
- 1 - 

2010年 
2月号 
No.040 
2010年 2月 2日発行 

 

 

目次 
団体会員訪問（24）生活クラブ生協 埼玉 川越支部環境部会 ··· 2 

かわごえ環境ネットの活動報告（2題）·························3-4 

流域及び会員の活動報告（5題）··································4-7 

近隣市の環境行政「日高市」（3題） ······························· 8 

理事会・専門委員会からの報告（3題）·························8-9 

これから開催されるイベント等のおしらせ・編集後記 ·· 10-13 

イベントカレンダー ····················································14 

 

新たな事業の実施に向けて 

 
「新エネ百選」認定証授与式 

	 人間活動が将来にわたって持続できるような持続可能な社会を構築し

ていくためには、低炭素型社会、資源循環型社会、自然共生社会をそれぞ

れ構築していくことが求められています。国では、次の 10 年に向けた二

酸化炭素排出目標の設定や地球温暖化対策基本法の制定などが、また、自

然分野では、生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）が名古屋で開

催されるなどいろいろな動きがみられています。 

	  環境政策課では、このうち低炭素と自然に関わっており、地球温暖化

対策地域推進計画と緑の基本計画を策定し推進しているところです。 

	 平成 21年度には、これらの計画を推進するために、新規事業として「エ

コアクション 21」認証取得の支援事業や太陽熱利用機器補助事業、環境

映像ソフト貸出事業、かわごえエコツアー（生活クラブ生協と協働）、ま

なびピア埼玉 2009 開会式へのグリーン電力提供、産博や成人式でグリー

ン証書使用、「身のまわりの野鳥」市民環境調査などを実施しました。ま

た、現在、市民向け環境情報ホームページや市民向けエコドライブ教習会

などの準備を進めているところです。 

	 環境問題の取り組みは行政のみならず、市民、事業者、民間団体がそれ

ぞれに、また、協力して取り組むことが求められております。とりわけ、

市民により近いかわごえ環境ネットの皆様の活躍を期待しております。市

としましても、財政状況は厳しいですが、新たな事業にチャレンジしてい

きたいと考えておりますので、引き続きご協力をお願いいたします。 

かわごえ環境ネット理事	 島田友行（川越市環境部参事兼環境政策課課長） 
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生活クラブ生協 埼玉 川越支部環境部会 団体会員訪問	 地域環境活動を聴く（24）

	 今回は、民間団体訪問を行いました。生活ク

ラブ生協の横山三枝子さんに電話で、取材には

どこに伺えば良いですかとお聴きすると、東田

町に新しく移転した生協クラブルームの野菜・

食品も受け渡しする活動拠点においで下さい、

と案内されました。川越駅から国道 16号に向か

う表通りに面した店舗を訪ねました。間口 10m

はあるかと思われる広い部屋の中に入ると、野

菜が入ったカゴが幾つも置かれている。まだ引

越荷物が整理できていない様子を聴こうとした

私の顔を見て、「先日、自動車が大きなウインド

ガラスを破り飛び込んで来た事故があって、ま

だ修理が終っていないのです。」と横山さんの話

から生活クラブの活動についての話が始まりま

した。今日のクラブルームの活動に出ている松

本いづみさん、安野まさ子さん他数人の方が居

合わせており、生活クラブの活動の様々な面に

ついて伺えました。これが生活クラブの資料で

すと「川越支部大会の議案書」を見せて、活動

内容の説明がありました。川越支部は、8 地区

に分かれての活動でしたが、2009年度から川越

西・川越中央・川越東の 3地区にまとめた活動

になりました。現在の組合員は約 1,300名。200

9年度の支部活動方針には、「食の大切さを通じ

て組合員になり、素性が明らかで確かな消費材

を食べ続ける為に、消費材への理解や組合員同

士のつながりを持ち、仲間づくりや利用結集を

高める活動を進める。」と書かれている。食材を

選び共同購入で市販品より安く手にでき、食の

安全と利用価値を高める話題、情報を共有する

団体と理解しました。 

 
注文した食品を取りに立ち寄る会員 

 

