
- 1 - 

2009年 
6月号 
No.032 
2009年 6月 2日発行 

 

 

目次 
団体会員訪問（20）初雁興業株式会社 ····························· 2 

かわごえ環境ネットの活動報告（4題） ························ 3-6 

会員の活動報告（1題） ············································· 6-7 

川越市からのおしらせ（4題） ···································· 7-8 

近隣市の環境行政と市民活動「狭山市」「志木市」 ·········· 8-9 

専門委員会からの報告（3題） ···································9-10 

これから開催されるイベントのおしらせ等 ················· 11-13 

おしらせ・編集後記・イベントカレンダー ················· 13-14 

 

10周年に向けてのかわごえ環境ネットの取組 

 
恒例の歳末まち美化活動では、多くの世代の方々が活動に参加しています 

 5月 23 日に 2009 年度の総会が終わり、今年度の事業が本格的にス

タートしました。2000 年 8 月に設立された本会も、いよいよ 10年目

の年度を迎えました。2010 年に予定されている 10 周年記念事業の具

体的な検討も始まっています。 

 前年度に引き続き、今年度も『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』というテーマを掲げ、

多くの人や団体が川越市の環境に興味を抱き、さまざまな活動に参加

してくれることを目標に活動を展開していきます。 

 第 8回となる「かわごえ環境フォーラム」をはじめとして、多くの

方々に参加してもらえる環境に関する行事を企画するとともに、サロ

ンの実施やインターネットサービスの充実など、会員になってよかっ

たと思える会員サービスの充実を図ります。 

 また、保育園から大学までの教育機関との連携を図って環境教育の

支援や多世代にわたる環境活動の浸透を図るとともに、第二次川越市

環境基本計画や川越市地球温暖化対策地域推進計画を進める川越市

との協力をさらに進めていきます。 

 今年は特に、荒川や新河岸川流域で活動を行っている行政や団体と

連携して、流域レベルの課題と解決に向けての活動を行います。 

 皆様方の活動への協力及び参加をよろしくお願いいたします。 

かわごえ環境ネット理事長 小瀬博之 
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初雁興業株式会社 団体会員訪問 地域環境活動を聴く（20）

