなりました。 

 今年も、夏冬の 2回この運動が行われます。

夏のキャンペーンは、6月 1日～9月 30日の期

間に実施する予定で、一般用、高校生用（高校

1 年生のみ）、中学生用（中学 2 年生のみ）、小

学校高学年用（4~6年生）、小学校低学年用（小

学 3 年生のみ）と、5 種類のチェックシートが

作られ 5月末から配布される予定です。 

 一般用のチェックシートには、今年から実施

される「家庭用電気ダイエットコンクール」の

応募チラシも添付されます。これは各家庭で省

エネに取り組んだ成果を、去年と今年の電気の

検針票の比較で競うという趣旨で、9 月に報告

書を取りまとめ、優れたものを表彰するという

ことです。 

 かわごえ環境ネットとしては、今年もこの「エ

コライフDAY運動」を推進する方針ですので、

例年通りみなさまの積極的なご参加をお願い申

しあげます。 

 

「柳瀬川流域の再生」をめぐるシンポジウムに参加 
~湧水保全・雨水利用の地域対策が清瀬市で~

 川越市にある国土交通省「荒川上流工事事務

所」は、荒川や入間川を所管していて、新河岸

川は東京都の北区にある「荒川下流工事事務所」

の所管であります。中流や支流の柳瀬川、黒目

川などの、地元の要請の強いところから「川再

生」の事業が実施されています。 

 3月 30日に、清瀬市で、荒川下流工事事務所

主催のもと「柳瀬川流域の再生」をめぐるシン

ポジウムが開かれ、自然環境部会の大辻代表と

社会環境部会の武田会員が参加しました。所沢

市長と清瀬市長が、雨水の地下浸透や雑木林の

保護などで柳瀬川流域の湧水復活に努めた施策

を織り込んだ基調講演をし、協力の市民や団体

の発表がありました。首長の強い姿勢と、これ

を支える市民の協力なくして「川の再生」はな

いことを痛感させられました。 （武田侃蔵）

 

会員の活動報告 
低炭素都市・地域づくりシンポジウムを開催 東洋大学

 3月 20日（金・祝）に、東武ホテルにおいて

東洋大学・川越市連携シンポジウム「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」を開催しました。 

 本学における地域産業共生研究センターの 5

年間の研究成果及び現代 GP「持続型共生教育

プログラム：川越学」の 2年間の取組の成果を

報告するとともに、川越市環境政策課長の島田

友行様に講演いただきました。また、「川越の自

然と文化を活かす低炭素都市づくりに向けた取

り組みと課題」と題したパネルディスカッショ

ンによって、川越市における今後の低炭素社会

の構築に向けての、東洋大学と川越市の今後の

取組等について話し合いました。（小瀬博之） 
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初めて挑んだ「落書き消し」 クリーン&ハートフル川越