	 全体の活動を具体化、各地区の課題に取り組

む、環境・福祉に対する意識を深める支部運営

委員会があり委員長は元川ひとみさん。運営委

員会には、川越まちづくり専門部会とクラブル

ーム管理運営委員会が設置され、講演会・学習

会・生産者見学会・交流会等を開催する。部屋

の片隅に置かれた、流しとキッチン台、テーブ

ルを指さし「このクラブルームにキッチンを作

り、料理講習会を開き食材と調理で、食の安全・

安心それと美味しさを広めて行きます。」と横山

さんが語ってくれました。クラブルームの役割

は多面に広がるようです。個別注文品を引き取

りに来る会員が出入りする。おしゃべりから広

がる食の情報交換、生活便利情報のニュースが

共有できる。「生産者が大切にしているものを使

った食生活」「価値観が合うようになり、他人を

受け入れ、優しくなれるクラブにしたい」「まち

づくりとして、生き方に関するコミュニティを

作りたい。」とまちづくり専門部会の松本いづみ

さんが想いの心を語ってくれました。 

 
再利用されるビン・卵パック 

	 環境活動としては何を推進していますか、と

お聴きすると、横山さんが棚から商品を次々に

出し、「リユース、使い捨てを少なくする。」「生

活クラブ生協では、醤油・ソース等のビン類は

形を共通にして、使用後は回収、再使用する。」

「P 袋・卵パックケースも回収する。」「水を汚

さないように合成洗剤でない洗剤・石鹸を使用

する。」と力強く話ました。主婦の立場から、食

の安全・安心を広め生産者の顔が見えるクラブ

活動を行い、環境に優しい社会・まちづくりを

目指した団体と感心を深めた訪問となりました。 

（2010年 1月取材訪問 理事・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 
「森の巣箱作り」 自然環境部会

 
（仮称）川越市森林公園計画地での巣箱の取り付け 

日時：2010 年 1 月 24 日（日）9:00～12:30	 

場所：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：親子、スタッフ 20 人	 

費用：100 円（保険・資料代）	 

	 野生の鳥になぜ巣箱を作るのでしょうか？ 

野鳥の多くは樹木の枝や窪みを利用して枯れ

草・枯れ枝などを組み合わせて営巣します。中

には樹木の洞や隙間を利用して巣作りをする種

類もいます。ジジュウカラ、ヤマガラ、ムクド

リ、スズメなど 10種類くらいいます。彼らが人

間の作った巣箱を利用するわけです。 

	 本来は自然の樹洞で巣作りをするのですが、

近年は樹林もやせ細り洞のあるような樹木が少

なくなり、野鳥は「住宅難」というわけです。

それで巣箱を掛けるのですが、あくまでも補助

的なもので自然環境を保全・再生することの方

が大切です。 

	 今回はシジュウカラの巣箱作りです。企画そ

のものは 1年以上前からあたためていましたが、

資材の調達が難点でした。夏の「小江戸川越打

ち水風情“09”」のイベントでロータリークラブ

の方と副理事長が環境の話をする中で接点がで

き、その後お願いに行くと快く支援していただ

けることになりました。 

	 巣箱作りの当日は親子 4組の参加でした。釘

を打って組み立て、蝶つがいをつけたりします

が、小さいお子さんに親やスタッフが手をとっ

て教え、なかなか真剣な作業でした。お持ち帰

りの分も含め 12個ほど作りました。2時間ほど

で室内作業を終え、その後雑木林に行き樹木に

取り付けました。取り付け作業の時は埼玉県生

態系保護協会支部の方がお手伝いしてください

ました。 

	 また、ここ「（仮称）川越市森林公園」計画地

で不法投棄ごみの清掃をボランティアで行って

いる「木びちっこの会」の成瀬さんが、子ども

たちにと、コナラ材の手作り「けんだま」をプ

レゼントしてくださいました。多くの方のご支

援で楽しく実施できました。今後の巣箱利用度

調査などは引き続き自然環境部会で行います。 

（賀登環） 
＊ご支援ありがとうございます 
	 このたびの巣箱のスギ板材の提供は、梅田

章夫さん（トキン工業）、それをカッティング

してくださったのは甲斐正満さん（ダイキエ

ンジニアリング）で、お 2人とも「川越中央
ロータリークラブ」のメンバーでいらっしゃ

います。全部で 23セットあります。ありが
とうございました。 

 
ジョイフルでの巣箱作りの様子 

 
自分で作った巣箱をもってポーズ 

 
取り付けの傍らで遊ぶ子どもたち 
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中心市街地歳末まち美化活動 社会環境部会 

 
本川越駅に集合してルートを確認 

 
ゴールの旧川越織物市場でゼッケンをつけて集合写真

	 歳末恒例のかわごえ環境ネットのまち美化活

動が、12 月 23 日（祝）の 9:30 から 12:00 まで、

会員と応援者を交えて 16 人で市の中心部のポ

イ捨てごみ拾いを行いました。本川越駅前から

旧織物市場まで 4 方向に分かれてまち美化活動

を行い、分別して清掃事務所に引き渡しました。	 

回ったところは路上喫煙禁止地区でありながら、

吸殻のポイ捨てがやはり目に付きました。喫煙

者のマナー啓発に工夫が必要だと痛感しました。	 

	 昨年は川越女子高校の環境クラブの生徒が 2

0 人参加しましたが、今年はリーダー交代もあ

って参加がありませんでした。若い人らの参加

を拡げるためにも、高校生・大学生らが積極的

に参加できる環境づくりが必要ではないかと声

がありました。	 

（武田侃蔵） 

 