 今回の訪問は、入間川の流れ近くにある初雁興業株

式会社を訪ねました。所在地は、名細（なぐわし）地

域の鯨井。難読に数えられる地名で小江戸川越検定で

も出題の一つになりました。大海原に住む巨大な魚、

鯨がついた地名は珍しく感じます。霞ヶ関駅から北に

向かい西文化会館に突き当たり、右折800m位の所に、

前庭を広く取った社屋が建っている。広々とした玄関

に入り受付で案内を請い、応接室で営業部環境事業推

進グループ長の畑直之さん、高根沢美香さんに会い、

地域環境活動をお聴きしました。 

 会社の概要から聴き始めると、出されたのが創業11

0周年・設立 60周年記念に作られた 18ページの会社

案内の冊子。見開きに「雁は飛ぶ」と題した2ページ

にわたる大きな写真。澄んだ青空に、社名に付けられ

た雁の群れが飛んでいる巻頭写真は誠に清々しい。土

木・建築事業の企業活動年表が表示され、社歴と企業

活動がよく理解できました。 

 
環境事業の案内と会社案内 

 社員は120名、東京都立川市、さいたま市、所沢市、

狭山市、飯能市、鶴ヶ島市、茨城県つくば市に営業所

を置いた事業活動。「土木と建築どちらが多い事業です

か・・」とお聴きすると「当社は、年間で約100億円

の売り上げがありますが、ちょうど半々の比率になっ

ています。年ごとの推移では、多少の比率移動は出ま

すが…」と畑さんが説明。 

 企業としての環境活動はどのようになっていますか

と聴き始めると、「環境対策を進めたことで、2002 年

に ISO14001認証を取得。品質部門の ISO9001は2000

年に取得しています。環境優先の経営方針の実現に取

り組んでいます。」企業会員の訪問を続けると環境活動

をビジネスチャンスにしている企業が多くなっている。

近隣の清掃活動から始まる社員の意識改革の次は、事

業活動そのものに環境活動を重ねていく。 

 「かわごえ環境ネットの会員には1年ほど前からで

す。」と語りながら、手作りの「環境関連事業のご案内」

パンフレットを手渡されました。環境良化対策の施工

では、湖水の滞留で発生する藻類（アオコ）制御の装

置を説明されました。「超音波照射でアオコの細胞内の

ガス胞を破壊、水底に沈める。水流発生装置・ジェッ

トトリマーで水の循環を作り藻類の発生を抑える。今、

伊佐沼で実験中です。」「自然土舗装材・エコグローブ

を使った防草対策工法は、透水性・保水性があり、ア

スファルトに比べ路面の温度が低くなります。それに

道路や斜面など、後の草刈が無い利点が大きいのです

ね。」「また、焼却灰をさらに焼成したアークサンドは

吸水性が良く、丸く軽い小玉石になっている。土の上

に 10cm 敷き詰めると雑草が生えない。」「ブロックに

成型され公園歩道・駐車スペースに敷きヒートアイラ

ンド現象を抑制できます。」さすが営業マンだけあって、

要点をさらりと聞かせてくれました。「今、もう一つの

実験をしています。草丈を抑制する根域制御環境緑化

工法で、道路中央分離帯の草を刈らずにすむ背丈に抑

制する工法。表土 10cm の下に分離層を作り、根の成

長を押さえることで、草丈を短く抑制できます。」 

 パンフレットを見ていると、社屋の横に実験・見本

園がありますので見てくださいと案内されました。都

市環境を良化し、管理維持費の低減を目当てとした土

木・建築の環境工法の見本・実験施設。社員憩いの空

間にもなっている。雑木林のイメージとして十数本の

コナラ・クヌギが植栽されている。都市公園の工法実

験施設になっているので、自然土舗装のエコグローブ、

アークサンドを敷き詰めて、雑草防除の差を視覚に訴

えた見本園。昨年落下したクヌギの実からたくましく

も芽を出し、成長した幼木がいくつか伸び微笑ましい

木姿がみられた。この林は、7m2ほどの広さですが憩

いの空間、CO2の吸収源としての植栽は、どの企業で

も持ってもらいたい都市景観の願いが出てきました。

建設業でお客様に視覚に訴えた環境提案ができる施設

と見ました。この見本園は、地域環境学習に役立つし、

企業の本格的な環境活動が営業活動と重なっていると

思った訪問になりました。 

（2009年 5月取材訪問 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

2009年度総会・懇親会を開催
2009年度総会開催報告 

 5 月 23 日（土）10:00 より、川越市立博物館

視聴覚ホールにおいて 2009 年度総会が開催さ

れました。会員数 155人に対して会場の出席者

が 33人、委任が 82人で、総会が成立しました。 

 2000 年 8 月の設立総会から数えて 10 回目の

総会となる今回の総会では、2008年度事業報告