 
駐輪禁止の看板もきれいに 

 
新富町のマンション横の塀で苦戦 

 
丸広百貨店そばの自動販売機の横もきれいに 

 まちの美観を損なう 3悪は、ポイ捨てごみに

違反広告、それに落書きとなります。2月 21日

の第 7回環境フォーラムの午後の講演で、＜鎌

倉を美しくする会＞代表の髙田晶子さんの話に、

鎌倉市での落書き消しの話がありました。気を

つけて見れば、川越市でも方々で散見されまし

た。そこで、クリーン＆ハートフル川越で 3月

29日に、川越駅と本川越駅周辺の公共物の落書

きを重点に、目に余る民間の塀などを事前に了

解を得たものを消すことにしました。 

 用具の「噴霧式の落書き消し」6 本は、駐輪

禁止看板の管理者である「市民部安全安心生活

課」で提供してくれました。また、ふき取るぼ

ろ布は、リサイクルの布類を扱っている津根正

商店が 100枚寄付してくれ助かりました。 

 当日は、資源循環推進課のオレンジのゼッケ

ンに、「落書き消してます」「まちをきれいに」

と書いた啓発メッセージを挟んで、2 人ずつ 5

組に分かれ、川越駅・本川越駅周辺の落書き消

しをやりました。書いた材料、書かれたほうの

材質によって消し方も違い、今後の研究課題と

なりました。落書き消しは事前の準備が必要で、

今後は、年に 3回はやることに決めました。ポ

イ捨てごみ、違反広告、違法駐輪とあわせ、市

民のモラルとの戦いが続きます。 

（武田侃蔵） 
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理事会・専門委員会からの報告

理事会 
 第 101回理事会は 3月 27日に、2009年度第 1

回理事会は 4月 13 日に、2009 年度第 2 回理事

会は 4月 27日に開催されました。 

 主に、5月 23日の総会に向けて、事業報告・

事業計画・決算報告・予算案を盛り込んだ 2009

年度総会議案書の内容を検討しました。 

 なお、今年度から理事会の回数の数え方を年

度ごとの回数としました。   （小瀬博之） 

 
社会環境部会 
 2009年度初めての社会環境部会例会は、4月

8日（水）に開催し、12人が参加して 3月の活

動報告とともに、新年度活動計画などを討議し

ました。 

 理事会の報告を聞き質疑のあと、会員から活

動報告がありました。3 月 7 日に富士見市のキ

ラリ☆ふじみで開かれた「新河岸川広域景観プ

ロジェクト」について武田会員から、月刊かわ

ごえ環境ネット 4月号に載せた報告に追加する

感想を述べるとともに、この企画を進めた「県

土づくり企画室長」の高沢さんが川越県土整備

事務所長になり、新河岸川景観や道路美化など

で市民の期待に応えられるよう、協働を進める

こととなりました。また、3月 29日には、まち

美化の一環として駐輪禁止看板などの公共物の

「落書き消し」をした報告がありました。 

 渡辺代表からは、3月 19日の秩父市の「吉田

元気村」見学会が、会員外の市民も多数参加し

て成功したとの報告がありました。また、原嶋

会員が持参した、川越市北公民館主催の「有機

野菜栽培講座」の様子が写真入りで詳しく紹介

されている全国誌を回覧しました。 

 ついで、総会議案書の 2009年度事業計画案と

予算案について、社会環境部会の 3つのグルー

プによる活動の方向を再確認し、さらに前進さ

せる次のような新提案を提示、了承されました。

また、会計は宮澤理事が担当することになりま

した。 

1）地球温暖化対策グループでは、緑増強、苗木

を進めることとし、里親方式で苗木を育てる企

画、2）環境保全・資源化推進グループでは、埼

玉県の「水すましクラブ」に加盟して水辺の里

親制度への協力体制をとる、3）まち美化グルー

プでは、「落書き消し」を年 3回実施、新河岸川

景観回復活動の推進を加えました。 

（社会環境部会代表 渡辺利衛） 

 

 