流域及び会員の活動報告 
新河岸川景観視察 

 
旧河道を生かした釣堀 

 
荒川との流れを結ぶ巨大な朝霞水門 

 
和光市内の幅広く緩やかな堤防 

	 2008（平成 20）年度から「新河岸川景観プロ

ジェクト」が県の主導で企画され、かわごえ環

境ネットの会員も参加して新河岸川の景観回復

へ取り組みを行っています。2009（平成 21）年

度は流域マップ作りや 3回にわたる流域視察に

参加しました。 

	 その 3回目の流域視察が 1月 9日、朝霞市の

内間木公民館に集まりました。かわごえ環境ネ

ット会員4人のほか、市民が3人参加しました。 

	 コースは新盛橋の新河岸川から黒目川緑地な

どを通って巨大な朝霞水門をめぐり、新倉橋ま

での新河岸川の様子を景観の視点から視察しま

した。下流域では堤防の緑地面積も多く、豊か

な水と緑の景観が多く見られました、古い河道

を生かした釣り場や多くの緑地なども見られ、

豊かな水の流れに川越市内の新河岸川との違い

を感じました。その後、和光市の坂下公民館で

意見交換を行い、3 月にまとめのフォーラムを

予定し解散しました。 

（武田侃蔵）
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新河岸川流域川作り連絡会 
	 一級河川新河岸川を管理する荒川下流河川事

務所が主催する、平成 21年度第 6回新河岸川流

域川づくり連絡会が、1月 19日に朝霞市の市民

会館会議室で開かれ、かわごえ環境ネットから

は武田理事が出席しました。不老川、柳瀬川、

黒目川などの支流河川も含めた、流域の保全活

動を進める市民団体が参加して意見交換を進め

ています。当日は、空堀川や柳瀬川の改修内容

の折衝経過などが報告されました。 

	 また、流域の小学生から大学生まで参加して

続けられている「川でつながる発表会」の第 6

回目のイベントが、2月 20日（土）に東村山市

の明豊中学・高校の講堂で開かれます。川越か

らは 1回目に寺尾小学校、2・3回目は福原小学

校が参加しています。今回は福原地区のバーベ

ナ・コーラスが「不老川応援歌」で参加します。

（武田侃蔵）

 

クリーン＆ハートフル川越の活動報告

 
川越駅前での看板の落書き消し 

1）歳末の市中心部公共物の落書き消し 

	 12月 19日（土）の午前中に、9人が川越駅周

辺と本川越駅・川越市駅周辺の 2地区に分かれ

て、公共物看板や電柱の落書き消しを行いまし

た。3月と 9月にも落書き消しを行いましたが、

川越駅周辺の「駐輪禁止看板」の 5枚ほどに落

書きが見られ消しました。歩道橋下の壁面は前

回消したあとはきれいで効果が確認されました。 

	 本川越周辺は電柱への落書きが多く、駐輪禁

止看板への落書きは見られませんでした。市長

が年頭の広報で「品格あるまち川越」を市民に

訴えていますが、公共物への落書きはすぐ消す

ような市民チームが出来ればと思いました。 

2）北公民館の登録クラブと協働でごみ拾い 

	 12 月 19 日（土）の午後、北公民館のクラブ

「男の輪」が、講座の一環として繰り入れてい

る市内のごみ拾いを、クリーン＆ハートフル川

越の会員との協働で行いました。川越駅東口・

西口一帯を 4方向にわかれてごみ拾いをし、南

公民館まで 2時間ほどの活動をしました。川越

の顔になる地域で、路上喫煙禁止地区ですが、

拾った吸殻の多さに条例の徹底の難しさを感じ

た活動でした。 

3）成人式会場のポイ捨てごみ拾い 

	 1月 11日（祝）の成人式会場のポイ捨てごみ

拾いを、大学生2人を交えた13人で行いました。

喫煙マナーも良くなっていますが、「灰皿まで面

倒でつい」「携帯灰皿出すのが面倒でつい」の「つ

い捨て」がほとんどでした。ビールに酒で気勢

をあげていたグループもありましたが、空き

瓶・空き缶に吸殻なども拾いますと「すみませ

ん」と素直に頭を下げてきました。川越の若者

のマナーは良くなっているのを感じました。 

	 運動公園入口の川の土手にポイ捨てごみがあ

って清掃しました。昨年、一昨年は管理者が事

前に清掃してくれましたが、今年は大丈夫だろ

うと念押しをしませんでした。「品格あるまち川

越」作りには、市の組織以外でも気配りしてほ

しいものと痛感しました。   （武田侃蔵）
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キャンパス内の雑木林を巡るエコツアー 東洋大学小瀬研究室