並びに会計報告及び会計監査報告、2009年度事

業計画及び予算についての審議が行われ、総会

議案書の提案の通りすべての議案が承認されま

した。 

 2008年度は「第 7回かわごえ環境フォーラム」

をはじめとして、77 回にわたる事業と 67 回の

会議が行われ、全般的に活発な活動が繰り広げ

られました。また、本会として「ストップ温暖

化“冷やせ！彩の国”」コンクール努力賞という

初めての受賞もありました。環境講座の講師や

学校・民間団体・事業者との協働事業も多数行

いました。 

 2009年度は、事業者や民間団体、特に教育機

関や流域団体との連携をさらに強めながら、さ

まざまな協働事業を進めるとともに、積極的な

行事の公開により、企業の退職者等への活動機

会の提供や、環境活動へより積極的に参加して

もらえる人材の育成を図ります。また、2010年

度に予定されている 10 周年記念事業の検討及

び関連事業を実施します。さらに、会員サービ

スの充実を図ることで、会員のさらなる増加を

めざします。 

 なお、2008 年度事業報告及び 2009 年度事業

計画の全文が、かわごえ環境ネットホームペー

ジに掲載されていますので、詳しい内容を知り

たい方はご覧ください。    （小瀬博之） 

和やかに「懇親会」 

 総会後、場所を「初かり亭」に移して、11:3

0から 23人の参加で「懇親会」が開かれました。

市民・事業者・民間団体・行政の 4者を代表し

て、川越市環境政策課の島田参事から開会の言

葉をいただき、参加者から平素の活動や環境問

題についての感想等が述べられました。 

 かわごえ環境推進員協議会の小山会長や、国

営武蔵丘陵森林公園において自然観察会を開催

している武蔵丘陵森林公園の自然を考える会の

谷津さんなど、お忙しくて部会の例会では顔を

見られない方々の話も聞けました。 

 また、新会員の「家庭倫理の会かわごえ」の

浜尾さんから、地域に根ざしたごみ拾い活動で、

市民の連帯が広まる夢が語られました。今話題

のエコ商品、エコポイントについても経験を交

えて話が盛り上がりました。今後もこのような

交流サロンの開催が必要ではないかとの声も上

がり、納涼会の企画も提案されました。 

（武田侃蔵）

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。 

川越市役所本庁舎 5階にある環境政策課窓口又はホームページ 

（http://kawagoekankyo.net）で入手できます。 

あなたもぜひ会員に。会員の方は、勧誘のためにご活用ください。 
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「（仮称）川越市森林公園」計画地 自然観察会報告 自然環境部会

 
野鳥のさえずりを聞く 

 
ツリガネニンジンの保全地 

 
シジュウカラの巣箱に注目 

 
クチナシグサ（絶滅危惧 1B類） 

日時：2009年 5月 9日（土）9:30～13:00 

場所：川越南文化会館（ジョイフル）、「（仮称）

川越市森林公園」計画地 

参加者：一般・会員 計 13名 

講師：(財)埼玉県生態系保護協会 稗島英憲 

 

 ゴールデンウィーク明けの最初の土曜日で参

加者は少なめでしたが、「すぐ近くに住んでいる

がこんな所があるのは知らなかった」と言う方

もいました。いつも初参加の方がいるので講師

の稗島さんもこの地の歴史をひもときながら丁

寧なガイドです。一番手に開花したサクラ類、

サワフタギ、カマツカなどが種子になりゴンズ

イ、ガマズミ、ネジキなどの花を観察しました。

途中、「武蔵野ふれあいの森」のツリガネニンジ

ンの保全地ではこの雑木林での市民のボランテ

ィア活動についても紹介。少し先の巣箱を設置

したところでしばし見入っていましたら、シジ

ュウカラの親がさーっと出て行くのが見え、一

同ほっと笑みがこぼれました。 

 この地には絶滅危惧種がいくつかあり、今回

観察した「クチナシグサ」は絶滅危惧 1B 類に

属するものです。以前、入間市の「さいたま緑

の森博物館」の観察会に参加した折、スタッフ

が「やっとここにありました！」と小さな株を

興奮気味に紹介してくれましたが、川越のこの

雑木林には結構群落があります。改めてその価

値を再認識しました。参加者もルーペをかざし、

よく見るとかわいいわねという感想でした。最

期にこの時期、渡り途中滞在のキビタキの美し

いさえずりを聞いてジョイフルに戻りました。 

（賀登環） 
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参考までに・・・「武蔵丘陵森林公園の自然を考える会」の在来種保全活動 