自然環境部会 
 3 月 15 日（日）には、（仮称）川越市森林公

園計画地において自然観察会が開催されました。

詳しくは、前月号の記事をご覧ください。 

 3月 26日（木）には、池辺公園にて隣接地よ

りキツネノカミソリの移植活動を行いました。

詳しくは、記事をご覧ください。 

 4月 10日（金）には、川越市役所 7G会議室

にて、4月度・自然環境部会が総勢 11名の参加

で開催されました。最初に、各テーマの活動状

況がありました。次に、前月に引き続いて新年

度の活動方針について討議を行い、具体的テー

マと実施時期の決定を行いました。 

（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） 
●自然環境部会（2009年 5月度） 

日時：5月 8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金曜日に開催で次々回は 6月 12日 

★（仮称）川越市森林公園計画地 樹木調査 

日時：5月 12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） 

 植物調査と折々の自然観察・保全活動を

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 5月度） 

日時：5月 13日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

 毎月第 2水曜日に開催で次々回は 6月 10日 

★（仮称）川越市森林公園計画地 自然観察会 

日時：5月 16日（土）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） 

内容：雑木林の新緑と花、野鳥のウォッチ

ング 

持ち物：筆記具・ルーペ 

定員：先着 30人 

経費：100円 

申込：5 月 1 日（金）9:00 から電話でかわ

ごえ環境ネット事務局（環境政策課） 

◆広報委員会（2009年 5月度） 

日時：5月 18日（月）13:00-14:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

●2009（平成 21）年度総会 

日時：5月 23日（土）10:00-11:30 

（終了予定） 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1） 

●懇親会 

日時：5月 23日（土）総会終了後 

場所：初かり亭（川越市宮元町 61-4） 

参加費：2,000円（予定，当日集金） 

 総会・懇親会について、詳しくは、4 月 2 日

付で会員に送付した資料をご覧ください。 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会 

（2009年度第 1回） 

日時：5月 27日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所地階修養室 

◆理事会（2009年度第 3回） 

日時：5月 29日（金）15:30-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

★川の一斉水質調査 

日時：6月 7日（日）午前 

場所：市内各所 

参加方法：7 日の調査に参加するには、6

月 1日から 6月 5日までの間に行われる予

定の打ち合わせ及び試薬配布にご参加くだ

さい。同行事の日時は確定していませんの

で、参加希望者はかわごえ環境ネット事務

局にご連絡ください。 

 
6月 7日（日）午前に川の一斉水質調査を実施します
 特定非営利活動法人荒川流域ネットワークが

主催する「荒川一斉水質調査」及び新河岸川水

系水環境連絡会が主催する「身近な川の一斉調

査」に協力して、本会が川越市内の水質調査を

行います。昨年は、34 地点の調査を 13 名の参

加者がグループに分かれて行いました。水質調

査の方法は、「パックテスト」という商品名で販

売されている簡易の水質調査キットを用いるも

ので、専門家でなくても行うことができます。

みなさんも水質調査に参加しませんか。 
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 参加を希望する方は、調査場所の分担を決め

て、調査方法の説明と試薬の配布を 6月 1日か

ら 6月 5日までの間に行いますので、5月 28日

（木）までにかわごえ環境ネット事務局（川越

市環境部環境政策課環境推進担当、川越市役所

本庁舎 5階、Tel.049-224-5866）へご連絡くださ

い。詳しい案内をおしらせします。

 

会員・関係団体の主催行事 
●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 

◆5月 9日（土）9:30-12:30 

◆6月 13日（土）9:30-12:30 

集合：明見院（川越市今福 677） 

クラブ会費：1 家族 1,000 円（保険代・備

品代等）、クラブ員でない参加者は 1 人 10

0円（保険代）とします。 

2005 年 4 月から動き始めた福原 YABE フ

ァームクラブが 5 年目を迎えます。1 年目

は「手伝いになっているのか、こんなにた

くさんの野菜をもらっていいのかな」とち

ょっと不安でしたが、4 年目も楽しく、お

いしく活動できました。今年も充実した農

業体験をさせてもらいましょう。 
年間予定表（活動日は第 2土曜日です） 

●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 3木曜日 

◆5月 21日（木）［5月 5日は休みます］ 

◆6月 2日（火）・18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 2日曜日 

◆5月 10日（日）・6月 14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 

◆6月 27日（土）（5月 23日は中止） 

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. 5月 31日のごみゼロデー応援 

◆5月 31日（日） 

各人、地元で参加のあと、12時に、川越警

察署（川越市大仙波 410-1）前庭集合、バ

イパス歩道、小仙波インターチェンジ周辺

等、県土整備事務所と協働で実施。15:30

解散の予定。参加者は武田まで連絡。 

●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 

国営武蔵丘陵森林公園南口に 10:20 集合 1

5:00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。 

◆5月 8日（金）当会主催 

5 月は、アカマツ林で鳴くハルゼミの声を

聞きながら、ジュウニヒトエやキンランの

花季を楽しみましょう。 

 今年からは、月に 1回、草刈りの勉強も

兼ねて動植物の調査も行います。興味のあ

る方はご参加ください。5月は 22日（金）

を予定しています（雨天の時は変更）。 

◆6月 18日（木）当会主催 

 6 月は、雑木林の中で咲くギンリョウソ

ウやイチヤクソウの花を楽しみましょう。

また、梅雨の中でも活動する生き物を観察

月 日 活動内容（2005～2008年度の例） 
5 9 畑の片付け・トウモロコシの植え付け 
6 13 ネギの植え付け 
7 11 4:00からの作業 トウモロコシ・枝豆の収穫 
8 8 4:00からの作業 里芋畑の草抜き 
9 12 ブロッコリー、キャベツの収穫 

