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わが町の「里山」 

 
里山の妖精たち 

	 わが町の誇れる「里山」は、川越街道（旧道）をおれて 10 分ほど

のところに位置します。このあたりは、むかし松原が広がっていて地

形が、有名な「三保の松原」に似ているので「三保埜」と名づけられ

たと言い伝えがあるそうです。現在の地名は、大字上松原付近です。 

	 この里山には、樹木として、コナラ、リョウブ、アオハダ、アカシ

デなどが多く見受けられます。春には、コブシの花、山桜の花、ウワ

ミズザクラの花、などが順次咲いていきます。早春の若葉・青葉、夏

の里山の小道は軽井沢を散策しているようです。もちろん晩秋には紅

葉が楽しめます。 

	 また、この里山では、川越緑のサポーターの活動や、定期的に観察

会が開催されています。春の新芽を読む会、昆虫、野鳥、きのこ、野

草、樹木など自然環境部会の方々の骨おりを感謝します。この里山に

は、公道が入り込み、そのため不法投棄をする心無いドライバーが目

に余ります。このごみを、月 3～4回 10年近く清掃を続けているグル

ープの活動を傍観するのは申し訳ありません。また、個人的に活動さ

れている方もいます。ありがとうございます。 （次ページに続く） 
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「かわごえ環境ネット会員ブログ」に投稿した

ウワミズザクラ（上）、ムラサキケマン（中）、

シジュウカラ（下）の写真 

 

	 最近は、散策路などが整備され、市民が利用する機会も多くなって

います。 

	 この里山は、350 年以上の年月をかけ守られています。自然と触れ

合う場所を子どもたちに引き継ぎたい、残したい。 

	 この考えは、「森よ、よみがえれ」を読んでますます膨らんでいき

ました。この本は、群馬県足尾銅山の丸裸の森を 30 年の年月をかけ

て植林していく話です。この「森よ････」の中に「1 センチメートル

の土は、100年以上の年月がかかる。」一節を目にしたからです。また、

「今まで育ってきた森を大切に維持管理していかなければならな

い。」ともいっています。 

	 今、環境問題がクローズアップされています。｢地球温暖化防止対

策」、「生物多様性」、「まち美化運動」、「有機栽培」、「地産地消」およ

び「化学物質の汚染」など「身近な環境意識を高めるきっかけ作り」

として行動を起こしましょう。私も、省エネコンテスト受賞「エコゲ

ーム」にひかれて「環境家計簿」をつけ、わが家の CO2排出量を計算

しています。これからも楽しく続けたいと思います。 

	 「かわごえ環境ネット」の社会環境部会（第 2水曜日 15時~17時）、

自然環境部会（第 2金曜日 15時~17時）が月 1回情報交換を行って

いますので参加しませんか!! 

（事前連絡はいりません。場所は本庁舎 7G会議室） 

かわごえ環境ネット理事	 宮澤宏次

かわごえ環境ネットの活動報告 
近隣市のリサイクル施設を見学 社会環境部会 
	 社会環境部会の 21年度啓発事業として、近隣

市のリサイクル施設見学会を企画しました。3

月 23日に、市の広報を見て参加した人を含めて

29人が参加して行われ、途中の川や森などの景

観を社会環境部会の会員が説明しました。 

	 9 時川越駅西口を出発、尚美学園大学横を流

れる、新河岸川の源流になっている赤間川用水

の水路を見ながら、田園地帯の狭い旧道を通っ

て狭山市のリサイクルプラザに到着しました。 

	 昨年 1月にできた見学棟を併置したリサイク

ル施設は川越市のつばさ館も参考にした最新施

設でした。3階の啓発コーナーは、NPO法人さ

やま環境市民ネットワークの会員が市の委託を

受けて説明役をしてくれました。研修室ばかり

でなく、休憩コーナーもあって利用しやすくな

っています。 

	 1 時間見学してサイボクハムの日高本社を訪

ね、環境に配慮した牧畜経営の説明を受け、き

れいな場内を見学しました。ついで鶴ヶ島市に

ある西部環境組合の高倉クリーンセンターを見

学しました。稼動開始から 15年を経過して老朽

化が見られ、2015（平成 27）年に鳩山町に新工
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場建設が予定されています。ごみ減量の方針の

もとに 130t 減の 1 日 140t 処理となり、今の半

分の処理工場になるとの説明を受けました。 

	 次に高麗川近くにあるリサイクル施設「リプ

ラ川角」を見学しました。豊富なリサイクル品

の展示で、毎月第 2・第 4 木曜日の販売日は開

館前から列を作る人気ぶりだそうです。入ると

しゃれた衣料品からアクセサリなどがあり、2

階は小物、美術品から家具と、広いフロアにび

っしりとリサイクルされた品物が並び、人気の

秘密を垣間見ることができました。帰途、正式

稼動を控えた川越市の資源化センターの周囲を

回って施設の概要の説明を受け、見学会を無事

に終わりました。 （武田侃蔵）

 
研修室で説明を受ける参加者 

 
高倉クリーンセンターの集中管理室 

 
「リプラ川角」の豊富な展示品

 

