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皆の力で、かわごえ環境ネットを活性化させましょう 

	 かわごえ環境ネットは今年 10周年を迎えます。

みんなの努力で成長してきました。次の 10年に

向けて更なる飛躍をしたいと思います。会員数も

170に迫り、このなかの民間団体、事業者のグル

ープ構成会員の人数を合わせたら万を超えてい

ます。その総力を結集すれば、影響力は計り知れ

ないものがあります。 

	 私は、社会環境部会で、生ごみの堆肥化と、川

の清掃と再生に取り組んでいます。生ごみの堆肥化については、狭山市、芳賀町な

ど数多くの先進事例を学びました。それぞれが、地域に密着した素晴らしい成果を

収めています。川越市でも糸口がつかめないかと試みましたが、全く前に進みませ

ん。我々は、生ごみを堆肥にして野菜作りをしている5つほどのグループで活動し

ていますが、その他を合わせても川越市全体で2,000軒足らずではないでしょか。 

	 一方、川の清掃は今年で8年目になります。この間に、埼玉県の「水辺の里親協

定」「水すましクラブ」への加盟などを進めて活動を拡大してきました。昨年の「水

辺再生 100 選」に選ばれた南小畔川の再生工事も、埼玉県、川越市、地元自治会、

地元の小中学校等の関係者で何回も会議を重ね、工事が3月から始まります。 

	 埼玉県は、「みどりと川の再生」「川の国埼玉」の名のもとに、県や市、民間団体

の各関係者らが横のつながりを持って活動を進めています。1月23日に埼玉会館で

開かれた「川の再生交流会」では、県の各地で川の清掃・再生活動を行っているグ

ループを上田知事が親しく表彰し激励しました。参加した各グループの情報交換も

進んで盛り上がりを見せました。 

	 かわごえ環境ネットの活動も、個人の活動だけでは大きな成果を上げることは困

難だと思います。企業とグループの連携、特に市民と行政の連携こそが必要だと痛

感しております。まずはかわごえ環境ネットの会員同士の連携を深め、同一課題に

対するパワーを蓄え、行政と連携をとり、協働で推進する体制をとりたいものです。

とりあえず、会員相互の情報交換をはじめとしてパワーを蓄えることから始めたい

と思います。具体策ができましたらぜひご協力をお願いします。 

かわごえ環境ネット理事	 原嶋昇治 

＜推進事例＞ 
情報交換・共有 

↓ 
課題抽出・調査 

↓ 
協働体制確立 

↓ 
推進・実行 

↓ 
成果 
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財団法人 埼玉 YMCA川越センター 団体会員訪問	 地域環境活動を聴く（25）
	 今月の団体会員訪問は、埼玉 YMCA 川越センタ