 
「こもれびの道」に残る古道にて 

 
冬鳥のいる「大越記念庭園」の池を遠目に観察 

	 鶴ヶ島駅から歩いて 10 分ほどの場所にある

東洋大学川越キャンパスでは、1958年の敷地取

得以来、約 28ha敷地の 1/4ほどとなる約 7haの

雑木林を 50年以上にわたって保全しています。 

	 川越キャンパスでは、学内の環境活動に関す

る学生・教職員への周知・啓発を実施していま

すが、大学のさまざまな環境への取り組みを地

域の方々へ伝える環境コミュニケーションを実

施することで、環境活動をさらに推進すること

が重要と考え、地域住民や自然環境に興味のあ

る方々とともにキャンパス内の雑木林を巡るエ

コツアーを 1 月 8 日（金）9:30-12:10 に実施し

ました。 

	 教室に集合して、今回の行事に合わせて学生

が作成した「エコツアーガイド」を配付して、

大学敷地の変遷について説明をした後、1時間 3

0分ほど散策を行いました。 

	 鶴ヶ島駅からの通学路となっている「こもれ

びの道」では、周辺の雑木林に残る旧道、かつ

ての土地の境界を示すヒノキ、校舎建設のため

に移植した樹木などを紹介しました。 

	 建物のあるエリアでは、多く植樹され学内で

最も樹高の高いヒマラヤスギやとても珍しいア

オノリュウゼツランを紹介しました。 

	 初代工学部長の遺志に基づいて整備された大

越記念庭園では、市内での有数のアカマツ林や

庭園にある池に飛来したマガモなどの冬鳥、同

じところにフンを溜める習性のあるタヌキの痕

跡などを紹介しました。 

	 参加された方からは、今後も季節ごとに継続

して開催してほしい、植物だけでなくさまざま

な自然環境を観察する機会がほしいなどの意見

をいただきました。今後も、雑木林を巡る活動

をはじめ、さまざまな環境への取り組みを紹介

して、環境コミュニケーションを継続的に行っ

ていきたいと考えています。 

	 このほか、教育の取組として、2009年 4月に

新設された総合情報学部における 1年生秋学期

の必修科目「総合情報プラクティス II」におい

て「川越キャンパス生態系データベース」の作

成を行いました。10月から 1月までエコツアー

を体験した学生が写真つきのレポートをマップ

形式のWebに掲載しました。学生の目を通して

見た大学の豊かな生態系をご覧ください。 

http://team-6.eng.toyo.ac.jp/practice2-2009/ 

（小瀬博之） 

◆２月は「かわごえ環境ネット」入会のチャンス 

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。 

2月に入会すると、3月までの会費がかからず少しお得です。 

本会の活動の概要を説明したパンフレットは、川越市役所 5階 

の環境政策課窓口又は本会ホームページで入手できます。 
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グリーンマップからまちづくり提案「図形処理演習」最終発表会 東洋大学小瀬研究室

