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4R＝3R＋R 
 「かわごえアジェンダ21」チェックシートの第5項目に“4R

（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）を実践し

ている”という行動チェックがあります。過去の調査ではこの

項目に比較的高い点数が入れられています。私が4Rを3RとR

に分けた訳は、はじめの3R、リフューズ、たとえば過剰包装を

断れば包装紙は使われません。リデュース、少なくするわけで

その部分の物は使われません。またリユースは繰り返し使用す

る、フリーマーケットなどで必要ある人にそのまま使ってもら

うわけで、そのもの自身はまだ使用中という区分になると思い

ます。すなわち最初の3Rは使用前、使用中であるのに対し、終

わりの R、リサイクルはすでに最初の使命は終わっています。

つまり使用後になり、次の用途のために新たな資材やエネルギ

ーを使って使命を果すことになります。 

 6月23日京都市役所1階に「エコ・コンビニ みやこスタイル」が開店しました。

このコンビニでは缶、ペットボトルに入った清涼飲料水を一切置かず、マイボトル

やマイカップを持参しなければお茶などを買い求めることができません。250mlで

50円だそうです。3か月かけてごみの減量効果を調査し、新たな事業モデルとして

の可能性を調べるそうです。全国に先駆けてのこのような取組み、広がっていくの

でしょうか。 

 私はビールが好物ですが、ヨーロッパでは各地に地ビールがあります。日本のよ

うな気候でないためビールを冷やして飲む習慣がない地方もあるようです。家庭の

食卓にはビールがあります。子供がビールを買うため、ピッチャーを持って店に行

くそうです。できたての地ビールをこのような環境で飲みたいと夢見ています。 

 リサイクルをするという意識は大切で、ごみを分別し再資源化することはその第

一歩であると思っています。さらに進んで前の 3Rに取り組むには、いろいろな意

識改革や社会インフラなどの整備も必要かもしれません。すぐにそんな社会になる

ほど簡単ではありませんが、アジェンダ 21 の「望ましい環境像」の一部であろう

と思っています。 

コンビニで一見非コンビニ的お店がオープンしたことにバンザイです。 

かわごえ環境ネット副理事長 村上正明 

ドイツで買った

“マイジョッキ” 
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かわごえ環境ネットの活動報告

川の一斉水質調査を 6月 7日に実施しました
 本会では、NPO法人荒川流域ネットワーク又

は新河岸川水系水環境連絡会が主催する調査に

協力して、6 月 7 日に川越市内の 36 か所を 20

人で分担して川の一斉水質調査を行いました。 

 私は、勤務する東洋大学の学生 4人とともに、

九十川（くじゅうがわ）の起点である伊佐沼の

近くにある伊佐沼橋、上尾市と川島町との境近

くにある入間川の入間大橋、国道 16号線にかか

るさいたま市に渡る入間川と荒川の上江橋（か

みごうばし）の 4か所の水質調査を行いました。 

 この日は晴天で、気温は午前中に 30℃近くに

なり、橋の欄干から水面までは、用意したロー

プの長さ 20mぴったりという状況でしたが、風

も流速も小さく、無事に採水できました。 

 採水終了後は、新河岸川流域の採水を行った

方々とともに、北公民館に会場を借りて水質調

査を実施しました。 

 本誌 2008年 7月号（No.021）の 7ページに掲

載されている報告と比較すると、水質の状態を

示す代表的な指標である COD（化学的酸素要求

量）が、昨年よりもかなり高い結果となりまし

た。昨年よりも流量が少ない印象があり、その

影響が考えられますが、試薬が変更された影響

も考えられます。この結果の原因については、

流域全体の結果との比較などで改めて検討する

必要があります。       （小瀬博之） 

 
入間大橋上で川の水を詰める 

 
採水の様子がわかりますか？（上江橋） 

 
北公民館での簡易法による水質調査 

 
調査地点と CODの結果（全国調査方法に基づく 3回の測定平均を四捨五入，新河岸川水系の一部は試薬が異なる） 



月刊 かわごえ環境ネット 2009年 7月号 No.033 

- 3 - 

「川歩きー小畔川探訪」里川再生めざして 社会環境部会・自然環境部会

 
川の清掃ボランティア標識 

 