ーに伺いました。YMCA川越センターは、川越駅か

ら徒歩 5分ほどのところ、菅原町にあります。川越

センター館長の河合今日子さんを尋ねると和やかな

笑顔で迎えていただきました。 

	 玄関を入るとカウンターがありその奥にディスク

がいくつか並び、パソコンが机の上に置かれてポス

ターも貼られている風景は、旅行社の店頭と似てい

ると感じました。河合館長と初対面の挨拶とともに、

これ懐かしい写真です、と写真ファイルを示されま

した。2002年にYMCA川越が水上公園で始めた「川

越市民リサイクルバザー」から「アースデイ・イン・

川越」として拡大していったころの写真集でした。 

 
YMCAの事務所	 和やか笑顔で迎えてくれました 

	 「この YMCA の店先でチャリティリサイクル品

として並べていたのが始まりでした。」「市の職員の

方が英語学習に来られていて、環境にもやさしいこ

とですからと、お声をかけて手伝いをしてもらいま

した。」写真に写っている市の職員が筆者の知り合い

でしたので、後日電話でお聞きすると、「そうです

ね・・その頃、川越市の職員による勉強会グループ

があって、リサイクルのイベントにできるかなとお

手伝いを始めました。」河合館長が「川越市職員のお

手伝いを受けたのをきっかけに、YMCA川越が「ア

ースデイ・イン・川越」の事前準備、開催運営の事

務局を引き受けました。」と語ってくれました。「こ

の中に私の若きころの写真があって懐かしい思いが

してきました。」テント張りのアースデイ本部で開会

式の司会者横にはつらつ姿の河合さんが見られまし

た。環境活動・始めの一歩と「アースデイ・イン・

川越」の事始めが理解できました。 

	 YMCAは、何から始まったのですかとお聞きする

と、埼玉 YMCA30 年史を見せての説明がありまし

た。「イギリスのロンドンで 12人の青年たちによっ

て創設されました。」30年史に書かれた紹介にYMC

Aは Young Men's Christian Associationの略。日本語

では、キリスト教青年会と呼びます。「日本には 188

0 年に開設され、各都道府県に活動センターが順次

設置されました。」「埼玉では、39 年前に設立され、

浦和、所沢、そして 1988年 9月に川越にもできまし

た。」 

	 現在 YMCA 活動は何ですかとお聞きすると、入

口の大型ガラス窓に書かれた活動項目を指さして話

し始めました。ガラス窓には、英会話・海外プログ

ラム・屋外デイキャンプ・特別支援教育・フリース

ペース・ボランティア活動・日本語教育が書かれて

いる。 

 
フリースペースに訪れた市民 

	 「フラワーアレンジメントは、市民・会員の誰で

もがここにきて、花作り等の簡単作業とお話ができ

る場所として開放しています。」「学校になじめない

子どもたちも人との出会いや体験を通して少しずつ

元気になり、自信を持って社会生活に戻っていま

す。」「このような支援活動が出来るボランティア養

成も大切です。」「対人支援のボランティアは、誰に

でもできません。ボランティア希望の方には、リー

ダートレーニングプログラムで対人関係対応の実技

を学ばせてから支援活動に入ってもらっています。」 

	 まだまだ沢山の活動をお聴きしているうちに、

人々の交わりを通じて精神、知性、身体の向上をは

かり、市民そして国際人として優れた人格を築き、

地域社会に奉仕できる人を育成することを目的とし

たNPOであるYMCAの活動理念が理解でき、人づ

くりに多くのプログラムを持ち、様々な支援プログ

ラムに環境活動が入っていると感じました。 

（2010年 2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 
湧水の湧く新河岸川での魚類調査報告 自然環境部会

	 郭町 2丁目の新城下橋を流れる新河岸川には、

右岸の初雁公園野球場から市民プールに至る崖

下の護岸から、豊富な湧水が流れ込んでいて、

川底は砂礫となり、湧水特有の魚類が生息して

いると言われていました。この地点を地形的に

見てみると、この付近は川越台地から荒川低地

に至る地形変換点で、代表的な崖線型の湧水で

あり、湧水の豊富な時期であれば 10メートル近

くにわたって護岸下の水面近くに流れ落ちる湧

水は見事です。ただし、交通の激しい国道 254

号線側からでなくては見ることができません。 

	 今回は、この湧水地点と湧水の影響のない地

点の 2か所での魚類比較調査を行った結果、湧

水地点では、多様な魚類と湧水特有の魚類が生

息することが確認できました。なお、この調査

に際しては、埼玉県川越県土整備事務所河川担

当部署の許可と川越市公園管理事務所の協力を

いただきました。以下にその調査状況と結果に

ついて報告いたします。 

1.日時：2009年 12月 16日（水）9：00-12：00 

2.場所：新河岸川・新城下橋上下流（下図参照） 

3.調査員：菅野・市川・大辻 

4.調査方法：1）採取具：70cmサデ網、2）記録

事項：天候、時刻、気温、水温、魚類名、個体

数、3）記録写真：調査状況、採取魚類 

 
調査場所付近の地図

 

5.調査状況  1)調査地点 A（新城下橋下流：湧水あり） 

 
湧水の湧く新城下橋下流の風景。右岸

（写真左側）が初雁公園球場側。 
写真右側は国道 254号線が走る。 

 
コンクリート護岸基部より湧く湧水。

上部は初雁公園野球場。湧水が豊富な

時期には、滝のように流れ落ちる。川

底が小石と砂地になっているのがよく

わかる 

 
調査地点 Aの中間に築かれた手作りの
農業用水取水のための堰。この下流の

市民プール護岸下からの湧水量も多い。 

◆かわごえ環境ネット会員募集中！ 

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。 

この冊子を毎月お手元に届けます。ぜひご入会ください。 

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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堰上流での調査状況。サデ網を使って

の追い込み捕獲。 

 
堰下流での調査状況。写真左護岸上は

市民プール。右手には国道 254号線が
見える。護岸下から湧水が湧き、淵と

なって水深がある。 

 
流れの中央には中洲が形成され、アシ

などが根付き魚類も多い。

 
堰下流で確認されたカマツカ（埼玉県

RD希少種）の幼魚（全長 8cm） 

 
堰下流で確認されたテナガエビ 

 
堰下流で確認されたアブラハヤ、タモ

ロコ、モツゴなど

 
堰下流で確認されたマシジミ、スジエ

ビ 

 
堰上流で確認されたハグロトンボのヤ

ゴとスジエビ 

 
堰上流で確認されたコイ。増え過ぎて

底生動物や水生植物もたべ尽くす悪者

になってきた。

 2)調査地点Ｂ（新城下橋上流：湧水なし） 

 
新城下橋上流の右岸での調査状況。コ

ンクリート護岸際に土砂が堆積し、ア

シなどが根付いている。 

 
左岸での調査状況。右岸と同様に土砂

が堆積し、アシなどが根付き、魚類の

隠れ家になっている。 

 
新城下橋で確認されたモツゴ、タモロ

コ、など

 
新城下橋上流で確認されたクロメダカ 

 
新城下橋上流で確認されたタモロコ 

 
新城下橋上流で確認されたオイカワ 
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6.調査結果 

時刻：9:30~／天気：くもり／気温：7℃／水温：

10℃ 
魚類の個体数 

調査地点	 

	 

魚類名 

A 
湧水

あり 

B 
湧水

なし 
備考 

カマツカ 1  埼玉県 RD希少種 
アブラハヤ 5   
クロメダカ  19 埼玉県 RD希少種 
オイカワ 3 2  
タモロコ 6 2  
モツゴ 7 7  
ギンブナ 1   
トウヨシノボリ 1   
テナガエビ 1   
スジエビ 19 16  
ハグロトンボの