 
スライドと模型を用いたプレゼンテーション

 
会場からの質問に応対する学生 

 
19チームの模型作品が並べられた採取発表会のポスター 

	 東洋大学工学部環境建設学科の演習科目「図

形処理演習」では、2007年度・2008年度に成果

発表会を現代 GP（文部科学省現代的教育ニー

ズ支援プログラム）の一環で「まちなか発表会」

として公開で実施してきました。 

	 今年度は、学生・大学と地域との環境コミュ

ニケーションの一環として、川越キャンパスに

おいて 1月 26日（火）13:10~16:20に最終発表

会を公開で実施しました。 

	 この演習では、『川越グリーンマップによるま

ちの現状把握と環境にやさしいまちづくり提

案』という課題に、2年生の履修者 73人が取り

組みました。 

	 川越駅周辺から東明寺橋付近までの川越中心

市街地、霞ヶ関駅・的場駅・入間川周辺、鶴ヶ

島駅・小畔川周辺、新河岸駅周辺の大きく 4つ

の地区において、3~4 名単位の 19 チームが割

り当てられたエリアのまちあるき調査を行い、

次年度に予定している、川越市発行の『川越グ

リーンマップ』の改訂に協力する形で、調査結

果を Web 上の『川越グリーンマップ Ver.2α』

に写真つきで投稿しました。 

	 この結果をもとに、担当エリアを中心とした

地区におけるまちづくり構想、具体的な計画・

設計、まちづくり実現への課題をまとめ、調査

結果を含めて 4枚のスライドにまとめました。 

	 当日は、市民等の方々も多数来場し、学生の

発表に対してさまざまな意見・質問をいただき

ました。それに対して学生は、自分たちが自信

をもって制作した作品を前にして、堂々と応答

していました。 

	 なお、取組の詳しい内容は、次のWebページ

で見ることができます。ぜひご覧ください。 

・図形処理演習 2009 

http://team-6.eng.toyo.ac.jp/drawing-ex2009/ 

・川越グリーンマップ Ver.2α 

http://team-6.eng.toyo.ac.jp/kawagoe-greenmap-ver

2a/ 

（小瀬博之）
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近隣市の環境行政「日高市」

ゴミ処理	 「ゴミがセメントの原料」になる

	 地元の太平洋セメントの工場で可燃ごみの処

理を進めている日高市は、リサイクル率は県内

トップを誇っています。しかし最近の公共工事

の減少や景気後退によるセメント需要の落ち込

みで、新聞等でご案内のとおり太平洋セメント

も大変厳しい状況です。国内のセメント工場で

は生産中止に追い込まれたところもあります。	 

	 この減産の影響を環境課に伺いましたが、太

平洋セメント㈱埼玉工場は心配ないとのことで

した。現在、一人当たり 737 グラムのゴミ排出

量をもっと減らすゴミ減量の努力は引き続き進

めると共に、将来的には「ゴミ処理の有料化」

も検討の俎上に上るのではないかとの見通しを

語りました。

環境基本条例 
	 「日高市市民参加と協働のまちづくり市民会

議」等の提言を受けて、「市民参加条例」を昨年

制定し、各方面の審議会を活発に開いています。

環境審議会では「環境基本条例」の案がまとま

り、3 月市議会に提案されます。

環境ボランティア 
	 市民参加のまちづくりを進めるために「日高

市ボランティア登録」制度があり、18 の分野に

わたってボランティア団体の登録を受け付けて

います。平成 21 年度は 26 団体が登録し、福祉

関係をはじめとする各団体の中で、環境団体は

11 と一番多くの数となっています。「丘の上公

園と里山を守る会」など、緑と花と川と里山を

保全するグループが活発な活動を進めています。

	 	 	 	 	 	 	 	   （以上 3題、武田侃蔵） 

理事会・専門委員会からの報告

理事会／かわごえ環境フォーラム・10周年記念事業実行委員会
	 理事会の報告事項において、第 8回かわごえ

環境フォーラムと 10 周年記念事業も多く含ま

れるため、主な事項をまとめて報告します。 

第 10回理事会（1月 27日開催） 

	 第 8回かわごえ環境フォーラムの準備状況に

ついて報告がありました。 

	 10 周年記念事業として、「水と緑と伝統をめ

ぐり、ついでにクリーンと景観発見ウォーク」

が提案されましたが、毎月の開催や時間、通知

等について詳細を検討する必要があるため、継

続審議としました。 

	 2009 年度事業計画をもとに今年度の事業実

施状況を確認しました。進められていない事業

もあるものの、概ね順調に実施していることを

確認しました。 

	 次回理事会において、次年度の事業計画を具

体的に審議することにしました。 

	 次年度は役員改選が予定されており、前回と

同様、候補者の立候補を募集することにしまし

た。用紙は、次回理事会の審議を経て、2 月末

発送予定の資料に同封する予定です。 

	 新河岸川流域川づくり連絡会の加入について

提案がありましたが、詳細の確認が必要とされ

たため継続審議となりました。 

	 3 月 13 日に開催される「第 9 回 環境まちづ

くりフォーラム・埼玉」について、実行委員長

の米澤氏から説明を受け、本会に対し、同イベ

ントの趣旨への賛同と積極的な参加について要

請がありました。       （小瀬博之）
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社会環境部会