 雑木林の希少種で人気なのはキンラン・ギンランでしょう。滑川町の武蔵丘陵森林公園の南

ゾーンにはそこかしこに花をたわわにつけたキンランが目に付きます。開花期の 4 月末から 5

月上旬までの 10日間あまり、武蔵丘陵森林公園の 

自然を考える会のメンバーが交代で「野草パトロール」 

を開園時間の間中やっています。 

 この会が 17年前に活動を始めたときは、キンランは 

とても少なかったそうですが、生息地を守ること、 

盗掘を防ぐことを続けたら着実に増えてきたそうです。 

ちなみに川越市森林公園計画地ではもうほとんど目に 

することはできません。ほぼ盗掘されてしまいました。 

「（仮称）川越市森林公園」計画地 植物調査グループの近況報告 自然環境部会

 
立て看板の文言 

 
周りにテープを張る

 植物調査グループは毎月第 2火曜日に、当地

で調査・保全活動を行ってきて 5年目になりま

す。メンバーは 10人前後集まりますが、固定的

なものではなくどなたでも歓迎です。これまで

在来種保全の目的で草、樹木調査に取り組んで

きて結果をフォーラムの冊子にまとめましたが、

まだまだ未調査のエリアがあり課題は続きます。 

 実際に踏査してみると、ここが遺伝子プール

だということがよくわかります。山や丘陵を持

たない川越にとってまとまった雑木林は動植物

にのこされた最後の生息地です。10年前の市の

基本調査では植物 300種、虫類 200種が記録さ

れていますが、我々素人の調査でもこれは実感

できます。在来種で個体数の少なくなっている

ものは保全策を施しています。 

 今回はツリガネニンジンの保全についての報

告をします。ツリガネニンジンは夏になると薄

紫色の釣鐘のような花をたくさんつけ、花の少

ない雑木林では風情をかもし出します。公有地

となっている一角に自生していたのを調査グル

ープで周りの草刈りをしたり蔓をほどいたりし

て、元気付けてきました。次第に株数も増え開

花も見られるようになって来ましたが、何と今

年の春、先っぽをすべて切られていたのです。

山菜として食する地方もあると聞きましたので、

そういった理由かと思われます。 

 有り余るほど生えているわけでなく、辛うじ

て 10 株程度のものはやはり保全すべきと考え

ます。調査グループでは写真のような看板を小

さく立てて、ここにこんな素敵なものがありま

すよ！という公開策をとりました。（賀登環） 
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「新河岸川の景観回復」で実地見学

 
中州の泥をさらっています 

 
初雁球場裏で担当者の説明を聞く

 5月 14日午後、本会の自然環境部会及び社会

環境部会有志 7人と、川越県土整備事務所の河

川担当官 3人とで、オアシス付近の新河岸川の

現状を見学、意見を交換しました。 

 この企画は、さる 3月 7日に富士見市で行わ

れた「新河岸川広域景観プロジェクト」のオー

プニングフォーラムで、川越市内の新河岸川の

現状について、かわごえ環境ネットとして写真

を撮って展示した際に、埼玉県の担当者との対

話を提案して実現しました。この展示で、ふじ

み野市との境の川崎橋から田島橋までの緑多い

景観、仙波大橋から城下橋までの中洲に泥がた

まっていたり、水草にごみが引っかかっていた

りする望ましくない景観、宮下橋から上流の黄

金橋までの穏やかな望ましい景観の 3つに分け

て展示しました。フォーラム当日に会場に来て

いた、県土づくり企画室や川越県土整備事務所

の担当者も「景観の視点からは何とかしなけれ

ばならない所がある」との感想を持たれ、その

後のわれわれからの現地視察の提案を受け入れ

実現しました。 

 当日は、オアシス横から杉下橋、初雁球場裏

の行き止まり地点などを見てきました。川の中

のたまった泥を除去する工事が、実施されてい

ました。琵琶橋までの一部ですが、少しは改善

されるようでした。また、初雁球場のセンター

後方部分が右岸の歩道を「行き止まり」にして

いる実態を見ました。堤防上の歩道かと思いま

したが、県の河川の境界標識は川に面してぎり

ぎりのところにあり、右岸の部分は川越市の土

地でした。今後、公園整備課等との協議が必要

になりましょう。その後、オアシスの会議室で

意見交換し、今年は城下橋から赤間川公園橋ま

での 1800mに「里川再生事業」が優先されると

の報告があり、今後とも新河岸川のために連絡

を重ねることにしました。 

（武田侃蔵） 

 

会員の活動報告 
「みどりと川の再生埼玉フォーラムイン松伏」に参加しました 川越緑のサポーター

 5 月 17 日(日)10 時から北葛飾郡松伏町にて、

埼玉県の主催による「みどりと川の再生埼玉フ

ォーラムイン松伏」が上田知事の出席のもと

「まつぶし緑の丘公園」にて開催されました。

この公園は、埼玉県によって、26.5haの広大な

敷地に、「みんなで育てる緑の丘」づくりの構

想段階から県民協働による造成が始められ、広

場ゾーン、水辺ゾーン、里山ゾーンの設計と工

事が進み、芝生が広がる広場ゾーンが平成 19

年 3月に完成したもので、昨年度の「みどりと

川の再生埼玉フォーラム寄居」に続いて「都市

の森づくりキックオフ」をメインテーマにして、
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出展の様子 

開催されたものです。 

 フォーラムでは、上田知事から「彩の国みど

りの基金」を活用して、街からから失われたみ

どりを取り戻すと挨拶されました。平成 20 年

度から、自動車税の一部を、みどりの保全と創

出を目的とした財源として、森林の保全・活用、

身近な緑の保全・創出・活用、環境に関する意

識の醸成等に、みどりと川の再生に熱心な所か

ら始めて行きます、と語られました。都市への

植樹記念プレートのスタートと記念樹寄付者

も熱い思いが語られました。会場には、県内各

地の川の再生・森の再生を手がけている民間団

体が、活動状況を案内するブースを設置、来場

者への展示・説明を行いました。 

 川越市からは、かわごえ環境ネットの団体会

員「川越緑のサポーター」が出展、参加団体と

の交流会で活動報告と意見交換を行いました。

埼玉県からは、「みどり再生サポーターズクラ

ブ」の発足と「みどりの埼玉づくり県民提案事

業」の募集案内がされました。  （金子晃） 

 