ヤゴ 1   

マシジミ 1   

 

7.まとめ 

1)	 湧水の湧く A地点では、湧水のない B地点

に比べ、生息する魚類が多様であり又湧水特有

で砂地を好む希少種のカマツカの生息が確認で

きた。 

2)	 湧水のない B地点では、希少種のクロメダ

カの生息が確認できた。これはコンクリート護

岸際に堆積した土砂に根付いたアシなどの影響

が大きい。 

3)	 今後は、年 3 回程度の調査を県民参加生き

物モニタリング調査地として実施し、埼玉県へ

の結果報告により、生物多様性の保全に配慮し

た新河岸川河川工事へ反映させたい。 

 

（大辻晃夫）

池辺公園の保全活動報告（キツネノカミソリの種まきと移植） 自然環境部会 
日時：2 月 8 日（月）9:30-11:30（天候：晴れ）	 

場所：池辺公園	 

参加者：菅野、猪俣、平田、大辻	 

	 今回蒔いたキツネノカミソリの種子は、昨年

の 11 月に蒔いた残りの 75 粒を冷蔵庫内で冬眠

させていたものです。	 

	 前回蒔いた場所の直ぐ近くに更地を作り、こ

れも前回同様に 1 号鉢に近い小さなエコ鉢（土

に戻る）に林床の土を入れて、2 ずつ種子を蒔

きました。	 

	 蒔き終わった 35 個のエコ鉢は、更地の土中に

鉢の淵が見えるぐらいの深さに埋め込み、落ち

葉を被せて完成しました。	 

	 続いて、公園隣地からの移植を行いました。

落ち葉を掻き分けると、もう新芽が長いもので

5 センチぐらい伸びていました。今回は、32 株

の球根を採取して、公園最奥部の斜面帯に 2 株

ずつ移植しました。	 

	 その後、何回も雨や雪が降ったので、きっと

根付いてくれるでしょう。	 	 	 （大辻晃夫）

 
冷蔵庫に冬眠させていた種子 

 
更地の造成作業中 

 
林床の土を鉢に詰め、種子を蒔く 

 
鉢を淵が見えるぐらいに埋め込む 

 
新芽が伸びてきたキツネノカミソリ 採掘したキツネノカミソリ
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移植先の斜面帯風景 

 
移植 13日目のキツネノカミソリ

■池辺公園だより	 昨年から川越市公園整備課にお願いしていた、希少植物保護のための柵が、木

杭とロープ張りの自然に優しい姿で完成しました。

  

伊佐沼や日高街道などの美化活動 社会環境部会 
	 2月 14日に、伊佐沼周辺の自治会や蓮を咲か

せる会などでつくる伊佐沼周辺田園環境保全組

合と荒川右岸用排水組合との共催で、伊佐沼周

辺の草刈とごみ拾いを行いました。 

	 今年は、冒険の森の横から九十川に流れる土

手の周辺もきれいにしました。かわごえ環境ネ

ットからも 3人が応援しました。伊佐沼から市

内の美化活動に向かう途中、日高街道の東京電

力別館前あたりで、6～7人のおじさんらのゴミ

拾いのグループに会いました。毎月第 2日曜日

に小仙波 2丁目の道路をきれいにしているとの

ことでした。まち美化に熱意のあるこれらのグ

ループとの横の連絡を取りたいものです。 

（武田侃蔵） 

会員の活動報告 
提案型協働事業「親子で知るやまの楽しみ（循環型農業）」報告 福原ファームクラブ 

 
小さな子供もブロッコリーの収穫をお手伝い？ 

 
たくさんの落ち葉の前で集合写真 

	 2009年 12月 20日（日）、2010年 1月 16日（土） の 2回、福原ファームクラブで市との協働事業
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「親子で知るやまの楽しみ（循環型農業）」を実