 
人工のせせらぎ？大きな石が 

 

 
エア堰堤のある北小畔川 

 

 
ごみが浮いている市民の森 3号の池

 自然環境部会と社会環境部会との合同で、川

越市の川の再生をめざした調査活動を今年度か

ら活動計画に繰り入れました。第 1 回目は、5

月に新河岸川の「望ましくない景観」を視察し

ました。2回目は 6月 15日に南小畔川から北小

畔川をまわり、市民に親しまれる川づくりへの 

夢を語り合いながら現状を見て回りました。 

 霞ヶ関カンツリー倶楽部隣の「かすみ湧水堀」

の状況を見ましたが、今年はまだ蛍の発生が見

られないとのことでした。湧水を水源とする小

さな溝の中に珍しい草を観察しながら南小畔川

に出ました。水量も豊富で水質もきれいな流れ

でした。しかし、堤防と歩道の間は背丈の高い

セイヨウカラシナの枯れ草などが覆い茂り、水

辺に安全に降りてゆける場所はほとんどありま

せんでした。 

 

 EM 小畔の会が、埼玉県の「里川再生事業」

に応募した南小畔川河南橋の付近は、川べりに

降りられるように敷石が敷かれていました。し

かし手入れがされていないため草に覆われて、

川べりへ降りるのもためらわれるほどでした。

休憩所の周りも手入れが必要だと痛感しました。 

 西清掃センターそばの「市民の森第 3号」も

手入れされずに池にはごみがいっぱい浮かんで

いました。セキレイの影が見えましたが「魚が

いるのだろうか？」と思わせる水の濁りでした。 

 北小畔川は、農業用水用に、珍しい「エア堰

堤」が何箇所かあり、川の浄化のためか大きな

石を投入して人工の「せせらぎ」が作られてい

るところも見てきました。市民に親しまれる川

や森づくりも、こまめな手入れの大切さを痛感

させる見学会でした。     （武田侃蔵） 
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新河岸川広域景観プロジェクトも新体制で 関係団体集めて初会合 