南小畔川における魚類調査報告 自然環境部会

 
原嶋さんから現地説明を受ける参加者のみなさん 

 
サデ網を使っての魚類捕獲状況 

	 この度、埼玉県による「水辺の再生 100プラ

ン」に選ばれ、親水公園化工事が始まることに

なった南小畔川の河南橋上流地点での魚類調査

を、埼玉県への応募段階から主体的に進めてこ

られた原嶋昇治さんからの協力要請に基づいて

実施致しました。以下にその結果を記します。 

1．日時：3月 26日（金）9:30-12:00 

2．場所：川越市笠幡・南小畔川、河南橋上流 

3．目的：現状での生息魚類の実態を調べ、魚類

が生き続けられるより豊かな親水公園に生まれ

変わるための参考データとする。 

4．参加者（敬称略）：小高（埼玉県土木整備事

務所）、原嶋・武田・宮沢（社会環境部会）、渋

谷・真嶋（地元）、猪俣・賀登・菅野・菅谷・大

辻（自然環境部会） 

5．調査結果 
魚類調査結果表	 気温 9℃・水温 11℃（11:10） 

魚類名 個体数 備考 
ヌマチチブ 1  
タモロコ 2 一匹は抱卵 
カワムツ 9 幼魚 
ドジョウ 4  
トウヨシノボリ 3  
スジエビ 13  
アメリカザリガニ 3 外来種 
マシジミ 2  
シロタニカワカゲロウ 5  
イトトンボのヤゴ 6  
シオカラトンボのヤゴ 1  
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ヌマチチブ 