施しました。 

	 12 月は 11 組の親子がブロッコリー畑や大根

畑の片付けに汗を流してくれました。 

	 お昼は芋煮です。農家の庭先で持参のお椀に

たっぷりの野菜。「家では野菜をあまり食べない

のに。おかわりするなんて！」と 3歳児のお母

さん。大勢で食べると食べず嫌いもなくなりま

す。お土産の人参、大根などをもらって終了し

ました。 

	 1月は 13組の親子が雑木林の手入れです。熊

手で落ち葉を掃いて、大きなかごに入れ、踏み

固めます。参加者は親子連ればかりではありま

せん。農業に関心のある 20代の若者が 5名参加

してくれて、強力な助っ人になりました。 

	 日程の関係（12・1 月）で小学生と父親の参

加を予定していたのですが、この時期は忙しく、

次回の課題となりました。 

	 身近な循環型農業の実体験は消費者として必

要と思います。	       （横山三枝子）

「生活まるごとエコゲーム・10年間」省エネコンテスト受賞

 
表彰を受ける松岡壽賀子さん 

	 2月 10日「東京ビックサイト」において経済

産業省資源エネルギー庁主催による「平成 21

年度 省エネルギー月間表彰式」があり、「省エ

ネコンテスト」で松岡壽賀子さんの取組｢生活ま

るごとエコゲーム・10 年間｣が｢審査委員特別

賞｣に選ばれました。 

	 表彰式には、経済産業大臣政務官はじめ関係

者の祝辞があり、省エネ大賞では、企業部門お

よび企業の個人が、省エネコンテストでは、家

庭部門、学校部門の 8部門で省エネの取組が表

彰されました。 

	 省エネコンテスト各部門とも「楽しく」「無理

をしない」｢意識を高める｣をモットーに省エネ

活動を継続し、人に伝えていきたいとの願いが

込められていました。 

	 受賞された松岡壽賀子さんの取組により達成

された電気・ガス・上下水道の年間 CO2総排出

量の 50%近くの削減は、コツコツやり続けたこ

とによるものでした。それは、家族ぐるみで省

エネライフをゲーム感覚で、楽しみながら実践

した結果と思います。表彰式後の交流会の挨拶

の中にも、CO2 削減だけでなく家族との絆があ

ってのことと強く感じました。 

（宮澤宏次）

 

近隣の川の環境事情 
「春の小川」と用水組合

	 「水すましクラブ」「水辺のサポーター」「川

の守り人」などと、川をきれいにする運動が盛

り上っています。一級河川、準用河川、普通河

川とわかれて、国、県、市町村とが分担して管

理しています。しかし、入間川の管理でも、国

土交通省の荒川上流河川事務所は荒川の合流か

ら関越自動車道のところまでで、それからは埼

玉県の管理です。小畔川は、東武東上線から越

辺側の合流までを国が管理しています。名細の

ところに水位監視の高い塔がありますが、国の

管理地区だったからできたと言えましょう。 

	 新河岸川の上流は赤間川ですが、正しくは赤
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間川用水で入間川第二用水組合の管理です。市

の広報でもらえる「川越市案内図」には、尚美

大学横と埼玉川越総合地方卸売市場裏の川の両

方に「赤間川」と書いてありますが、河川課の

地図では市場裏の方は「長瀞川」となっていま

す。伊佐沼に流れ込む川も河川課の管理ではな

く荒川右岸用排水組合の管理となります。 

	 近隣 10市 2町の中にある土地改良区は、荒川

右岸用排水、入間第一用水、入間第二用水、箕

和田用水、名細第一、富士見第一、株木用水、

中里用水、入西北部、南畑の 10組合があります。

川越市内では、荒川右岸の面積が約 1,372ha、組

合員数 1936人、入間第二が約 89ha、組合員数 2

37人、名細第一は約 136ha、組合員数 312人と

なっています。用水の方は地下水汲み上げが多

くなり、水路は排水路のようになってしまって

います。水路の清掃も人手不足でままなりませ

ん。「里川づくり」が叫ばれていますが、身近な

「水辺」の環境整備には、市民と土地改良区の

農家との協力で現状の見直しを進めて、新しい

方向を開いてほしいものであります。 

（武田侃蔵）

「川の再生」めぐる動き 5題
1.	 県民参加の「川の再生交流会」

	 川の流域面積が国内最大の県として、「川の国

埼玉」運動を進めている埼玉県の主催で、1月 2

3 日に埼玉会館で「川の再生交流会～川の守り

人全員集合～」の大会が開かれました。 

	 上田知事が「水辺のサポーター」の代表 8団

体を表彰し、いっしょに記念写真に写りながら

激励しました。小中学校も各 1校ずつの取組が

子供たちの演出で行われ、会場の拍手を浴びま

した。ついで、水辺の再生 100プランへの取組

などが報告され、川越からは「伊佐沼の蓮を咲

かそう会」の荒井さんが、伊佐沼周辺田園環境

保全組合を代表して、周辺自治会とともに環境

保全に取り組んでいる状況が紹介されました。 

	 午後は「地域づくり・まちづくり・流域での

取組みについて」「水質浄化」「生き物・生態系」

「環境学習・啓発」「河川浄化など維持活動」の

5 分科会に分かれて活動発表があり、各団体の

交流も加えて盛り上がった「川の再生交流会」

でした。かわごえ環境ネットの原嶋理事が第 5

分科会で「南小畔川の清掃と水辺再生 100プラ

ン」で発表しました。 

2.	 「第 13回荒川流域再生シンポジウム」
	 2月 11日、嵐山町の国立女性教育会館で開か

れた「第 13回の荒川流域再生シンポジウム」は、

「コウノトリが舞う 50 年後の荒川流域	 その

再生に向けて」のサブテーマを中心に発表と意

見交換が午前午後にわたって行われました。 

	 上流の秩父市からは「源流の森林を生かす流

域市民の課題」と題し、森林の新しい管理保全

の技術が紹介され、森林資源の活用につながる

マーケット創造の必要性が強調されました。 

	 中流域からは「平地林を保全し、冬水田圃を

復活する」のテーマで、最初にさやま環境市民

ネットワーク緑の分科会リーダーの小川さんか

ら「都市に隣接する平地林の活用法と税制シス

テム改正への提言」の発表がありました。川越

市でも共通の課題であります。ついで鴻巣の環

境を考える会の川島さんから「荒川流域にコウ

ノトリを復活させるためのロードマップづく

り」と題して、兵庫県の豊岡市のコウノトリ郷

に負けない豊かな環境づくりへの熱意を語りま

した。 

	 最後は「東京湾から上るアユの遡上環境を創

る」のテーマで、埼玉県環境科学国際センター

の金沢さんが「2009年度の入間川・越辺川での

標識アユ遡上調査結果」、独立行政法人土木研究
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所の村岡さんから「近年の魚道及び簡易魚道に