10 10 大根畑の片付け・ビニールはがし 
11 14 里芋の収穫・芋煮会 
12 12 大根の収穫・ビニールはがし 
1 9 雑木林の手入れ・落ち葉掃き・豚汁 
2 13 雑木林手入れ  
3 13 雑木林手入れ 焼き芋・チキンスープ・あそぼうパン 
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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：稗島英憲（Tel.049-246-5132） 

☞伊佐沼バードウォッチング 

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） 

◆5月 10日（日） 

恒例のバードウイークが 10 日から始まり

ます。鳥にとって子育ての大切な時期です。

伊佐沼の湖面では、カイツブリのラブコー

ルが聞かれます。コチドリもペアで飛びな

がら鳴き交わしています。肉眼でも十分に

観察できます。 

◆6月 14日（日） 

カルガモの家族が見られます。10羽ほどの

ヒナが、親鳥の後ろに並んで泳ぐ様子は、

テレビでもおなじみの風景です。カイツブ

リのひなは親の背中におんぶされている

ことがあり、縞模様の顔がかわいいです。

コアジサシは空から湖面に急降下して突

っ込み、小魚を捕って食べます。

 

近隣市の環境行政と市民活動「狭山市」 
NPO法人 さやま環境市民ネットワークも3年目に 

 今回は、生ごみ堆肥化やリサイクルなどで先

進的な環境行政を進めている狭山市の活発な市

民活動を取り上げました。5月 9日（土）に NP

O法人になって 3回目の総会を迎えます。人口

は川越市の半分の 15万人、さやま環境市民ネッ

トワークの会員数は 188人。その内訳は個人会

員が 155人、会費は年 3,000円。団体会員が 23

団体、会費は 5,000円。事業者は 10事業者で会

費は 10,000円となっています。 

 活動は、緑の分科会、川分科会、温暖化対策

分科会、ごみ減量分科会と 4つに分かれ、各分

科会から運営委員を選出、理事長、事務局長の

下に運営をしております。市からの受託事業を

漸次増やしながら、会の運営基盤の充実に努め

ております。今年 1月に 35億円をかけて完成し

た 4階建ての「リサイクルプラザ」の運営の一

翼を担っております。 

 この施設に関しては、計画・設計段階から検

討委員会に参加して施設作りに関与、オープン

以降は、狭山市から市民啓発業務を受託しまし

た。毎日 2 名のスタッフが施設の案内をし、4

月からはごみ減量・リサイクルの意識啓発の各

種講座・教室などの開催をします。さらに広報

啓発活動としてのプラザ情報誌の発行、ホーム

ページの作成などを進める予定で、5 月 9 日の

総会に出される予算や事業計画が、他市の市民

団体からも注目を集めています。（武田侃蔵） 

 

おしらせ・編集後記 
●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 6 月号（No.032，5

月下旬発行予定）の掲載原稿は、5月 15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、入会案内パンフレットなど、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
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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 