	 新年を迎えた最初の社会環境部会の例会が、1

月 13日（水）に 9人が参加して行われました。

2 月の第 8 回環境フォーラムの進行状況と、10

周年事業の企画等について、各検討委員会に参

加している渡辺代表から説明がありました。ま

た、事業計画表による今年度の点検を概略的に

行い、次年度の計画についての提案とあわせ、

次回例会で討議を深めることにしました。 

	 ついで、例年 3月に行っている勉強会の企画

について案を出し合いました。まちぐるみで「生

ごみ堆肥化」を進めている栃木県の茂木町の視

察案も検討されましたが、川越市ではこの視察

成果をすぐ生かせる状況ではないとの意見も出

され、狭山市などの近隣市のリサイクル施設等

の見学の方向で折衝することにしました。その

後、検討委員で相談の結果、3月 23日（火）に、

狭山市リサイクルプラザ、サイボクハム、高倉

クリーンセンター、川角リサイクルセンターを

回り、川越市の資源化センターも周りを見るバ

スツアーで実施することにしました。 

1）地球温暖化対策グループでは、事業計画行動

表のなかにある木を植える活動の「苗木育成」

の状況が担当から報告され、3 月中旬に「苗の

鉢上げ作業」を予定しており、会員の応援（3

～4 時間）を希望している旨の報告がありまし

た。 

2）環境保全・資源化推進グループでは、2月 1

8 日（木）にさいたま市文化センターで開かれ

る「エコ・リサイクル交流集会 2010」について、

昨年発表した原嶋さんから内容の紹介があり、

会員の参加要請がありました。 

3）まち美化グループでは、12月 19日の「落書

き消し」、12月 23日（祝）の恒例の「歳末まち

美化行動」、1月 11日の「成人式会場美化啓発」

の結果について報告がありました。また「水辺

再生・里川づくりプラン」の勉強会を 1 月 10

日に行い、新河岸川、不老川、久保川、赤間川

用水などを自転車で回り、北公民館で意見交換

を行いました。 

	 また、3月 13日の「第 9回環境まちづくりフ

ォーラム・埼玉」の準備状況の説明が武田さん

から報告され、当日の準備等にかわごえ環境ネ

ット会員の応援をお願いしたいとの希望があり

ました。  （社会環境部会代表	 渡辺利衛）

自然環境部会

	 12 月 16 日（水）は県民参加生き物モニタリ

ング調査の延長として、湧水が湧く初雁公園野

球場東側を流れる新河岸川において魚類調査を

実施いたしました。この地点は、右岸の初雁公

園球場から市営プールまでの 50 メートルほど

にわたり、川越台地からの湧水が多量に湧き、

新河岸川に流れ込んでいる為に川底が砂礫にな

っており、湧水特有の魚類が生息していること

が判りました。この調査結果は、次号で報告い

たします。 

	 1 月 8 日（金）は鯨井の東洋大学構内の自然

観察会が開催され、自然環境部会からは、5 名

が参加しました。 

	 同じく 1月 8日（金）の午後からは、川越市

役所 7G 会議室において 1 月度の自然環境部会

が 10名の参加で開催されました。新年の挨拶を

交わした後に、埼玉県への報告期限が 15日と迫

った県民参加生き物モニタリング調査結果の報

告として、まず、（仮称）川越市森林公園計画地

に於ける植物調査まとめの報告がありました。

続いて、鯨井のなぐわし公園計画地周辺の小河

川と安比奈親水公園付近の小河川に於ける魚類

調査のまとめの報告がありました。次に、新年

度を迎えるに当たって役員改選の討議を行いま

したが、結論まで至らず、2 月度の部会で、引

き続き話し合う事になりました。 

（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等のおしらせ

かわごえ環境フォーラム講演者	 石川英輔さんの素顔

 
 

	 2月 20日開催される“第 8回かわごえ環境フ

ォーラム”の講演会（14:10-16:00）にて講演が

予定されている作家の石川英輔さんのご自宅へ、

1月 14日に訪問してきました。講演の詳細打合

せが目的でしたが、石川先生のお話があまりに

も楽しく、3時間も長居してしまいました。 

	 そもそも、石川先生との出会いは、2001 年。

埼玉県が開催した環境講演会で、講演者として

ご一緒させていただいたとき、出身地で話が盛

り上がったのがきっかけです。先生の奥様のご

出身が、私の出身地の隣町。しかも通った小学

校が同じ。それに石川先生が、奥様の出身地で

印刷会社を経営されていたこともあり、ほんの

100m も離れていない場所にお互いが居合わせ

ていたというのです。なんという偶然!!という

ことから話しが盛り上がったわけです。このご

縁で今回の講演を依頼したところ、快諾いただ

きました。 

	 さて、かわごえ環境フォーラムでの講演タイ

トルは、「江戸の生活に見習えるか？」です。 

	 我々が生きているこの時代、いったいどれく

らいエネルギーを使っているのか？それに比べ

江戸時代のエネルギーは微々たるもの。江戸の

生活をしようとはいわないし、できないわけで

すが、江戸の暮らしの知恵から参考にすべきこ

とがあるのではないでしょうか？	 90分間、先

生はどんな話をされるのでしょうか？楽しみで

す。 

	 先生のご自宅で話を伺って抱いた感想は、“な

んて楽しそうにお話する方なんだろう”。伺った

話は先生のこれまでの生き様。そして奥様のお

話。聞いている間、こちらも笑顔が絶えず、帰

るときにはすっかり癒されていました。先生の

お話を聞くと、癒され、そして元気になって帰

っていけますよ。是非お友達を誘って当日会場

へお越しください。先生は、講演中、眠そうに

している人を見つけると、「よーし。この人を笑

わせてやるぞ！」と思って話をされるそうです。

眠そうな“この人”にならないよう、前晩はし

っかり睡眠をとってお越しください。（飯島希） 

 