  平成 20年度に、埼玉県県土づくり企画室の

事業としてスタートした「新河岸川広域景観プ

ロジェクト」が、21年度からは都市整備部田園

都市づくり課の所管となり、今後の取り組みに

ついての初会合が、6月 20日、朝霞市民会館会

議室で開かれました。 

 「新河岸川広域景観プロジェクト・コアメン

バー会議」と名づけられたこの会議は、かわご

え環境ネット会員 5名を始め、和光市・新座市・

朝霞市・志木市・富士見市の環境関係の市民団

体、川越や朝霞の県土整備事務所、田園都市づ

くり課等 33人が集まり、今後の運動について意

見を交換しました。 

 11月までに 3回の川歩き、現況調査を 4回く

らい、その中に川越市街地周辺、仙波河岸公園

周辺も候補に上りました。また、和光市から川

越市までの「景観サイクリングマップ」作成の

企画、景観フォーラムの開催などの方針を了承

し、今後の協力を決めました。 （武田侃蔵） 

 
「生ごみの資源化―狭山市の取り組みに学ぶ」行政側も参加して勉強会 社会環境部会 

 地球温暖化に象徴される地球環境の悪化を食

い止めるために、国を挙げて対策を進めていま

す。3R運動で要のリサイクルへの川越市の取り

組みは、びん・缶・プラスチック等の分別につ

いては対策も進んでいますが、生ごみのリサイ

クル・資源化についての組織的な取り組みは進

んでおりません。 

 月吉町団地に生ごみを堆肥化する実験プラン

トを設置しているのが組織的な取り組みで、あ

とは個人対象に生ごみ処理器具の助成をしてい

るだけであります。山形県長井市のレインボー

事業などの成功例もありますが、10万人を超え

る市での取り組みは少ないのが実情であります。

 この中で、2002（平成 14）年からスタートし、

現在約 5,000 世帯、年間 300 トンを超える生ご

みをリサイクルしている狭山市の例に学ぼうと、

この運動を進めてきた大友弥生さんを呼んで、

勉強会を 6月 10日午後 1時 15分から川越市役

所 7A会議室で開きました。本会会員のほかに、

新狭山ハイツで独自の生ごみリサイクルをして

いる土持さん、行政からは資源循環推進課、環

境政策課、農政課、学校給食の残渣を処理する

大型機を持つ菅間給食センターなど、関連する

職員も加わって大友さんの話を聞きました。 

 三越百貨店に勤めながら、体質改善・健康保

持のために有機野菜普及運動に賛同、さらに生

ごみリサイクルの輪を地元狭山市で広める活動

を進めました。300~500世帯くらいに増えてく

ると、主婦のグループ活動では限界を感じ、市

の方に応援を願いました。環境部の熱心な職員

とともに、当時の町田潤一市長の理解もあって

生ごみリサイクル事業はスタートし、現在に到

っている状況が語られました。今後の市民啓発

によってリサイクルの輪が広がり、ごみ収集費

用の減や焼却施設の負担減等の、行政経費の軽

減につながるとともに、自然を大切にする、健

康的な狭山市のまちづくりをめざして行きたい

と決意を語りました。 

 そのあと、質問や意見交換を進めましたが、

川越市で導入するにはトップの決断と市民の協

力が欠かせぬ条件であることを痛感しました。 

（原嶋昇治）
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会員の活動報告

「ごみゼロ運動」郊外クリーン活動 クリーン&ハートフル川越

啓発ゼッケンをつけて活動開始 

 
拾い続けても片付かない歩道脇の空き容器 

 

 
持ちきれないごみを農家の方の車で運んでもらいました 

 
この一角はきれいにできました 

 

 5 月 31 日に行われた、第 53 回クリーン川越

市民運動（ごみゼロ運動）は、参加市民が 47,7

71人、参加団体 298、集めたごみは 85.36tと発

表されました。今年から、参加人数等は事前の

参加予定数でなく、参加実数の報告をもとに集

計されました。今までは、雨さえ降らなければ、

6 万人前後の市民参加だと言われていましたが、

実数は 2割減でした。しかし、中心部では一回

りすればごみもなく、参加した子供らは拍子抜

けのままジュースをもらって終わりの状況が続

いています。 

 片や周辺の住宅が少ない地域では、人手不足

で手付かずのまま、ポイ捨てごみが放置されて

いる場所が見られます。まち美化担当のクリー

ン&ハートフル川越では、国道 254 号バイパス

の川越警察署周辺を中心に、地元自治会と連携

をとって、手が及ばなかった所の散乱ごみ拾い

を、5月 31日午後に 11人の参加で行いました。 

 12時 30分に川越警察署前庭に集合、2班に分

かれて仙波 JC、やすらぎのさと周辺へと向かい

ました。歩道脇には、朽ち始めた空き缶などが

あり、2・3年は手付かずの所ではないかと想像

される散乱ぶりでした。1 時間余で天候が悪化

したため引き上げました。雨のなか分別して 24

袋の散乱ごみを処理しました。 

 市の中心部と郊外の自治会が連携をとって、

郊外クリーンハイクなどの企画で交流を図るな

どの工夫が必要です。5 万人の市民参加を無駄

なく配置したら、市内全域のごみ拾いをカバー

できると思われます。この運動の推進母体であ

る「クリーン川越市民運動推進協議会」の今後

の対応が注目されます。   （武田侃蔵）
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近隣市の環境行政「所沢市」