川越市からのおしらせ 
「新エネ百選」の選定について 環境政策課

 
10kWの太陽光発電システムを設置した月越小学校 

 このたび、川越市の「公共施設及び住宅への

太陽光発電システムの積極的導入」の取組が、

経済産業省および独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構による「新エネ百選」に

選定されました。 

 この事業は、全国の地域性を考慮した新エネ

ルギー等利用などの取組を評価して、優れたも

のを「新エネ百選」として選定し、これを広く

情報発信することで、地域における新エネルギ

ー導入のベストプラクティスの共有を図り、わ

が国の新エネルギー導入を促進することを目的

として行われたものです。 

 川越市が、すべての小中学校 55校に太陽光発

電システムを導入したことや、独自に住宅用太

陽光発電システム導入について補助を行ってき

たことなどが評価されました。 

 6月 1日に「『新エネ百選』選定記念シンポジ

ウム」が東京国際フォーラムで開催され、6 月

から経済産業省本館 1Ｆロビーに選定案件を紹

介するパネルが展示されるとのことです。

会員からの活動報告等をおしらせください 

 本誌「月刊かわごえ環境ネット」では、会員の活動報告等を随時募集しています。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も受け付け

ています。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。の 
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「緑のカーテン」モデル事業 環境政策課

 
平成 20年度 市役所本庁舎緑のカーテン 

 ゴーヤーやヘチマ等の一年草つる植物を建物

壁面に張ったネットに這わせ、夏の強い陽射し

を和らげるとともに、葉の蒸散作用により周辺

温度を下げ、涼しい風を室内に送り込み、室温

の上昇を抑える「緑のカーテン」。 

 地球温暖化やヒートアイランド現象が深刻化

している昨今、空調機器の省エネ効果、CO2 削

減効果、さらに開花や結実等植物を育てる楽し

みを容易に得ることができるものとされ、注目

を集めています。 

 市では、昨年度に引き続き、市役所本庁舎や

保育園等の公共施設に、「緑のカーテン」を導入

し、利用者にご覧になってもらうことで、家庭

や事業所への普及を図っています。 

かわごえ環境推進員協議会代議員会の開催 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

16日（土）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 20年度の事

業報告や決算報告、平成 21年度の活動方針、事

業計画や予算などを審議しました。 

 代議員会終了後、川越市資源循環推進課職員

による「川越のごみ事情について」の講演を行

いました。

6月の環境月間における実施事項
1.布類の拠点回収をまで実施（資源循環推進課） 

 不用となった布類を春（6月 14日まで）と秋

の 2回、市内 51箇所で拠点回収しています。昨

年度は約 117t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.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 20日（土）～6月 21日（日） 

9:00～17:00，場所：川越西文化会館（メルト）

近隣市の環境行政と市民活動

NPO法人さやま環境市民ネットワークの総会で事業規模拡大 狭山市

 さやま環境市民ネットワークでは、NPO法人

になって 3回目の総会を 5月 9日（土）午後 2

時から狭山市の中央公民館大会議室で、70人近

い会員の参加で開かれました。 

 石田理事長の挨拶のあと、仲川市長が祝辞を

述べ、狭山市の環境行政の一翼を担い、他市に

勝る実績をあげている NPO 法人さやま環境市

民ネットワークの活動への期待を述べました。 

 ついで伊藤事務局長、各分科会代表から昨年

度の活動報告、新年度の事業計画が示されまし

た。リサイクルプラザの運営補助やエコライフ

DAY啓発活動など、市の受託事業も軌道に乗り、
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予算規模も 600万円を超えるほどになり、組織

体制の整備充実が課題になっています。その後

太陽光発電の実際等の会員発表もあり、4 時半

過ぎに散会しました。会員相互の交流のために

毎月サロンを開いて懇親を図っています。 

（武田侃蔵） 

 