 
タモロコ 

 
カワムツの幼魚 

 
ドジョウ 

 
スジエビ・マシジミ・トウヨシノボリ 

 
イトトンボのヤゴ 

6．考察 

	 気温、水温ともに低い調査日となったためか、

個体数が非常に少ない結果となった。また魚種

については、小畔川の魚類としてのウグイ、オ

イカワ、モツゴなどが確認できなかった。 

	 したがって、今回の結果のみで河川改修前の

調査データとするには問題があるので 5月以降

に再度の調査が必要であると思われる。 

（自然環境部会：大辻晃夫）

会員の活動報告

第 2回川越キャンパスエコツアーを開催しました 東洋大学小瀬研究室

 
クヌギとコナラの花の下で

 
タヌキの溜め糞を囲んで

 
キランソウ

	 大学と地域との環境コミュニケーションを推

進するため、4月 16日（金）9:30-12:00に東洋

大学川越キャンパスにおいて東洋大学小瀬研究

室主催の「第 2回川越キャンパスエコツアー」

を開催しました。真冬並みの寒さの中、11名の

方にご参加いただき、大越記念庭園の散策、湿

生植物による屋上緑化実験、7 号館総合情報学

部棟をご覧いただきました。 

	 当初開花を予想していたウワミズザクラは、

残念ながら開花せずにつぼみだけしかご覧いた

だくことはできませんでしたが、キランソウや

ムラサキサギゴケなどの春の草花、クヌギ、コ

ナラなど、雑木林を代表する樹木種の花、アケ

ビ、ニワトコなどせせらぎ沿いに咲く花をご覧

いただきました。  （小瀬博之） 
大越記念庭園等で観察された主な種（50音順） 

木本：アオキ、アオハダ、アカシデ、アカマツ、アカメ

ガシワ、アケビ、アンズ、イヌザクラ、イロハモミジ、

ウワミズザクラ、エゴノキ、クヌギ、コナラ、クロマツ、

スイカズラ、ソメイヨシノ、タラノキ、ドウダンツツジ、

ニワトコ、ノリウツギ、ハナズオウ、ヒサカキ、ミツバ

アケビ、ヤマザクラ、リョウブ 
草本：アオノリュウゼツラン、アメリカフウロ、オニタ

ビラコ、カタバミ、カラスノエンドウ、キツネアザミ、

キランソウ、コウゾリナ、スイバ、スズメノカタビラ、

スズメノヤリ、タチイヌノフグリ、タチツボスミレ、チ

チコクサモドキ、ハコベ、ハナニラ、ハハコグサ、ハル

ジオン、ヒメオドリコソウ、ムラサキサギゴケ、ヤエム

グラ 



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 5月号	 No.043 

- 5 - 

「水と緑と伝統のまち川越 12回探訪・ついでにクリーン」第 1回	 4月 17日実施 
 クリーン&ハートフル川越

 
雨あがりで流れてきた大量のごみ 

 
昔は川の側の水車で精米 

今は上の工場で 

 
昔の「里川」の面影を残す 

観音下橋付近 

 
例年より下に巣が作られたケヤキ 

 
「川にごみ捨てるな」のさびた標識 

 
大東東小学校校庭の水溜りで遊ぶ子 

 
整備されてきれいな赤間用水路 

 
歴史的な山王塚も荒れたままで 

 
ずっと伸びる安比奈線の廃線跡

	 9 時川越市駅に集まった頃はまだポツリポツ

リでした。天候不順で風邪を引き欠席した人も

あって、第 1回目は 7人でスタートしました。 

1）旧街道	 裏道を通って旧日高街道沿いの観

音様の小さな祠を見て月吉陸橋に出、角の山崎

米穀店に立ち寄り、昔は下を流れる赤間川で水

車を回して精米をしていたとの話を聞きました。 

2）弁財天	 川越七福神の弁財天に参りました。

弁財天は芸を司るとともに水をも治めるといわ

れています。駐車場になっている場所は、昭和

40年代まで池があったと、妙昌寺の住職さんが

話していました。星野高校の坂道をおりて黄金

橋を渡りましたが、中心市街地の台地と新河岸

川とで 7~8メートルの高低差がありました。川

べりの家では、数年前でも川があふれて庭先ま

で水が押し寄せたと話していました。川は濁り

ごみが絡まっていました。雨上りの宿命ですが、

不法投棄やポイ捨てごみが無くなればこんな惨

状にはならないのではと思いました。 

3）水質調査点	 山崎米穀店下の新河岸川は、6

月の水質調査の採水地点になっています。昔の

水車小屋を思い浮かべながら、月吉陸橋下を回

り、旧日高街道の観音下橋で新河岸川を観察し

ました。上下流の 200m くらいが、昔のままの

里川の姿を残していました。堤を補強するよう

に、スダジイやムクの木の古いのが残っていま

した。 

4）家康鷹狩り	 JR の線路を越えて上野田の八

幡橋付近の旧家の服部さんから、家康鷹狩りの

際にお茶を献上した話などを聞きました。近く

に権現橋があり、野田神社には家康が祭ってあ

るとの史実もあります。また、服部さんの屋敷
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のケヤキに作る烏の巣が、例年より下の方に作

られ、天候不順の兆候ではないかと話題になり

ました。 

5）新河岸川起点	 八幡橋の 10メートル上流に

「一級河川新河岸川起点」の石碑があり、字が

読めるように周りの土が掘られてありました。

ここから上流は、入間第二用水組合管理の赤間

川用水路になっています。昭和 10年代から食糧

増産のための土地改良の一環として、用水路の

整備が進められました。真っ直ぐのところ、曲

がりくねったところと、農地の間を通る権利関

係の複雑さを見せられました。 

6）尚美学園大学	 広い大学構内の休憩所で一

休みするとともに、大学の立派な案内書をもら

い、時代にマッチした学部の内容を知りました。 

7）雨水対策	 豊田地区は名の通り豊かな水田

地帯ですが、次第に宅地化されて住宅が増え、

雨水対策が課題となりました。一時貯留の遊水

対策として、学校の校庭が少し掘り下げられて

雨水を一時貯留する方策が、大東地区の小中学

校で採られました。大東東小学校の横を通りま

したが、排水溝の近くが池のようになっていて、

工事との関連が心配されました。 

8）八坂神社と山王塚	 山王塚に行く坂の手前

に八坂神社がありましたが、市の文化財保護課

で出した市内文化財地図には八幡神社と誤植が

あり、後日訂正を申し入れました。関東一の大

きさの上円下方墳の山王塚ですが、文化財的な

保護がほとんどされていません。私有地であっ

ても、地元自治会などが間に立って何らかの保

護の手立てができなかったのか考えさせられま

した。市議会で質問されて 6年間、なんらの手

も打たれていません。貴重な樹木もありました。

9）餅つき踊り	 南大塚の正月恒例の「餅つき踊

り」の会場となる西福寺と菅原神社を回りまし

たが、伝承の事実を知らせるものはありません

でした。また菅原神社裏の築山も、南大塚古墳

群のひとつと言われていますが、なんらの表示

もありませんでした。 

10）安比奈線跡	 南大塚駅から入間川までを結

ぶ、砂利運搬用の安比奈線が休止されて 40年あ

まり、廃線跡は住民の菜園になったりしながら

残っていました。池辺公園近くの線路の一部を

トロッコ線にして、NHK連続ドラマの「つばさ」

でのロケに使用されました。 

	 以上、約 12キロの行程をめぐり南大塚駅で解

散しました。ひどい不法投棄もなく、集めたポ

イ捨てごみは、大東公民館と大東南公民館に預

け、後で市が収集しました。 （武田侃蔵） 

 
流域の活動報告 
新河岸川広域景観プロジェクトのフォーラム開催	 連絡会も発足 
	 平成 20 年度から埼玉県の企画で進められて

きた「新河岸川広域景観プロジェクト」は、流

域の市民団体の連携のもとに実態調査が進めら

れ、その成果として「新河岸川景観サイクリン

グマップ」もできました。さらに新河岸川の魅

力を県民に発信するとともに、今後の活動を進

める推進役として「新河岸川広域景観づくり連

絡会」がスタートしました。その発足式をかね

たフォーラムが、3月 27日（土）に志木市民会

館で、かわごえ環境ネット会員らをはじめ、流

域市民団体の参加で開かれました。 

	 最初に埼玉大学大学院の深堀清隆准教授の

「川から見た地域連携の景観づくり」の講演、

NPOゆめつるせの小杉隆代表理事から「新河岸

川の舟運と河岸場と文化」の発表、流域市民代

表と朝霞県土事務所職員も交えたパネルデスカ

ッションと、新河岸川への熱い思いが語られた

一日でした。         （武田侃蔵） 
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県内各地から参加した 
熱心な市民団体 