所沢市役所ホールで環境展示会 

 
省エネ・エコドライブ関係の展示 

 
「やめよう！歩きタバコ」ののぼりがめだつ

 
ポリバケツ・プランター等の資源回収を 6月に開始 

 
リサイクルふれあい館「エコロ」の展示

 6月は環境月間。また 12月は地球温暖化対策

月間。この年 2回の行事にあわせて、所沢市役

所 1階ホールで 6月 22日から 26日まで「環境

展示会」を行っていました。 

 第 1コーナーは省エネ温暖化対策、雨水浸透

ますの啓発と、ストップ温暖化関係の市作成の

パンフ配布、片側は「エコ企業ネットところざ

わ」の紹介。第 2コーナーは、大気汚染対策、

生活排水対策、片側はプラスチック製品資源化

や生ごみ水切り対策などの PR。第 3コーナーは

リサイクルふれあい館からの展示、片面は市民

の森紹介と募金の案内、所沢市環境推進員協議

会ののぼり旗で「歩きタバコ」追放のキャンペ

ーンと、環境問題の課題ごとに展示と啓発パン

フレットが置かれていました。環境問題の解決

には地道な啓発と実行を繰り返すほかに方法は

ありません。市民にアピールする方法が難しい

ことを教えてくれる展示会でした。（武田侃蔵）

 

川越市からのおしらせ

第 53回クリーン川越市民運動（ごみゼロ運動） 資源循環推進課 
 5月 31日（日）に全市をあげて実施いたしま

した。各自治会を中心に市内の諸団体で結成す

る「クリーン川越市民運動推進協議会」が実施

主体となり、298 団体、参加市民の数が 47,771

人、集めたごみは 85.36tとなりました。次回は、

10月 25日（日）に実施する予定です。
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環境月間ポスターコンクールを開催 環境政策課 
 川越市では、環境月間（6 月）及び環境の日

（6月 5日）の周知を図るため、毎年度、「環境

月間ポスターコンクール」を実施しています。

市内の小中学生を対象に地球温暖化等に関する

ポスターを募集し、本年度は 961作品（小学生

868、中学生 93）の応募がありました。審査会

での選考の結果、入選作品として小中学生あわ

せて 74作品が選出されました。 

 6月 20日（土）、21日（日）には、川越市西

文化会館（メルト）展示ホールにおいて入選作

品の展示会を開催し、入選者やご家族など合計

244人の来場者がありました。

 

星空観察の集い 環境政策課 
 プラネタリウムの上映と星空観察（夏の大三

角）をします。 

日時：8 月 21 日（金） 18:30～20:30（小雨決

行）、会場：児童センターこどもの城（川越市石

原町 1-41-2）、対象：市内在住・在勤で小学生以

上（小学生は保護者同伴）、定員：40人、申込：

8月 3日（月）午前 9時から環境政策課（049-2

24-5866）へ 

 

 

市民環境調査「かわごえエコツアー」 環境政策課 
 「川越グリーンマップ」を利用して、市内の

環境スポットをバスで見学。講師から各所の環

境面における位置づけの説明を受けます。また、

参加者にアンケートを行い、市内の環境スポッ

トのデータ収集を行います。そのデータをもと

に、平成 22年度に川越グリーンマップの改定を

行う予定です。 

日時：9月 16日（水） 9:00～16:00（雨天決行） 

集合：午前 9時 川越駅西口暫定自由広場  

費用：100円 

定員：25人（先着） 

申込：8 月 5 日（水）午前 9 時から環境政策課

（049-224-5866）へ

専門委員会の活動報告

理事会 
 今年度第 3回の理事会が 5月 29日に福田ビル

3 階会議室で開催されました。出席者は 10 名、

委任 1名でした。主な会議内容を次に記します。 

1.専門委員会の活動について、本会（又は専門

委員会）として対外的に意思表示を行うもの、

専門委員会単位で行う行事等で本会内部におい

て日程調整等が必要なものの 2点について、理

事会に対する審議依頼又は報告を行うことにつ

いての申し合わせを行いました。 

2. 2010年度に実施される 10周年記念事業につ

いて、改めて広く会員から企画を募ることにし

ました。7 月の会員への郵送資料に応募用紙を

添付して送り、7 月の理事会において審議を行

うことにしました。 



月刊 かわごえ環境ネット 2009年 7月号 No.033 

- 8 - 

3. 入会 2名（個人会員 1、団体会員 1）、退会 1

名（団体会員 1）の報告がありました。 

（小瀬博之） 

 