ついての情報及び基礎知識」と、アユの棲める

環境整備への熱い討議が重ねられました。

3.	 「川の再生モデル 5箇所合同完成式」
	 2月 16日に、川口市の芝川脇の川口オートレ

ース場イベントホールで、上田知事、関係 7市

長に多数の県会議員が参加して、どぶ川だった

芝川などの「川の再生モデル 5箇所」の完成式

が行われました。司会は、芝川再生の市民活動

を報道し、ともに川掃除を続けたテレビ朝日の

大橋アナウンサーが務めました。会場入口には

水辺再生 100プランの箇所別パネルがずらり展

示され壮観でした。また子供向けのテレビ教室

も広場で開かれ、川の再生一色の熱気でした。 

	 モデルとなった芝川、藤右衛門川、元荒川、

東京葛西用水、柳瀬川の各々を支える強力な市

民団体が、知事から「川の守り人」の旗を受け

取り、代表が今後の活動を約束しました。川越

市でも幅広い市民の参加が望まれます。

 
知事から「川の守り人」の旗を受ける 

 
ずらり並んだ「水辺100プラン」のパネル 

 
再生が進められた芝川 

4.	 「不老川応援歌」でバーベナーコーラスが
	 2月 20日に東村山市内の明法中学・高等学校

講堂で開かれた新河岸川流域川づくり連絡会主

催の「第 6回川でつながる発表会」で、川越市

から福原のバーベナーコーラスが「不老川応援

歌」を披露しました。初めは福原中学校の吹奏

学部も招待されましたが、期末試験前などの事

情で参加できませんでした。  
不老川応援歌を歌うバーベナーコーラス 

（新河岸川流域川づくり連絡会事務局より写真提供）

5.	  「新河岸川広域景観プロジェクト」の「サイクルロードマップ」が完成
	 2008（平成 20）年から、新河岸川の再生を景

観の視点から取り組んでいる「新河岸川広域景

観プロジェクト」が、2 年越しの活動の成果を

「サイクルロードマップ」にまとめ、3月 27日

（土）に志木市市民会館で開かれるフォーラム

会場で参加者に進呈されることになりました。 

	 川越市から和光市までの新河岸川流域を実際

に歩きながら「良い景観」「望ましくない景観」

を指摘しながら、サイクリング向けの史蹟、休

憩所、トイレなどの情報をのせた今までにない

ロードマップが完成の予定で、当日の参加者に

贈呈されます。   （以上 5編・武田侃蔵）
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川越市からのおしらせ

「エコチャレンジファミリーの広場」を開設しました

	 「エコに興味はあるけれども何をしたらよい

かわからない」「今よりもっとエコに取り組みた

い」など、エコにチャレンジしようというみな

さんに、具体的な取組や、利用できる補助制度、

参加できるイベントなどの情報をわかりやすく

紹介するため、市のホームページ内に「エコチ

ャレンジファミリーの広場～家庭向け環境情報

～」のページを開設しました。	 

	 まだまだ情報量は少ないですが、少しでも役

立つ情報を掲載していきたいと考えていますの

で、ぜひご活用ください。	 

	 また、みなさんからの情報・ご意見・ご感想

もお待ちしております。	 

	 

 
「エコチャレンジファミリー」で検索を 

 