 
川の多様な景観を熱く語る 

深堀清隆准教授 

 
武田理事も参加した 
パネルデスカッション 

 
各団体の活動を示す展示を見る 

参加者たち 

 
かわごえ環境ネットも 
水辺再生事業を紹介 

川越市からのおしらせ

環境プラザ「つばさ館」のご案内 資源循環推進課

 
環境プラザ「つばさ館」	 

	 環境プラザ「つばさ館」は、ごみの発生抑制

（Reduce：リデュース）、再利用（Reuse：リユ

ース）、再生利用（Recycle：リサイクル）、不要

なものを買わない、断る（Refuse：リフューズ）

の 4R を推進するため、市民、団体、事業者と

連携し、4Rの普及啓発・リサイクル体験・情報

発信・交流活動の拠点となる施設です。 

	 環境プラザには、廃棄物に関わる環境学習機

能として、情報展示ホール、リサイクル体験工

房、環境問題についての図書類などが閲覧でき

る情報資料コーナーを設置しています。また、

不用品として出された家具や自転車を修理して

実費頒布する（修理に要した実費を頂いてお渡

しする）コーナーなども設置しています。施設

見学も行っており、資源化センターの各施設を

見学することもできます（団体の場合は、要予

約）。みなさまのご来館をお待ちしております。 

 
施設見学の様子 

【担当】資源循環推進課 環境プラザ担当 

Tel.049-239-5053
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川越生物多様性有機農法で地域づくりに取り組む会 団体会員訪問 地域環境活動を聴く(26) 

	 会員名簿の中で一番長い名称が気になり、地

域環境活動をお伺いしたいと思い電話すると

「特別養護老人ホームみなみかぜです」と受話

器に聞こえてきた。所在地を確認すると吉田地

区になりますとの案内。東洋大学の川越キャン

パスの近く。そして、私が地域活動を行ってい

る伊勢原公民館の子ども事業で、何回か訪問し

ているおなじみの所でした。玄関に向かうと待

っていたのが地域交流センター担当の後藤ゆか

りさん。「雨が降りそうなので、先に田んぼビオ

トープを見ませんか」と「みなみかぜ」の前に

ある田んぼに案内されました。1 反の田んぼを

縦に 1/3 位に区画して、水が張られていた。	 

 
田んぼビオトープ、水を張り春の生物活動を待つ 

	 「早苗づくりの準備ですか」と聞くと「田ん

ぼビオトープの準備です。」水に流れが出来て畔

に水が落ちている。「この水は、何処から流れて

いるのですか。」とお聴きすると、「あそこの湧

水からです。」「みなみかぜ」地域交流センター

前を指さしました。この地域では知られた吉田

緑地、竜神の湧水。この湧水の一部を側溝から

頂いているとのこと。湧水口まで行き確認する

と、後藤さんが、「この石壁の下から湧き出て水

路を流れる水を、畑の脇を堀ってパイプを通し、

田んぼまで引いています。」と説明されました。	 

	 「これは地域の方のご協力がないとできない

ことですね」と重ねての質問をしました。「そう

なんです。この田んぼを 4 反お借りした近くの

農家方や地域の水利組合さんのご協力で、引き

込みをして頂きました。」自然の水が稲作に使わ

れる道ができたと感心しました。無農薬の田ん

ぼビオトープに生き物が集まる。田んぼに人が

集まるところにしたい。昔からあった田んぼの

ありようを取り戻してみたいと、小川正時理事

長の想いから、無農薬田んぼで「川越生物多様

性有機農法で地域づくりに取り組む会」の長い

名前が付けられました。	 

	 気軽に誰でもが立ち寄り、一息の休憩・歓談

ができる「地域交流センターみなみかぜ」が開

設されている。庭には、池を作り井戸水を流し

ている。「クレソンが置かれた鉢台に夏になると

カワニナが沢山張りつくんです。」「いつかはホ

タルも飛び交う庭にしたいと思っています。」と

自然環境づくりの夢を語ってくれました。田ん

ぼで無農薬の米づくりに地域の子どもと農業経

験者が集り、生き物の循環と人との関係が繋が

る地域社会にしたい。と理事長の願いが実現し

ている。交流センターの壁には、「田んぼ発い

きいき地域づくり」の活動報告が掲載されてい

る。活動メンバーの紹介に田んぼ係の表現があ

り、地域の子どもから 70 歳まで約 50 人が参加

した田植え風景の写真もありました。子どもへ

の優しさ、思いやりからの表現文字としている。	 

	 「この時間、理事長の時間が空いているので、

移動してもらえますか。」と案内されたのが東洋

大学事務棟にある診療所でした。挨拶の後に続い

た話は、人間社会での課題。「成長した社会は、

人と人の関係が希薄になって、処置制度が高齢者

を施設住まいの収容所になっている。」「人と自然

の関係も希薄になり、田んぼでは 400 種の生き物

が育くまれている。タニシ、ゲンゴロウ、カエル

等が自然界の循環で生まれ、鳥が飛び交い水草を

食べ、貝も食べる。様々な生き物が集まる田んぼ

はビオトープである。」「地域の方に昔の体験を生

かす田んぼ営農に集まってくれることを進めた

い。」と未来の高齢者生活環境と地域医療、そし

て、昔の田んぼを取り戻した環境にして、人との

繋がりを豊かにする、食と人との自立センターを

目指す吉田地域にして行きたいと理論と実行の

地域環境活動が聴けた訪問でした。	 

（2010年 4月取材訪問 理事・広報委員：金子晃） 
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和光の緑に集う I‐和光市の特徴― 
 NPO法人	 和光・緑と湧き水の会	 高橋勝緒，高橋絹世