社会環境部会 
 6月の社会環境部会の例会は、10日（水）に

12人が参加して開きました。5月 23日に開かれ

た総会と懇親会について、会員の協力へのお礼

の言葉が代表から述べられました。次いで理事

会の報告がありました。①かわごえ環境ネット

も会員である NPO 環境ネットワーク埼玉の 21

年度総会に、村上副理事長と渡辺社会環境部会

代表が出席します。②10周年記念事業について、

企画提案の募集を書類で提出するよう、部会と

しても提案できるように検討したいとの要望が

ありましたが、討議は深まりませんでした。③

「かわごえアジェンダ 21」については、今年度

も各イベントでチェックシートの実施を行い、

当面は夏のエコライフ DAY チェックシート配

布とあわせて行うことを決めました。④「水力

発電所見学と尾瀬沼 ECOガイドツアー」の東京

電力(株)からの提案が、かわごえ環境ネット会

員限定の体験事業として了承され、9月 3日・4

日の両日にわたって行われます。宿泊費など諸

費を含め 1万円、25人限定で、近く募集します。 

 1）地球温暖化対策グループでは、県の「エコ

ライフDAY2009夏のキャンペーン」に協力し、

昨年同様、市内全公民館の登録グループにチェ

ックシートを配布することにし、準備を進める

ことにしました。また、会員向けに「かわごえ

アジェンダ 21」のチェックシートとあわせて配

布することにしました。2）環境保全・資源化推

進グループで企画した「生ごみ資源化」の勉強

会について、この例会の前に 20名の参加で行わ

れた内容の紹介が原嶋さんからありました。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、5月 14日の新

河岸川の現状視察の報告、また県から新年度の

「新河岸川景観検討コアメンバー」募集の件、5

月 31 日のごみゼロデーの郊外クリーン活動の

報告が担当の武田さんから説明がありました。

4）毎年の恒例の入間川・新河岸川の水質調査を

6月 7日に会員の協力で行いました。 

（社会環境部会代表 渡辺利衛） 

 

 

自然環境部会 
 5月 11日（月）に、池辺公園において、春の

植物調査を 4名の参加で行いました。公園が完

成した最初の植物調査で、希少種としては埼玉

県準絶滅危惧種のハグロソウと川越市では希少

種になったウバユリが確認されました。早春に

確認された，埼玉県準絶滅危惧種のアズマイチ

ゲの群生は、残念ながら開花が見られずに消滅

していました。来春の復活を期した保護策を川

越市にお願いして、保護区域の決定、杭の打ち

込みとロープ張り、希少種保護のための立ち入

り禁止の表示板を設置することができました。 

 5 月 12 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 7名の参加

で行いました。今回は、前回に引き続いて霊園

わきの薮状公有地の下草調査とツリガネニンジ

ン保全の看板付けを行いました。 

 5月 14日（木）には、自然環境部会の新テー

マとなった、川歩き（景観や自然環境の観察・

調査）の第 1回目の活動として、オアシスから

初雁公園付近の新河岸川の観察を川越県土整備

事務所の方々と社会環境部会との合同で実施し

ました。 

 5 月 16 日（土）に、（仮称）川越市森林公園

計画地において自然観察会を一般の方も含めて

13名の参加で開催されました。詳しくは、前号

の記事をご覧ください。 
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 5月 27日（水）に、仙波河岸史跡公園にて定