NPO法人エコシティ志木は７年目 志木市 
 15年前に開かれた志木市の「環境市民大学」

の修了者で作られたエコシティ志木も、13年を

経過、NPO 法人になって 7 年目を迎えました。

この間、志木市の環境基本計画と平行して、エ

コシティ独自の環境基本計画を提示、相互にす

り合わせを行いましたが、完全な一本化はでき

ませんでした。この志木市の環境基本計画も 10

年を経過して、昨年、公募市民を加えた検討会

を持ち、一応の結論に達し、近く成文化される

ことになっています。エコシティの会員も 5人

ほど加わって検証に参加しました。 

 7年前にNPO法人化したエコシティ志木の歩

みは、環境活動団体にとって参考になります。 

 当初は、街づくり、人づくりまで含めた幅広

い環境からの視点で 4部門の行動計画を作りま

した。しかし、協働のパートナーの行政との関

連や市民団体との連携がうまく機能せず、現在

は狭い意味での環境活動に特化して活動を続け、

機関誌を 3か月ごとに刊行し、合わせて「志木

ぶらり散歩マップ」を作ったり、市民の幅広い

支持を受けています。現在会費 2,400 円の個人

会員 60人、会費 5,000円の 2団体会員で、環境

活動に資金援助をする企画を活用したりと、工

夫を凝らしています。    （武田侃蔵）

専門委員会の活動報告

社会環境部会 
 今年度 2回目の社会環境部会の例会は、連休

明けの 5月 13日（水）に 11人が参加して開催

されました。5月 23日の総会に出される議案書

案について、昨年度の活動報告ともに、新年度

活動計画などについて討議し了承されました。

特に、「2009アースデイ・イン・川越 立門前」

は 10月 25日の秋のごみゼロデーと重なるため

の斬新な企画への協力、11 月 14 日の「北公民

館かんきょう祭り」は、「世界につながる環境活

動」のテーマで進めるリサイクル活動の内容等

が、渡辺代表から説明がありました。 

 ついで、東京電力の船橋一夫さんから、尾瀬

を中心に、水上の水力発電所の見学や、尾瀬ヶ

原の環境美化活動を折り込んだ一泊の尾瀬体験

ツアーの説明がありました。 

1）地球温暖化対策グループからは、県の「エコ

ライフ DAY2009 夏のキャンペーン」の詳細に

ついて、埼玉県の説明会に参加した齋藤眞之助

さんから報告があり、今回も公民館活動グルー

プへの啓発を行うことにしました。また、緑を

増やすために、里親方式で苗木を育てる企画が

すすめられ、レモン苗挿木 50 本、甘夏挿木 50

本が渡辺代表のもとでスタートしました。 

2）環境保全・資源化推進グループでは、6月 1

0 日に開催予定の「生ごみ資源化」の勉強会に

ついて、原嶋昇治さんから講師の大友弥生さん

についての紹介等があり、関係方面の幅広い参

加を呼びかけることにしました。 

3）まち美化グループでは、今年度から進める新

河岸川景観回復活動の一環として、14日にオア

シス近辺の新河岸川の現状を、川越県土整備事

務所の担当官と視察することと、31日の「ごみ

ゼロデー」のクリーン活動の予定等が担当の武

田侃蔵さんから説明がありました。 

4）毎年の恒例の川の一斉水質調査を 6月 7日に

行い、その説明会を 6月 3日にすると報告され

ました。 

（社会環境部会代表 渡辺利衛） 
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自然環境部会 
 4月 14日（火）に（仮称）川越市森林公園計

画地において、定例の植物調査を 8名の参加で

行いました。今回は、川越霊園脇の藪状公有地

の草本調査を実施しました。相変わらず、希少

な草花の盗掘や、花の切り取りなどが見られま

す。今後は、保全対策として看板を立てること

を検討します。 

 4月 17日（金）に池辺公園において、第 1回

の植物調査を 6名の参加で行いました。込み入

った樹木の間伐や、ヤブ状の草地に手が入った

ためか、春に咲く絶滅危惧主の植物も観察され

ました。川越市と早急な保全策を協議します。 

 4月 27日（日）に菅間堰上流で行われた荒川

流域ネットワーク・荒川流域再生プロジェクト

主催によるアユ遡上作戦に、自然環境部会から

4 名が参加しました。詳しくは、前月号の記事

をご覧ください。 

 5月 8日（金）に川越市役所 7G会議室にて、

5月度・自然環境部会が 11名の参加で開催され

ました。初めに、上記した各テーマの活動報告

があり、次に、川口市の「安行みどりのまちづ

くり協議会」が、荒れ放題の斜面林で発見した

埼玉県の準絶滅危惧種であるイチリンソウの保

護活動を 12年前から始め、市民の憩いの場とし

て、よみがえらせた新聞記事の報告があり、自

然環境部会として見学会を計画することになり

ました。続いて、6 月 7 日（日）に実施される

「川の一斉水質調査」の参加者の確認を行いま

した。さらに、主題である「新年度・自然環境

部会活動方針」の実施テーマについて、具体的

な日程の決定を行いました。最後に理事会報告

として、「年次総会」の詳細報告と役割分担の確

認が行われました。 

（自然環境部会代表：大辻晃夫） 

 