	 第 8回かわごえ環境フォーラムは、2月 20日

（土）10:00-16:00に開催されます。10:00-14:00

（途中昼休み 1時間あり）は「環境活動報告会」、

14:00-16:00は、司会は飯島希さんで、石川英輔

さんをお招きしての講演会です。詳しくは、ち

らし・ポスター・ホームページをご覧ください。
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第 9回環境まちづくりフォーラム・埼玉 

 

	 3月 13日（土）に開催される「第 9回環境ま

ちづくりフォーラム・埼玉」の予告が、本誌 1

月号の 12ページに掲載されました。川越周辺の

10 市 2 町の幅広い関係者で準備を進めており、

ポスター、チラシもできあがり、PRを進めてい

ます。 

	 当日は午前 10 時からやまぶき会館で環境大

臣の映像メッセージで始まり、かわごえ環境ネ

ットの小瀬理事長の「環境を活かしたまちづく

り」の題による基調講演で午前の全体会議を進

めます。 

	 午後は、市民会館や市役所 7階の会議室等も

利用して 6分科会が開かれます。また、中央図

書館の 3階展示室で、行政から各団体の活動ま

で、幅広いパネル展示が予定されています。会

場設営等で、かわごえ環境ネットの会員の協力

が望まれています。（武田侃蔵）

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 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。事前連絡不要。次回は 3月 10日（水）。 

★「川越の自然めぐり」シリーズ（第 1回） 

日時：2月 10日（水）9:00-14:00ごろ 

集合：安比奈親水公園事務所前 

（川越市安比奈新田 140-1地先） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

	 川越市域の動植物を大まかに観察し、その場

所の地形・地質などとの関連をさぐります。 

併せて在来種の残る良好な自然を探します。毎

月 1，2回のペースで順次計画。 

●社会環境部会（2010年 2月度） 

日時：2月 10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水曜日に開催で次回は 3月 10日 

●自然環境部会（2010年 2月度） 

日時：2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金曜日に開催で次回は 3月 12日 

◆広報委員会（2010年 2月度） 

日時：2月 15日（月）9:30-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆10周年記念出版編集会議（第 5回） 

日時：2月 18日（木）10:00-12:00 

場所：生活クラブ生協くらぶルーム 

（川越市東田町 5-12） 

問い合わせ：横山（049-247-2555） 

★第 8回かわごえ環境フォーラム 

日時：2月 20日（土）10:00-16:00 

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） 
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◆理事会（2009年度第 11回） 

日時：2月 26日（金）13:30-15:30 

場所：川越市役所本庁舎修養室（地下） 

★［出展］第 9回環境まちづくりフォーラム・

埼玉 

日時：3月 13日（土）10:00-16:00 

場所：川越市市民会館・やまぶき会館ほか（川

越市郭町 1-18-7） 

主催：第 9回環境まちづくりフォーラム・埼玉

実行委員会 

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 

◆2月 13日（土）9:30集合 

◆3月 13日（土）9:30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 100円（保険代）

とします。2月は、雑木林の手入れ 焼き芋、豚

汁付き、3 月は、雑木林の手入れ あそぼうパ

ン・スープ。お碗、お箸をお忘れなく。 

●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休憩所に 10:15 集

合、15:00 過ぎ終了解散、参加費 200 円、入園

料 400円。昼食、観察用具、雨具持参。雨天決

行。 

◆2月 14日（日）当会主催 

◆2月 22日（月）当会主催 

	 2 月は、野鳥（ルリビタキ、シロハラ等）や

冬越しの昆虫などを観察します。梅やミヤマウ

グイスカグラの花も見ごろです。暖かい服装で

お出かけください。 

◆3月 26日（金）当会主催 

	 3 月は、アオイスミレやアマナの花が見ごろ

です。トウキョウサンショウウオの生息地や水

辺の生き物を観察します。 

●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 

◆2月 2日（火）・18日（木） 

◆3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 

◆2月 14日（日）・3月 14日（日）・ 

	 9:30-11:00 に本川越駅交番横から各方面に分

かれて活動、中央公民館でごみまとめ。 

3. 第 4土曜日 

◆2月 27日（土）・3月 27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. 伊佐沼周辺美化活動応援 