例の植物調査と水質調査が 6名の参加で行いま

した。今回からの水質調査は、河岸跡の池より

湿地帯へ変更して行われました。 

 5月 28日（木）に、池辺公園において、川越

市による下草刈作業開始に伴い、川越市と指定

造園業者との立会いで、刈り取り範囲の確認、

刈り込み方法と程度、希少種の確認とマーキン

グを行いました。参加者は、総勢 6名でした。 

 6 月 7 日（日）に、川の一斉水質調査が実施

され、自然環境部会からは 5名が参加しました。 

 6月 9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 6名の参加で

行いました。今回も前回同様に、霊園わきの藪

状公有地の下草調査を行いました。なお、前回

取り付けた看板は、抜き取られてしまいました。 

 6月 12日（金）に、川越市役所 7G会議室に

て、6月度・自然環境部会が 10名の参加で開催

されました。最初に各テーマに関する活動報告

があり、次には 7月 1日に予定している玉原高

原への自然観察会と8月18日に予定している植

物園観察と湧水探訪会の案内説明がありました。

最後に、10周年記念事業案について、再度の討

議を行いました。この結果については、6 月度

の理事会で報告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のおしらせ等

【依頼】「かわごえ環境ネット 10周年記念事業」企画を募集（7月 21日締切） 
 本会は、2000年 8月に設立されてから、2010

年に 10周年を迎えます。理事会では、これを記

念する事業を計画していますが、このたび、会

員のみなさまからも企画を募集することにしま

した。所定の用紙を 7月の郵送資料に同封して

いますので、Fax（049-225-9800）にてまたは事

務局窓口（川越市役所本庁舎 5階環境政策課）

へ直接 7月 21日（必着）でご応募ください。な

お、かわごえ環境ネットホームページで書式が

ダウンロードできます。

 
【依頼】「環境に配慮した行動チェックシート（市民編）」の実施（8月 31日までに提出） 
 7月号の郵送資料で、川越市環境行動計画「川

越アジェンダ 21」の「環境に配慮した行動チェ

ックシート（市民編）」をお送りしています。前

年度は、講座やイベントの参加者に対してチェ

ックシートを実施しましたが、今年度は、すべ

ての会員の環境に配慮した行動の実施状況を把

握したいと考えております。チェックシートの

内容をよく読んで、現在の行動をチェックして

いただき、その結果をおしらせください。 

 同封の封筒あるいは Fax（049-225-9800）にて、

または事務局窓口（川越市役所本庁舎 5階環境

政策課）へ直接8月31日までにご提出ください。 

 なお、団体会員の方は、必要部数をコピーし

ていただくか、事務局へ必要部数をお知らせい

ただいた上で、会員へチェックシートをお送り

いただくなどして、実施を呼びかけていただく

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、Web上でもチェックシートをダウンロ

ードできます。川越市ホームページにアクセス

して、「川越市環境行動計画「かわごえアジェン

ダ 21」」と検索してください。 

 Web 上でのチェックシート記入についても

検討しています。方法については、準備ができ

次第おしらせします。 

 
【依頼】夏の「エコライフ DAY2009埼玉」にチャレンジを（8月 31日までに提出）
 埼玉県民 100万人以上が取り組んでいる「エ

コライフ DAY」に、この夏もかわごえ環境ネッ

トとして取り組むことになりました。7 月の郵

送資料に「エコライフ DAY」チェックシート（一
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般用）をお送りしていますので、家族ぐるみで

取り組んで結果をご報告ください。取り組んだ

結果は、同封の封筒あるいは Fax（049-225-980

0）にて、または事務局窓口（川越市役所本庁舎

5階環境政策課）へ直接 8月 31日までにご提出

ください。 

 団体会員の方は、必要部数をコピーしていた

だくか、埼玉県のホームページ（「エコライフ D

AY」で検索）からチェックシートをダウンロー

ドしていただいて、会員へチェックシートをお

送りいただくなどして、実施を呼びかけていた

だくよう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、高校生以下のチェックシートも埼玉県

のホームページでダウンロードできますので、

ご使用ください。

 
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） 
●社会環境部会（2009年 7月度） 

日時：7月 8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水曜日に開催で次々回は 8月 12日 

●自然環境部会（2009年 7月度） 

日時：7月 10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 8月 14日 

★（仮称）川越市森林公園計画地 樹木調査 

日時：7月 14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（8 月は第 1 火曜

日の 4日）、事前連絡はいりません。 

◆広報委員会（2009年 7月度） 

日時：7月 22日（水）12:30-13:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆理事会（2009年度第 5回） 