かわごえアジェンダ 21推進委員会 
 5月 27日（水）に川越市役所にて、第 7回の

委員会を開催しました。出席者は 6名でした。 

 前年度実施したかわごえアジェンダ 21 チェ

ックシートの市民編について集計した結果を報

告しました。速報値ですが、8 つのイベント等

で 293名の回答が得られ、イベントごとにかな

り特長の見られる結果となっています。 

 本会では、毎年川越市が発行している第二次

川越市環境基本計画年次報告書「かわごえの環

境」において、市民の取組についての執筆を担

当していますが、平成 21年度版の発行に向けて

執筆内容を検討しました。本会主催の協働事業

を中心に、本誌やかわごえ環境フォーラムにお

いて発行した「かわごえ環境活動報告集」の原

稿を活用して原稿を作成することにしました。 

 今年度の事業について検討しました。説明の

時間が確保できる学習講座やアースデイ・イ

ン・川越の会場等での実施、大学授業での実施

等を行うとともに、全会員にチェックシートを

実施して、会員への川越市環境行動計画「かわ

ごえアジェンダ 21」のさらなる周知と取組の推

進を図ることにしました。 

 また、かわごえアジェンダ 21に関わる勉強会

を、同様の計画を持っている自治体の関係者を

招くなどして開催していくことが検討されまし

た。 

（かわごえアジェンダ21推進委員会委員長：小瀬博之） 

 

 



月刊 かわごえ環境ネット 2009年 6月号 No.032 

- 11 - 

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） 
◆川の一斉水質調査事前打ち合わせ 

日時：6月 3日（水）15:00-16:30 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

 6月 7日の水質調査参加者が対象です。 

★川の一斉水質調査 

日時：6月 7日（日）午前 

場所：市内各所 

 3 日の打ち合わせを欠席された方は、かわご

え環境ネット事務局まで調査地点の確認と試薬

の受け取りをお願いします。 

★（仮称）川越市森林公園計画地 樹木調査 

日時：6月 9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。7月は 14日です。 

★「生ごみ資源化」勉強会 

日時：6月 10日（水）13:00-15:00 

場所：川越市役所本庁舎 7A会議室 

講師：大友弥生さん（狭山生ごみ資源化を

すすめる会会長） 

 「生ごみ資源化への道は」で、どう行政を説

得し、市民を啓発し、軌道に乗せることができ

たかを聞きます。参加自由。会場設営の都合も

あり、前日までに担当の原嶋 080-6621-1939 ま

で連絡を。 

●社会環境部会（2009年 6月度） 

日時：6月 10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 7月 8日 

●自然環境部会（2009年 6月度） 

日時：6月 12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 7月 10日 

◆広報委員会（2009年 6月度） 

日時：6月 22日（月）11:10-12:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆理事会（2009年度第 4回） 

日時：6月 26日（金）16:00-18:00 

場所：川越市役所地階修養室 

第 5回は 7月 27日（月）15:00-17:00 

★玉原高原「ブナと湿生植物の観察会」 

日時：7月 1日（水）8:00-17:00 

会場：玉原（たんばら）高原 

（群馬県沼田市） 

申込初日の 6月 1日で定員に達したため、

申込を締め切りました。 

★（仮称）川越市森林公園計画地「虫の観察会」 

日時：8月 2日（日）9:30-12:30 

集合場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

持ち物：筆記具・水筒・虫網・ルーペなど 

問い合わせ：賀登（049-234-9366）

最新情報はかわごえ環境ネットホームページでどうぞ 

 ホームページでは、本誌「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。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。ケータイ専用ページも用意しています。 

ご活用ください。 

PCサイト  http://kawagoekankyo.net/news/ 

携帯サイト http://kawagoekankyo.net/i/ 
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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 