問い合わせ：川越市環境政策課 

Tel.049-224-5866 

E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 第 11回理事会を 2月 26日に川越市役所地階

修養室で開催しました。理事の出席者は 8名で

した。主な議事は次のとおりです。 

	 埼玉県からの「県民参加生き物モニタリング

調査業務検査結果」の合格通知があったことが

報告されました。 

	 次年度総会の日程を 5月 23日（第 1候補）か

5月 16日（第 2候補）のいずれか（いずれも日

曜日）に決めました。時間は午前、場所は川越

市立博物館を第 1候補として検討します。また、

終了後、懇親会を開く方向で検討することにし

ました。 

	 「10周年記念事業実行委員会」の設置を正式

に決めました。当初は、かわごえ環境フォーラ

ム実行委員とこれまでに出版と行事を検討した

メンバーで構成します。また、出版についての

スケジュールが示されました。補助金申請は不

採択となったため、事業の会計の見通しについ

て改めて検討してもらうことにしました。 

	 次年度事業計画について、各部会・委員会で

検討して文書化し、3月 29日（月）理事会前に

行われる拡大企画会議（企画委員、10周年記念

事業委員、部会代表、理事有志で構成）にて調

整を図ることにしました。なお、事務局より川

越市資源化センターの「つばさ館」を行事にお

いて積極的に利用するよう要請がありました。 

	 次年度の理事選出について文案を確認し、内

容を確定しました。3 月郵送資料にて会員から

理事を募集することにしました。 

	 企画委員会とアジェンダ推進委員会について、

3月 29日に開催することを決めました。企画委

員会は、拡大企画会議として開催します。 

	 会員名簿を確認して、年間の会員動向と年会

費の納入状況を確認しました。年度末の会員数

は、およそ 160となる見込みです。 

	 各部会から活動報告と次期役員に関する報告

がありました。 

（小瀬博之）
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社会環境部会

	 2月の社会環境部会の例会が、2月 10日（水）

に 9人が参加して行われました。2月 20日の第

8 回環境フォーラムのスタッフの再確認を行い、

前日の準備や受付等を決めました。また、先月

の部会で決めた3月23日に行われる社会環境部

主催の近隣市のリサイクル施設の見学勉強会が

正式に決まり、2月 25日の市の広報に掲載され

ます。市民からの応募も多数予想されますので、

早く申し込まれるように注意がありました。 

	 また、3月 13日にやまぶき会館などで開かれ

る「第 9回環境まちづくりフォーラム・埼玉」

の概要の説明が武田委員からありました。埼玉

西部の 10市 2町の関係者が集まりますが、開催

地の関係者の応援協力の要請がありました。前

日の準備、当日の受付や会議室の机整備、パネ

ル展示場の補助など、何人かの応援をいただき

ましたが、あと何人かの追加が必要でした。	 2

月 25日に行うエコライフ DAYのチェックシー

トの集計作業の要員 5人を決めました。 

	 事業計画表については、今までの点検をもと

に代表がつめた方向を確認し、次年度の計画と

して決定、了承しました。また、来年度の役員

について代表交代等の案が出され了承しました。 

1）地球温暖化対策グループ関係では、会員の松

岡寿賀子さんが、資源エネルギー庁主催の「省

エネコンテスト」での受賞（P.7 参照）の報告

がありました。レモン、甘夏の鉢あげ作業は 3

月中旬に行い、次回の会議で日時を決めます。 

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」に原嶋さ

んが代表して出席との報告がありました。北公

民館の菜園講座は希望者が多く、定員を 30人に

増やしましたが 12人の人が落選しました。また、

川越小学校の支援授業として菜園講座が候補に

上がり、近く協議を進めることになりました。 

3）まち美化グループでは、「水と緑と伝統をめ

ぐり、ついでにクリーン」計画に協力をお願い

しました。 

（社会環境部会代表	 渡辺利衛）

自然環境部会

	 1 月 13 日（水）は、（仮称）川越市森林公園

計画地において植物調査が 7名の参加で行われ

ました。今回は、絶滅危惧種生息エリアの手入

れでした。 

	 1月 24日（日）は、同じく（仮称）川越市森

林公園計画地において森の巣箱作りのイベント

を開催しました。詳しくは、前月号の記事をご

覧ください。又、1月 26日（火）と 2月 9日（火）

には、絶滅危惧種エリアの手入れの他にツリガ

ネニンジンエリアでのアズマネザサ刈り取りな

どの手入れを行いました。 

	 1月 27日（水）は、川越自然めぐりシリーズ

第 1回として、伊佐沼～運動公園～江遠島緑地

の自然を 7名の参加で巡りました。 

	 2 月 8 日（月）は、池辺公園において保全活

動が 4名の参加で行われました。今回は、キツ

ネノカミソリの種子まきと、移植作業を行いま

した。詳しくは、記事をご覧ください。 

	 2月 10日（水）は、川越自然めぐり第 2回と

して、安比奈親水公園～池辺公園の自然を 6人

の参加で巡りました。 

	 2月 12日（金）は、川越市役所 7G会議室に

おいて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、（仮称）川越市森林公園計

画地における活動と川越自然めぐりの実施報告

がありました。続いて、池辺公園での活動報告

の後に、昨年の 12月 16日（水）に実施した湧

水が湧く初雁公園球場崖下を流れる新河岸川で

の魚類調査結果報告がありました。詳しくは記

事をご覧ください。次に、前月に引き続いて自

然環境部会の役員改選について討議しました。

その結果、代表は大辻が再任され、会計は平田
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に代わり賀登が任命されました。又、広報委員

には市川が再任されました。最後に、新年度活

動計画（案）について討議を行いましたが、次

回に再度討議を重ねることになりました。 

	 なお、環境政策課の地球温暖化対策担当から、

2月 27日（土）に農業ふれあいセンターで開催

されるエコドライブ教習会への参加要請があり

ました。  （自然環境部会代表	 大辻晃夫）

 
10周年記念出版編集会議
	 2月 18日に編集会議を行い、年間計画や構成

案を持ち寄って担当などを決めました。「初心者

が楽しめる入門編の本」をめざして作成します。 

	 毎月足りないと思われるポイントの調査を行

い、反映していきます。活動予定は表の通りで

す。 

	 会議は毎月第 3木曜日に開催して、場所は生

活クラブ生協のくらぶルーム（川越市東田町 5-

12）とし、編集会議が増えても対応できるよう

に変更しました。時間は 10:00からとなります。

調査の集合場所等は、随時本誌に掲載します 

（横山三枝子） 
 

観察スケジュール（曜日はいずれも水曜日） 
3月 17日 西北部雑木林（大堀山館跡~上広谷地区） 
4月 14日 川越水上公園 
5月 12日 寺尾調節池 
6月 16日 びん沼・古尾谷八幡神社 