	 和光市は東京都の板橋区と練馬区に接してい

ます。ここ十数年の間に、外郭環状道路が通り、

地下鉄の有楽町線に続き副都心線も開通しまし

た。東上線の車窓から見えていた田園風景も一

変し、利便性が向上し、住宅やマンションが著

しく増えて、まさに発展著しい都市の一つです。

写真は和光市の変貌する様子です。 

 
	 和光市の地形は、武蔵野台地の北東の末端に

位置し、北東側には新河岸川、荒川、彩湖の低

地が広がり、南西側は標高 40m程度の武蔵野台

地が広がっています。新河岸川の支流となる 3

本の小河川、東京都との境に白子川、朝霞市と

の境が越戸川（こえどがわ）、市の中央部に谷中

川があり、武蔵野台地に入り組んで坂の多い複

雑な地形をしています。その小河川が削り込ん

だ斜面下部に多くの湧き水があり、それを取り

囲む斜面林が見られます。その落葉樹のシデ、

ムク、コナラ、クヌギ林、あるいは竹林の中に

は、多様な植物があり、全国や埼玉県の絶滅危

惧種に分類されている、キンランや、カタクリ、

イチリンソウ、ヤマブキソウ、ギンラン、キツ

ネノカミソリなどが見られ、湧水の流れには、

カワモズクや、ウキゴケ、ヘビトンボ、マシジ

ミ、サワガニ、プラナリヤなどの動植物を観察

することができます。 

	 都市化の進む和光市で、このような身近な自

然の存在は、ぜひとも次世代へと残していきた

い都市環境だと考えています。しかし、和光の

ほとんどの湧水・斜面林は私有地で、瞬く間に

斜面林がマンションへと変貌する様子にも接し

てきました（写真）。それを防ぐのには、市民の

意識と行政の施策が重要であり、当会の活動も、

市民参加の観察会や子供たちに身近な自然の大

切さを伝える一方、会員が和光市の環境づくり

市民会議や、環境基本計画策定委員会、緑地保

全計画策定委員会などに参加し、行政との連携

による自然環境の保全に注力しています。市が

緑地を借り上げ、市民との協働で保全と活用を

行う「ふれあいの森」が数か所実現しています

が、高地価の都市部の緑地の公有地化は進まな

いのが現状です。何代にもわたり緑地を守って

きた古くからの方々と新しい住民がともに集い

協力して身近な自然が保てるまちでありたいと

思っています。 

	 当会は、1998年に「緑と湧水と流れの会」と

して発足し、市と日本自然保護協会が市民参加

の環境調査を行うことをきっかけに活動を始め

ました。調査に参加することにより、都市部の

緑や和光市の特徴である豊富な湧水の重要性を

学び、その後の活動の基礎となりました。2007

年に NPO法人となって活動を続けています。 

 
脚注 
	 今号から、NPO法人 和光・緑と湧き水の会高橋勝緒様、
高橋絹世様からの寄稿を 5回ほどの予定で連載します。和
光市における環境活動を学び、川越市での活動にも生かす

ことができればと考えております。 （小瀬博之）
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理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 2010 年度第 1回理事会を 4月 13 日（火）に

川越市役所修養室で開催しました。また、第 2

回理事会を 4月 27日（火）に同所 3A会議室で

開催しました。 

	 主な議題は 5月 16日（日）に開催される総会

議案書の作成についてであり、第 2回理事会で

総会議案書（案）を確定しました。 

	 その他の主な議題は次のとおりです。 

	 川越市環境政策課長の 4月の人事異動に伴い、

島田友行理事の後任として奥富政幸氏を会則に

より理事として承認しました。任期は次回の総

会までとなります。 

	 2011年度は、社会環境部会と自然環境部会の

例会を同一日（第 2金曜日午後）に実施するこ

とにしました。 

	 10 周年記念出版の予算確保について報告を

受けました。今後実施される助成金に引き続き

応募することになります。 

	 10周年記念のシンボルマークについては、会

員であれば自由に利用できることとしました。 

	 4月 27日付での会員数は 163（個人 98、民間

団体 33、事業者 31、行政 1）であることが報告

されました。 

（小瀬博之）

 