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。 

◆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

します。 

◆7月 20日（月・海の日）当会と公園との

共催 

 7 月は今年も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、オ

オスズメバチを観察します。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。 

●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 

◆6月 2日（火）・18日（木） 

◆7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 2日曜日 

◆6月 14日（日）・7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 

◆6月 27日（土）・7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. 7月定例の郊外クリーン活動 

◆7月 19日（日） 

伊佐沼周辺および川越市民聖苑やすらぎ

のさと周辺。9:30より 2班に分かれて実施。

参加予定者は班編成で事前に武田まで連

絡。 

●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 

◆6月 13日（土）9:30-12:30 

◆7月 11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。 
年間予定表（活動日は第 2土曜日です） 

●東洋大学小瀬研究室（協力イベントの案内） 

☞川越のアメニティを考えるシンポジウ

ム（NPO法人日本アメニティ研究所主催） 

◆6月 27日（土）14:00-16:30 

会場：川越市中央公民館分室（屋敷の和室） 

（川越市六軒町 2-15-1） 

定員：20人 

参加費：1,000円（資料代）、学生 500円 

 2008 年に作成したアメニティマップか

ら、川越のアメニティについて参加者とと

もに考えます。駐車場に限りがありますの

で、公共交通機関（川越市駅・本川越駅か

ら徒歩 10分）をご利用ください。 

申込・問い合わせ：齋藤伊久太郎（Tel.080

-1218-3779, E-mail: ikutaroh＠gmail.com）

へお名前、住所、電話番号、E-mailをおし

らせください。 

 

月 日 活動内容（2005～2008年度の例） 
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 



月刊 かわごえ環境ネット 2009年 6月号 No.032 

- 13 - 

●(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） 

◆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。 

◆7月 12日（日） 

ピンクの古代ハスが花盛りです。沼で繁殖

したカイツブリ、バン、カルガモの雛が見

られます。コアジサシは飛べるようになっ

た雛を連れてきて、魚を捕って与えていま

す。 

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 7 月号（No.033，6

月下旬発行予定）の掲載原稿は、6月 18日（木）

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。 

 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。 

ttp://kawagoekankyo.net/ 

 
 

●編集後記 

◆2 月のかわごえ環境フォーラムで講演された

＜鎌倉を美しくする会＞の髙田さんの紹介で日

本スチール缶協会から、ごみ袋 2千枚寄贈され

ました。まち美化に活用します。(KT) 

◆6月 1日は、2005年の景観法の全面施行に由

来する「景観の日」であり、6月は 1968年施行

の新都市計画法と改正建築基準法に由来する

「まちづくり月間」です。また、6月 5日は、1

972 年にストックホルムで開催された「国連人

間環境会議」を記念した「環境の日」で、6 月

は「環境月間」となっています（国土交通省及

び環境省ホームページより）。梅雨の時期は、う

っとうしさを感じる一方で、しっとりとしたみ

ずみずしい景観を感じるときでもあります。6

月は、身の回りの景観から地球環境まで、改め

て考える機会にしませんか？（こせ） 

●おわびと訂正 

 5月 1日発行の本誌 5月号 11ページにおいて、

5 月 14 日に行われる新河岸川の現地視察会を

「新河岸川を守る会」の申し入れにより実施す

る旨の記述がありましたが、この点について、

事実と異なる記述となっていました。このこと

について、関係者にたいへんご迷惑をおかけし

たことを深くおわび申し上げるとともに、該当

部分を削除して訂正させていただきます。訂正

後の記事については、ホームページをご覧くだ

さい。なお、5月 14日の行事については、今号

で記述したとおり本会の有志で行いました。 
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ｗ 
イベントカレンダー（6月 1日~7月 22日） 

日 月 火 水 木 金 土 
 6/1 

 
2 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3 
◆15:00川の一
斉水質調査事

前打ち合わせ 

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 
★13:00「生ご
み資源化」勉

強会 
●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 
●南小畔川 
川歩き調査 
9:00笠幡駅前
集合 

16 17 18 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

19 
 

20 

6/21 22 
◆11:10広報
委員会 

23 24 25 26 
◆16:00理事会 

27 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎14:00川越
アメニティシ

ンポジウム 
6/28 
 

29 
 

30 
 

7/1 
★8:00玉原高
原「ブナと湿生

植物の観察会」 

2 3 4 

7/5 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 

7/12 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐沼バ
ードウォッチング 

13 14 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 

15 
 

16 
◎13:30まち
美化啓発運動 

17 
 

18 

7/19 
◎9:30郊外ク
リーン運動 

20 
海の日 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

21 22 ★：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。 
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