日時：7月 27日（月）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

（川越市郭町 1-2-1） 

第 6回は 9月 28日（月）14:00-16:00 

★（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） 

定員：先着 30人、経費：100円 

申込：かわごえ環境ネット事務局（環境政

策課環境推進担当 Tel.049-224-5866） 

 虫の専門家と雑木林でウォッチング。持ち物

は、筆記具・水筒・虫網・ルーペなど。 

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。 

◆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。 

◆8月 9日（日）昆虫観察会 

 夏の雑木林でトンボやチョウ、セミの抜

け殻、カタツムリなどを観察しましょう。

親子連れを歓迎します。 
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●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 

◆7月 11日（土）15:30集合 

トウモロコシ収穫作業後バーベキュー 

◆8月 8日（土）16:00集合 

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） 

 

●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 

◆7月 7日（火）・16日（木） 

◆8月 4日（火）・20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 

◆7月 12日（日）・8月 9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 

◆7月 25日（土）・8月 22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。

本川越駅発西武バス 9:10 発川越グリーン

パーク行き乗車。川越市民聖苑やすらぎの

さとまたは伊佐沼冒険の森下車で集合。 

５. 川越百万灯夏まつりクリーン活動 

◆7月 26日（日） 

16:00-18:00 に川越駅東口アトレ横歩道橋

下から川越市役所まで 

●東洋大学小瀬研究室（関連行事） 

☞工業技術研究所講演会「“リスクマネジ

メント”とは何か!」「植物の化学工場」 

◆7月 28日（火）13:30-16:40 

会場：東洋大学川越キャンパス 421教室 

（川越市鯨井 2100） 

定員：先着 200人、当日直接大学 

問い合わせ：工業技術研究所事務室（Tel.

049-239-1322） 

●(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） 

◆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。 

◆8月 9日（日） 

南の国から渡ってきたサギも、繁殖を終え

て渡りの季節を迎え、群で渡って行くサギ

が観察できるころです。チュウサギ、アマ

サギなど、他の月に少ないサギが観察でき

ます。いつものコサギ、ダイサギ、ゴイサ

ギ、アオサギもいます。 

月 日 活動内容（翌月以降は 2005～2008年度の例） 
7 11 15:30から トウモロコシ収穫・バーベキュー 
8 8 16:00から 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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ｗ 
イベントカレンダー（7月 1日~8月 22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。 

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 
◎15:30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
沼探鳥会 

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 
○本誌 8月号
原稿投稿締切

（事務局へ） 

18 
 

7/19 
◎9:30郊外ク
リーン活動 
 

20 
【海の日】 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

21 
○10周年記念
事業企画提出

締切 

22 
◆12:30広報
委員会 

23 24 25 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎14:00川越百
万灯夏祭り 打
ち水（埼玉りそ

な銀行前） 
7/26 
◎16:00川越
百万灯夏まつ

りクリーン運

動 

27 
◆15:00理事会 

28 
◎13:30東洋
大学工業技術

研究所講演会 

29 30 31 8/1 

8/2 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 
「虫の観察会」 

3 4 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5 6 7 8 
◎16:00おい
しく・楽しく

農業体験 

8/9 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 
「昆虫観察会」 

10 11 12 
●15:00社会
環境部会 

13 14 
○本誌 9月号
原稿投稿締切

（事務局へ） 
●15:00自然
環境部会 

15 

8/16 17 18 
★湧水探訪会 
（詳細は広報川

越7月25日号） 

19 20 
◎13:30まち
美化啓発運動 

21 22 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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