社会環境部会

	 2010（平成 22）年度の最初の社会環境部会例

会が、4 月 14 日（水）に 10 人が参加して行わ

れました。新年度の市役所人事で、奥富新環境

政策課長が理事となり、犬塚副主任が中島主任

の代わりに就任し紹介されました。続いて、社

会環境部会も新年度から代表が変わりますので、

前半を現在の渡辺代表が、新年度の計画などの

審議を新しい原嶋新代表の司会で会議を進めま

した。 

	 まず5月16日の今年の総会の及び懇親会への

参加要請がありました。続いて、10周年記念事

業や、県の生物多様性調査への協力などの理事

会審議の報告が行われました。3月 23日に行わ

れた社会環境部会主催による近隣市のリサイク

ル施設の見学勉強会は、一般市民 19人、会員 1

0 人の参加を得て、勉強会の目的を達成した御

礼が代表からありました。川角のリサイクルプ

ラザの品ぞろいの多さに参加者もびっくりしま

した。詳細は 2~3ページに掲載しました。 

	 また、緑を増やす渡辺代表の挿し木の状況が

報告されました。レモンと甘夏のほかにウグイ

スカグラ（鶯神楽）というスイカズラ科の落葉

低木で初夏にグミに似た赤い実がなる品種も 5

0 本挿したので、今後の協力者拡大の要望があ

りました。 

	 「エコライフ DAY2009 冬のキャンペーン」

の最終報告の内容と、回答の分析結果が齋藤眞

之助さんから報告されました。 

	 続いて原島新代表の司会で新年度方針の討議

が進められ、基本的に 2009年の方針を継続しな

がらさらに発展させる工夫が提起されました。 

1）地球温暖化対策グループ関係では、川越市で

進めていた「エコドライブ講習会」を、部会と

して新たに取り上げ、どう効果的に啓発活動を

進めるか、問題点を検討しました。 

2）環境保全・資源化推進グループでは、資源化

センターの研修室を利用して「ごみ減量化」の

勉強会を、原嶋新代表を先頭に積極的に推進し

ていくことが示されました。 

3）まち美化グループでは、5月 1日に実施する

「春まつりまちなかクリーン」の説明があり、

過去には市の観光課で「清掃ボランティア」を

募集したが 1回だけで中止になった経緯などが

説明され、今後もまち美化グループで定例化す

るか検討することにしました。今月から毎月第

3 土曜日に実施する「水と緑と伝統をめぐり、
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ついでにクリーン」計画の下見の報告とともに、

参加への協力要請がありました。 

	 そのあと、若干の時間をとって、かわごえ環

境ネットの活動の活性化、活動への参加者をい

かにして増やすかなどを討議しました。 

（社会環境部会代表	 渡辺利衛）

自然環境部会

	 3月 17日（水）は、川越の自然めぐり第 3回

として広谷地区の大堀山館跡と周辺の平地林で

の自然観察を行いました。 

	 3月 26日（金）は、水辺再生 100プランに選

ばれた南小畔川において魚類調査を行いました。

詳しくは、記事をご覧ください。 

	 4月 9日（金）は、川越市役所 7G会議室にお

いて 4月度・自然環境部会が 9名の参加で開催

されました。最初に会員の藤本明徳さんが部会

に初参加となりましたので、各自の自己紹介を

行いました。次に、活動状況と今後の予定など

の報告があり、23日に予定している和光市への

湧水探訪と自然観察会についての詳細説明もあ

りました。続いて、平成 22年度の県民参加生き

物モニタリング調査参加申し込み書類の記入結

果が報告され、理事会での承認後に埼玉県へ提

出することが決まりました。最後に、総会報告

資料の 2009年度の活動実績と 2010年度の事業

計画について報告があり承認されました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫）

10周年記念事業実行委員会（記念出版編集会議）
	 4月 15日に第 7回目の会議を行いました。実

際のサイズに合わせての設定や内容などの検討

をしました。次回の会議には各自担当の記事を

作成し、意見交換の予定です。 

	 会議に参加は自由ですので、冊子に掲載可能

な資料をお持ちの方は顔を出して下さい。会議

の原則は第 3 木曜日ですが、次回は 5 月 25 日

（火）14:00から生活クラブ生協くらぶルーム 

（川越市東田町 5-12 Tel.049-247-2555）で行い

ます。           （横山三枝子） 

おしらせ

「かわごえ環境ネット会員ブログ」スタートしました

 
かわごえ環境ネット会員ブログの画面 

http://kawagoekankyo.net/member/ 

	 かわごえ環境ネットの新たなインターネット

サービスとして、会員のみなさまがユーザー登

録すれば自由に投稿できる「かわごえ環境ネッ

ト会員ブログ」をスタートしました。 

	 これまで、月刊誌ではお伝えすることが難し

かった花の見ごろや、カラー写真を使った記事

の掲載、詳細な告知など、さまざまな使い道が

考えられますので、ぜひ登録していただいてご

使用ください。なお、インターネット活用の講

習会などを今後開催したいと考えています。 

	 なお現在は、サンプルとして広報委員である

小瀬が「東洋大学川越キャンパスからの花だよ

り」を掲載しています。 

	 ご意見・ご感想をぜひお知らせください。 
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会員の方はご自由にお使いください「設立 10周年記念シンボルマーク」

 

	 2000年 8月 5日に設立されたかわごえ環境ネ

ットは、今年度で設立 10周年を迎えました。 

	 このシンボルマークは、本会の 10周年記念に

賛同していただき、会員のみなさまに積極的に

使用していただければと思います。 

	 かわごえ環境ネットホームページに PNG 形

式のファイル（572×415ピクセル）を掲載して

います。また、PDF 形式や Illustrator 形式のフ

ァイルも用意していますので、ご使用になりた

い方は、事務局まで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）

★仙波河岸史跡公園植物調査パトロール 

日時：5月 7日（金） 

場所：仙波河岸史跡公園（川越市仙波町 4-21-2） 

詳細未定。問い合わせは大辻（Tel.049-231-1510）

まで。 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：5月 11日（火）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） 

	 クチナシグサなどの絶滅危惧種の分布調査。

事前連絡はいりません。毎月第 2火曜日に調査

を実施。6 月 8 日（火）は、希少種や樹木の花

の観察・調査。 

◆広報委員会（2010年 5月度） 

日時：5月 11日（火）9:30-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

（川越市元町 1-3-1） 

★「川越の自然めぐり」（第 4回） 

日時：5月 12日（水）9:00-14:00ごろ 

集合：9:00寺尾調節池ポンプ場正門前 

（埼玉県川越市寺尾 409-11地先） 

持ち物：弁当、飲み物 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

	 調節池内部と新河岸川土手の河畔林の観察。

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。 

◆10周年記念事業実行委員会（第 1回） 

日時：5月 12日（水）13:00-15:00 

場所：川越市役所地下階修養室 

●社会環境部会（2010年 5月度） 

日時：5月 12日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

	 毎月第 2水曜日に開催で次回は 6月 9日 

●自然環境部会（2010年 5月度） 

日時：5月 14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 6月 11日 

●2010（平成 22）年度総会 

日時：5月 16日（日）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） 

内容：2009年度事業報告、2009年度決算報告及

び会計監査報告、役員の改選、2010年度事業計

画、2010年度予算、その他 

●懇親会 

日時：5月 16日（日）総会終了後 

場所：どんぐりの木（川越市大手町 8-6） 

参加費：1,500円（当日集金） 
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★「川越の自然めぐり」（第 5回） 