これから開催されるイベント等のおしらせ

「第 9回環境まちづくりフォーラム・埼玉」3月 13日開催・運営スタッフ募集 

 
 

 

 

 

	 3月 13日（土）に開かれる「第 9回環境まち

づくりフォーラム・埼玉」は、小沢鋭仁環境大

臣のメッセージを JCN川越（川越ケーブルテレ

ビ）が直接取材して録画、当日会場で放映され

ます。また、川越市立中央図書館 3階でのパネ

ル展示も環境省や埼玉県の出展も加え、見ごた

えのあるものになります。 

	 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の後、本会の小瀬博之理事

長の「環境を活かしたまちづくり」の演題によ

る基調講演で午前の全体会議を進めます。 

	 午後は、川越市市民会館や川越市役所 7階の

会議室等も利用して 6分科会が開かれます。市

民会館前庭では太陽光分科会のデモンストレー

ションが予定され、珍しい機器も用意されてい

ます。 

	 なお、川越開催のため、運営スタッフとして 

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（Tel.090-2521-5770）までご連絡く

ださい。           （武田侃蔵）
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かわごえ環境ネット理事立候補者募集（4月 12日事務局必着）
	 2010年度は役員改選の年であり、会員から立

候補者を募集し、総会において決定いたします。

つきましては、会員のみなさまにかわごえ環境

ネットの将来を考え、運営に携わる理事への立

候補を募集します。 

	 任期は 2010年度総会開催日から 2012年度総

会開催日までの 2年間で、個人会員と団体会員

（事業所、民間団体及び行政）から募集します。 

	 立候補される方は、3 月郵送資料に同封され

ている「かわごえ環境ネット理事立候補申込用

紙」に必要事項を記入し、4 月 12 日（月）（必

着）までにかわごえ環境ネット事務局にご提出

ください。 

	 詳しくは、郵送資料同封のお知らせ又はかわ

ごえ環境ネット事務局にお問い合わせください。 

 

 
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）

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：3月 10日（水）9:30-12:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

（川越市今福 1295-2） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

	 来年度の活動についての話し合い。作業はあ

りません。次回は 4月 13日（水）に観察を実施。 

●社会環境部会（2010年 3月度） 

日時：3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 4月 14日 

●自然環境部会（2010年 3月度） 

日時：3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 4月 9日 

★［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 

◆広報委員会（2010年 3月度） 

日時：3月 16日（火）9:30-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

	 次回は 4月 13日（火）13:00-14:00 

★「川越の自然めぐり」シリーズ（第 2回） 

日時：3月 17日（水）9:00-14:00 

場所：西北部雑木林 

（大堀山館跡~上広谷地区） 

集合：わかりにくいので、参加希望者は、賀登

（049-234-9366）まで問い合わせください。 

	 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探る自然めぐり

の第 2回です。 

◆10周年記念出版編集会議（第 6回） 

日時：3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） 

	 毎月第 3木曜日に開催で次回は 4月 15日 

★リサイクル施設見学会 

日時：3月 23日（水）9:00-16:00 

集合：8:50川越駅西口暫定自由広場 

（川越市脇田本町 8地先） 

主な行程：川越駅西口→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（鶴

ヶ島市）及び鶴ヶ島市老人福祉センター→川角

リサイクルプラザ（坂戸市）→川越駅西口 

費用：2,200円（昼食・バス・保険・資料代込） 

定員：先着 30人 

	 参加希望者はかわごえ環境ネット事務局（Te

l.049-224-5866）へ連絡を。2 月会員送付資料及

び広報川越 No.1217（2月 25日）にも掲載。 
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◆拡大企画会議 

日時：3月 29日（月）13:00-15:00 

場所：川越市役所 7階第 1委員会室 

◆理事会（2009年度第 12回） 

日時：3月 29日（月）15:00-17:00 

場所：川越市役所 7階第 1委員会室 

	 次回は 4月 13日（火）14:00-17:00、次々回は

4月 26日（月）17:30-20:00に開催 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会 

日時：3月 29日（月）17:00-18:00 

場所：川越市役所 7G会議室 

★「川越の自然めぐり」シリーズ（第 3回） 

日時：4月 14日（水）9:00集合 

集合：川越水上公園正門前（川越市池辺 880） 

案内講師：井田茂雄さん 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

	 水上公園の川沿い緑地は在来の樹林や希少種

も含めた草本が豊富で市民ボランティアが調査、

保全活動をしています。 

 

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 

◆3月 13日（土）9:30集合-12:30ごろ 

◆4月 10日（土）9:30集合-12:30ごろ 

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。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。4 月は