◆今号は、団体会員訪問をお休みしました。ご

了承ください。4月号で 19回を数えるこの連載

ですが、団体会員の数が現在 60近くありますの

で、すべての会員を紹介するには相当の時間が

かかります。取材記事ですので、広報委員が団

体会員を訪問します。ぜひ取り上げてほしいと

いう団体の方は、かわごえ環境ネット事務局ま

でご一報ください。        （こせ） 

◆2009 年度総会が 5 月 23 日に開催されます。

総会は、本会の最高議決機関（会則第 7条）と

なっており、会員のみなさまが本会に対する意

見、提案等を直接表明できる数少ない機会です

ので、ぜひご出席ください。10周年記念事業に

対するご提案などもいただければと思います。 

 また、総会終了後に懇親会を開催して、お互

いの日ごろの活動に対する意見交換などを、な

ごやかな雰囲気の中で歓談できればと考えてお

ります。             （こせ） 

◆かわごえ環境ネットも本年８月で 10 年目に

入ります。設立のときは「やまぶき会館」の 50

0 人の席がほぼ満員だったと聞いております。

時代の期待を担ってスタートしたかわごえ環境

ネットです。昨年から地球温暖化対策地域協議

会としての一面も併せもっていますが、来年の

新清掃センターの完成に伴うリサイクル施設や

環境啓発施設の運営などにどう対応するか、わ

れわれの力量が問われる 1年になりそうです。

今度の総会に多くの方の参集を期待しておりま

す。（KT） 

◆川越の観光案内の写真で、桜の下を舟に乗っ

て花見をするところが見かけられます。氷川神

社裏で 3月末と 4月初めの「土・日」の 4日間

だけ開かれるイベントです。事情を知らない人

は、こんな情緒のある川が身近にあるとはさす

が川越と、期待は高まるかも知れません。 

 この新河岸川も、氷川橋から下流に歩くと、

新城下橋から先の初雁球場裏が通れません。そ

の先の杉下橋から琵琶橋、貝塚橋へと川の中は

水草が茂り、土砂が堆積して清流とは程遠い景

観です。2 年前に天皇陛下がお見えになった時

は見違えるようにきれいになったと聞きました。 

 3 月 7 日にふじみ野市で「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」が開

かれました。かわごえ環境ネットも展示などで

協力しました。この企画を進めた埼玉県県土づ

くり企画室の高沢室長が 4月人事異動で川越県

土整備事務所長になり、早速現地を見たとのこ

とでした。かわごえ環境ネットの社会環境部

会・自然環境部会の有志と、関係者を集めての

現地視察会が 14日に開かれます。市民の立場か

ら、県・市との協働で「新河岸川を守る」新し

い活動を広がりましょう。まず市民から愛され

る川にしたいものです。（K） 

◆今「エコ」といえば環境にやさしいことの合

言葉になっていますが、一昔前は「エコノミー」

の略語であったようでした。今も、「エコ」とい

っても、「お得」な、「エコノミー」にかかわら

ないと普及しないようであります。 

 川越市では、市民が講師になって開く市民講

座を募集し、広く市民に参加を呼びかけていま

す。今年も 35講座が企画されました。その中に

「エコ川柳」の講座がありました。講師は川越

市環境審議会会長の福岡義隆さんでした。地球

気候学の権威で立正大学教授ですが、柳歴 30

年の洒脱な一面ももたれた方です。 

 しかし、応募者が 10人に満たず講座は不成立

でした。ユーモアに包んでの「エコ意識」の啓

発普及は、前途多難なようです。（KT） 
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ｗ 
イベントカレンダー（5月 1日~6月 20日） 

日 月 火 水 木 金 土 
★：会員内外を対象にした公開イベント 
●：会員全員が対象の総会・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。 

5/1 
 

2 
 

5/3 
憲法記念日 

4 
みどりの日 

5 
こどもの日 

6 
振替休日 

7 
 

8 
◎10:30武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 
●15:00自然
環境部会 

9 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 

5/10 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐沼バ
ードウォッチング 

11 
 

12 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 

13 
●15:00社会
環境部会 

14 
◎13:30まち
美化啓発運動 
（前月号修正） 

15 
○本誌6月号原
稿締切 

16 
★9:30（仮称）
川越市森林公

園計画地自然

観察会 

5/17 
 

18 
◆13:00広報
委員会 

19 
 

20 
 

21 
◎13:30まち
美化啓発運動 

22 
 

23 
●10:00総会 
●12:00懇親
会 

5/24 25 26 27 
◆15:00かわご
えアジェンダ2
1推進委員会 

28 29 
◆15:30理事会 

30 

5/31 
◎12:00ごみ
ゼロデー応援 

6/1 
（★1~5日の
いずれかで川

の一斉水質調

査打ち合わせ） 

2 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3 4 5 6 

6/7 
午前 川の一
斉水質調査 

8 9 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 

10 
●15:00社会
環境部会 

11 12 
●15:00自然
環境部会 

13 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 

6/14 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐沼バ
ードウォッチング 

15 16 17 18 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎10:30武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

19 
 

20 
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