◆2月 14日（日） 

	 伊佐沼周辺の自治会や「はすの会」など諸団

体が参加してごみ拾いを行います。応援の方は、

8:30「荒川右岸用排水組合」事務所前に集合。

約 2時間活動の予定。 

●川越市 

問い合わせ：環境政策課（Tel.049-224-5866） 

☞エコドライブ教習会 

◆2月 27日（土）12:00-16:30 

会場：農業ふれあいセンター 

（川越市伊佐沼 887）及び周辺道路 

対象：市内在住・在勤で普通自動車免許を取得

している方 

定員：先着 15名 

参加費：無料 
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申し込み：環境政策課（Tel.049-224-5866） 

内容：地球にも財布にもやさしい車の運転「エ

コドライブ」の教習会を開催します。講義、実

車走行［教習車（AT車）は市が用意します］。 

●(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 14日（日） 

	 寒い最中ですが、カモ達はもう恋の季節を迎

えます。オスは羽の色を着飾ってメスの周りに

集まり、色々なしぐさをして求愛します。木々

の葉を落とし見やすくなった冒険の森で小鳥た

ちを探します。 

◆3月 14日（日） 

	 伊佐沼は工事中です。今年度はこれまでで、

この工事は後 2年行われます。完成すれば植物

も鳥も魚も人もみんな喜ぶ伊佐沼になると思い

ます。3 月末からは灌漑用の水を溜め本来の姿

に戻ります。水の少ない沼で生き物はどんな生

活をしていたのでしょうか。 

●NPO法人 荒川流域ネットワーク 

荒川流域再生プロジェクト 

問い合わせ：鈴木勝行（Tel.049-285-6625, 090-

7804-5722、E-mail: k_suzuki＠pk2.so-net.ne.jp） 

☞2009年度第 2回みずかけ“サ”論 

第 14回荒川流域再生シンポジウム「コウノトリ

が舞う 50年後の荒川流域 その再生に向けて」 

◆2月 11日（木・祝）10:00-16:30 

場所：国立女性教育会館（嵐山町菅谷 728） 

参加費：無料 

	 荒川流域再生プロジェクトが進めてきた「菅

間堰アユ溯上作戦」の結果を報告するとともに、

荒川流域が抱えている山・川・水田・平地林・

都市の環境的な課題の解決に向けて立場を超え

て討論を重ねていきたいと考えております。荒

川流域で活動されている多くの団体・個人の方

および関係する機関の方のご参加をお願いいた

します。 

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。2010 年 3 月号（No.041，1

月下旬発行予定）の掲載原稿は、2月 12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。 

●「水辺再生 100プラン」と名付けられた県の

工事が新河岸川で始まりました。伊佐沼も同じ

「水辺再生 100プラン」の看板で、自然護岸や

浮島つくりなどの工事が始まり、12月末に水が

すっかり抜かれました（写真）。市民に親しまれ

る伊佐沼へと 3年がかりの工事が始まりました。

発注は県土整備事務所ではなく川越農林振興セ

ンターでした。伊佐沼は、荒川右岸用排水組合

の管理で農業用水のため池です。水と緑の環境

保全のためには、周辺の農業用水路の清掃とと

もに幅広い市民との連携が望まれます。 

（ＴＫ） 
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イベントカレンダー（2月 3日~3月 27日） 
日 月 火 水 木 金 土 

★：会員内外を対象にした公開・出展イベント 
●：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ご覧ください。 

2/3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

2/7 
 

8 
 

9 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 

10 
★9:00「川越の
自然めぐり」シ

リーズ 
●15:00社会
環境部会 

11 
◎10:00第14回
荒川流域再生シ

ンポジウム 

12 
●15:00自然
環境部会 
○本誌 3月号
原稿投稿締切 

13 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 

2/14 
◎8:30伊佐沼周
辺美化活動応援 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼
探鳥会 
◎10:15武蔵丘
陵森林公園自然

観察会 

15 
◆9:30広報委
員会 

16 
 

17 
 

18 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

19 
 

20 
★10:00第8回
かわごえ環境

フォーラム 

2/21 22 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
◎12:00エコド
ライブ講習会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

2/28 3/1 2 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3 4 5 6 

3/7 8 9 10 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 
●15:00社会
環境部会 

11 12 
●15:00自然
環境部会 
○本誌 4月号
原稿投稿締切 

13 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 
★10:00環境ま
ちづくりフォ

ーラム・埼玉 
3/14 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

15 16 17 18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

19 20 

3/21 
春分の日 

22 
振替休日 

23 24 25 26 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

27 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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