日時：5月 19日（水）9:00-14:00ごろ 

集合：9:00三ツ又沼ビオトープ駐車場 

（埼玉県道 51 号川越上尾線入間大橋交差点か

ら埼玉県道 339号平沼中老袋線を北に 1.2km進

み東側に入口あり） 

持ち物：弁当、飲み物 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

★新河岸川新城下橋付近魚類調査 

日時：5月 21日（金） 

場所：新河岸川新城下橋付近 

（川越初雁球場そば） 

詳細未定。問い合わせは大辻（Tel.049-231-1510）

まで。 

★県民参加モニタリング調査 植物部門 

日時：5月 25日（火）9:00-12:00 

集合：9:00安比奈親水公園 

（川越市大字安比奈新田 140-1地先） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

	 どなたでも参加できます。 

◆10周年記念出版編集会議（第 7回） 

日時：5月 25日（火）14:00-16:00 

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） 

	 会議の原則は第 3木曜日ですが、今回は変更

になりました。 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会 

（2010年度第 1回） 

日時：5月 28日（金）9:30-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-1） 

◆理事会（2010年度第 3回） 

日時：5月 28日（金）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

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） 

☞森林公園かんさつ会 

	 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。 

◆5月 16日（日）当会主催 

	 5 月は、ルリタテハの幼虫やハルゼミの抜け

殻を観察します。ジュウニヒトエなどの野草を

楽しみましょう。 

◆6月 23日（水）当会主催 

	 6 月は、イチヤクソウやギンリョウソウの花

を観察します。チョウやトンボなどの昆虫類も

楽しみましょう。 

◆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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●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） 

◆5月 4日（火）・20日（木） 

◆6月 1日（火）・17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） 

◆5月 9日（日）・6月 13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） 

◆5月 22日（土）・6月 26日（土） 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から本川越駅まで。 

4. 「ごみゼロの日」郊外クリーン活動 

◆5月 30日（日）13:30-15:30 

	 市内一斉清掃の日です。地元自治会で手が届

かない人が集まる地域の郊外クリーン活動。13:

30川越警察署入口集合、やすらぎの里まで周辺

道路や高架道路下等の清掃。15:30解散。 

5. 水と緑と伝統のまち川越 12 回探訪・ついでに

クリーン 

◆第 2回：5月 15日（土）9:00-15:00 

	 9:00JR西川越駅集合、初雁橋たもとから入間

川右岸―東上線の水泳臨時停車場跡―的場の冠

水橋跡―川越橋―常楽寺―河越館跡―入間川左

岸―資源化センター青林寺及び付近の湧水―鯨

井のヒイラギー日枝神社―東京国際大学第一キ

ャンパス―霞ヶ関北公民館一霞ヶ関駅 15:00 解

散予定。5 月 1 日から武田まで申し込みを。保

険加入のために 5月 13日までに氏名・住所・連

絡電話等を武田までご連絡ください。携帯電話

090-2521-5770・Fax.049-222-0786。 

●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 15日（土）9:30集合-12:30ごろ 

◆ 6月 12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。 
年間予定表 

（活動日は第 2土曜日、5・8月は第 3土曜日） 

●(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） 

◆5月 9日（日） 

	 5月 10日から愛鳥週間（バードウイーク）で

す。鳥にとって一番大切な子育ての時期です。

鳥は寿命が短いので、子育てを一年失敗すると

絶滅の心配があります。親の命を無事子供に引

き継ぐようこの時期に愛鳥週間ができました。

伊佐沼ではカイツブリ、オオヨシキリ、カルガ

モなどが子育てをします。その様子を観察し応

援しましょう。 

◆6月 13日（日） 

	 カルガモは可愛いヒナを連れて、カイツブリ

はヒナを背に乗せて泳ぎます。オオヨシキリは

ギョギョシ、ギョギョシと葦のてっぺんで赤い

月 日 活動内容 
5 15 畑の片付け・トウモロコシの植え付け 
6 12 ネギの植え付け 

7 10 
4:00からの作業	 トウモロコシ・枝豆の収
穫・バーベキュー 

8 21 4:00からの作業	 里芋畑の草抜き 
9 11 ブロッコリー、キャベツの収穫 

10 9 大根畑の片付け・ビニールはがし 
11 13 里芋の収穫・芋煮会 
12 11 大根の収穫・ビニールはがし 
1 8 雑木林の手入れ・落ち葉掃き・豚汁 
2 12 雑木林手入れ 