畑仕事、ほうれん草の収穫です。 

●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。 

◆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。 

◆4月 20日（火）当会主催 

	 4 月は、スミレやシュンランやフデリンドウ

の花が見ごろです。林の中を飛び交うミヤマセ

セリや野鳥のさえずりを楽しみましょう。 

●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（13:30-15:00） 

◆3月 2日（火）・18日（木） 

◆4月 6日（火）・15日（木） 

	 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（9:30-11:00） 

◆3月 14日（日）・4月 11日（日） 

	 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（13:30-15:00） 

◆3月 27日（土）・4月 24日（土） 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から本川越駅まで。 

4. 本年第 1回目「落書き消し・違反広告剥がし」 

◆3月 19日（金）13:30-15:30 

	 本川越駅前交番横集合。移動は自転車で行い

ます。落書きや違反広告などに気がついたら、

場所を担当の武田までご連絡ください。 

5. 水と緑と伝統をめぐり、ついでにクリーン 

◆4月 17日（土）9:00-15:00 

川越市駅前集合―七福神の弁天様―星野高校

新河岸川沿いー新河岸川基点の元標‐赤間川用

水路―尚美学園大学―山王塚―南大塚古墳群―

南大塚駅解散。	 定員 30名、保険・資料代 500

円、4月 1日申し込み武田 090-2521-5770まで。 
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●東洋大学小瀬研究室 

申込・問い合わせ：小瀬博之（E-mail・Faxでお

願いします。E-mail: hkose＊eng.toyo.ac.jp（＊は

半角@に変換のこと）, Tel./Fax.049-239-1532） 

ホームページ：http://team-6.eng.toyo.ac.jp/hue 

☞第 2回川越キャンパスエコツアー 

（ウワミズザクラと屋上庭園） 

◆4月 16日（金）9:30-12:00（予定） 

集合：東洋大学川越キャンパス（教室未定）

（川越市鯨井 2100），人数：15名程度（準

備の都合上、4月 12日までに参加の旨お知

らせください），参加費：無料，雨天決行 

	 昨年は、4月 16日に学内のウワミズザク

ラが満開だったので時期を合わせて観察会

を実施します。ソメイヨシノとは違った可

憐な花を楽しんでください。イヌザクラや

ハナズオウなども観察したいと思います。

また、大学の緑化への取組として、時間が

あれば当研究室の湿生植物による屋上緑化

実験施設と新築の 7号館屋上庭園も見てい

ただきます。詳細は次号でお伝えします。 

参考：川越キャンパス生態系データベース 

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

●(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 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。 

◆4月 11日（日） 

	 冬の間行われた工事も年末までお休みです。

水を溜めた沼に鳥たちが戻ってきているでしょ

うか。魚は、植物は変わりないでしょうか。生

き物が一斉に活動する春です。わたしたち人間

も活動する春です。自然の営みを観察し、元気

をもらいましょう。 

●埼玉県 

☞埼玉の植物多様性を守る集い 

◆3月 6日（土）13:00-17:00（会場 12:00） 

場所：大宮ソニックシティ 4階国際会議室 

（さいたま市大宮区桜木町 1-7-5） 

主催：社団法人日本植物園協会 

後援：埼玉県 

対象：一般市民及び日本植物園協会会員 

会費：無料 

詳細は、EICネットに掲載されています。 

http://www.eic.or.jp/event/?act=view&serial=20137 

 

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 4 月号（No.042，3

月下旬発行予定）の掲載原稿は、3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。 

●2月 20日に開催された第 8回かわごえ環境フ

ォーラムへご来場いただき、まことにありがと

うございました。詳報は次号にて。（こせ） 

●川越市が、埼玉県から「環境未来都市」に選

定されたとの報道がありましたが、市民として

大いに誇れることだと思われます。これからは

内容、実績の伴った理想の環境未来都市になる

ために、市民啓発の推進役としてのかわごえ環

境ネットの活動が期待されます。	 	 	 （TK） 
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イベントカレンダー（3月 4日~4月 24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。 

4 
 

5 
 

6 
◎13:30埼玉
の生物多様性

を守る集い 

3/7 
 

8 
 

9 
 

10 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 
●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 
◆9:30広報委
員会 

17 
★9:00川越の
自然めぐり 

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 
◎13:30落書き
消し・違反広告

剥がし 

20 
 

3/21 
春分の日 

22 
振替休日 

23 
★9:00リサイク
ル施設見学会 

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 
◎新河岸川広

域景観 PRま
とめ（志木） 

3/28 29 
◆13:00拡大
企画会議 
◆15:00理事会 
◆17:00アジェン
ダ21推進委員会 

30 
 

31 4/1 2 3 

4/4 5 6 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7 
 

8 9 
●15:00自然
環境部会 

10 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 

4/11 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

12 13 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地樹木調査 
◆13:00広報
委員会 
◆14:00理事会 

14 
★9:00川越の
自然めぐり 
●15:00社会
環境部会 

15 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

16 
◎9:30川越キ
ャンパスエコ

ツアー 
○本誌 5月号
原稿投稿締切 

17 
◎9.00水と緑
と伝統をめぐ

り、ついでに

クリーン	 川

越市駅集合 

4/18 
 

19 
 

20 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

21 22 23 
 

24 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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