3 12 
雑木林手入れ	 焼き芋・スープ・あそぼう

パン 
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口をあけて囀ります。コアジサシは、沼の上で

ホバリングして餌の小魚をめがけて飛び込み、

嘴に獲物をくわえて出てきます。こんな素晴ら

しい情景を見に来てください。 

☞新河岸川景観サイクリングマップ調査 

◆5月 29日（土）9:00-16:00 

集合：川越市駅前集合 

持ち物：弁当、飲み物、サイクリングマップ 

新河岸川景観サイクリングマップに基づいて

和光市まで往復の予定 

問い合わせ：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 

会員からの一言コーナー
●会員ブログの記事一覧（4/9~4/29） 

2010.04.29: 東洋大学川越キャンパスからの花だより
（4月 29日号・イヌザクラが開花） 
2010.04.26: 川越森林公園も若葉萌える春真っ盛りで
す 
2010.04.23: 東洋大学川越キャンパスからの花だより
（4月 23日号・今年は寒いですね） 
2010.04.22: 東洋大学川越キャンパスからの花だより
（4月 22日号・ウワミズザクラ一気に五分咲きの巻） 
2010.04.21: 東洋大学川越キャンパスからの花だより
（4月 21日号・ウワミズザクラ開花の巻） 
2010.04.21: 東洋大学川越キャンパスからの花だより
（4月 20日号） 
2010.04.16: 第 2回川越キャンパスエコツアーを開催
しました 
2010.04.16: 東洋大学川越キャンパスからの花だより
（4月 15日号） 
2010.04.11: 東洋大学川越キャンパスからの花だより
（4月 11日号） 
2010.04.09: 東洋大学川越キャンパスからの花だより
（4月 9日号） 
2010.04.09: ユーザー登録 

2010.04.09: 「かわごえ環境ネット会員ブログ」を始め
ました 

●編集担当から 

	 今回は、花ざかりの春をお伝えしようと、サ

ンプルを兼ねて編集担当の小瀬が 9件の記事を

投稿しました。また、宮澤理事が 4月 26日に（仮

称）川越市森林公園計画地の様子を投稿されま

した。みなさんもぜひ旬な情報をお伝えくださ

い。ユーザー登録の方法等は、かわごえ環境ネ

ット会員ブログ（http://kawagoekankyo.net/memb

er/）をご覧ください。本誌での一言コーナーも

ぜひご活用ください。2010 年 6 月号（No.044，

5月下旬発行予定）の掲載原稿は、5月 14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。 

 

編集後記
●行事が目白押しの 5月 

何とか連休明けまでにお届けしようと、急いで

編集を行ったのですが、春過ぎて動植物も人間

も活動的になる季節ですので、調査活動や町美

化活動など行事が目白押しで、やむなく掲載を

見送った記事もありました。 

	 このような最中に 2010年度総会が 5月 16日

に開催されます。今回の総会では理事が改選さ

れ、10周年記念事業を新たな理事会体制で臨み

ます。これまでの 10年を振り返り、今を記録に

とどめ、未来を考える 10周年記念事業にご期待

いただくとともに、みなさまのご支援とご協力

をよろしくお願いいたします。（こせ） 

●横のつながりが活性化のキーに 

新河岸川は、江戸と武蔵野の各地の文化と経

済を結ぶつなぎ役を果たしてきました。一昨年

から、新河岸川を「広域景観」の切り口から見

直す活動が続けられてきましたが、何度かの現

地調査などで、流域市民の横のつながりが生ま

れました。ふじみ野市、富士見市、志木市、朝

霞市、和光市の皆さんと顔なじみになりました。

また、３月１３日の「環境まちづくりフォーラ

ム・埼玉」で、近隣１０市２町の方々との交流

もありました。皆さん方の、アイディアと行動

力を備えた活発な活動を参考に、１０周年を迎

えたかわごえ環境ネットも、智恵をしぼって一

層の飛躍を図りたいものです。	 (KT) 
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イベントカレンダー（5月 2日~6月 23日） 
日 月 火 水 木 金 土 

5/2 
 

3 
憲法記念日 

4 
みどりの日 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5 
こどもの日 

6 7 
★仙波河岸史

跡公園植物調

査パトロール 

8 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 
5/9 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

10 
 

11 
★9:30広報委
員会 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

12 
★9:00川越の
自然めぐり 
◆13:00 10周
年記念事業実

行委員会 
●15:00社会
環境部会 

13 14 
●15:00自然
環境部会 
○会費納入期限 
○本誌 6月号
原稿投稿締切 

15 
◎9:00水と緑と
伝統のまち川越

12回探訪・つい
でにクリーン 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 
5/16 
●10:00 2010
年度総会 
●12:00 懇親
会 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

17 
 

18 
 

19 
★9:00川越の
自然めぐり 
 

20 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

21 
★新河岸川新

城下橋付近魚

類調査 

22 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/23 
 

24 
 

25 
★9:00県民参加
モニタリング調

査 植物部門 
◆14:00 10周
年記念出版編

集会議 

26 27 28 
◆9:30 かわご
えアジェンダ

21推進委員会 
◆10:30理事会 

29 
◎9:00-16:00
新河岸川景観

サイクリング

マップ調査 

5/30 
◎第55回クリー
ン川越市民運動

（ごみゼロ運動） 
◎9:30新河岸
川ぶらり歩き 
◎13:30郊外
クリーン活動 

31 
 

6/1 
◎13:30まち
美化啓発運動 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6/6 
 

7 
 

8 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

9 
●15:00社会
環境部会 

10 
 

11 
●15:00自然
環境部会 

12 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 
6/13 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

18 
 

19 
◎9:00水と緑と
伝統のまち川越

12回探訪・つい
でにクリーン 

6/20 
 

21 
 

22 
 

23 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

★：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。 
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