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これから 10年間の地域のありかたを考える 10周年に 

 
「みなみかぜ」で 5月 30日に行われた協働による田植え 

	 5月 16日に行われた総会で、引き続き理事長を務めることになりま

した。今後ともよろしくお願いいたします。 

	 今後 2 年間の任期では、本会設立 10 周年記念事業の実施が最も大

きな事業となります。主行事として、2011年 2月に開催される第 9回

かわごえ環境フォーラム（仮称）「かわごえワールドカフェ」を開催

し、来年の総会までに（仮称）『川越の自然』を出版する予定で準備

を進めております。みなさまのご支援とご協力をお願いいたします。 

	 写真は、5月 30日に吉田にある社会福祉法人健友会「みなみかぜ」

の「みなみかぜ いきいき田んぼの会」（川越 生物多様性有機農法で

地域づくりに取り組む会）等が取り組んだ田植えの様子です。農業を

通した地域での環境活動にこれからのあるべき姿を見ました。 

	 このような協働による環境活動は、ちょうど 10 年間で大きく成長

しました。そして、来たる 10年後の 2020年には、1990年比で温室効

果ガスの排出量が-25%となる低炭素社会を政府が掲げており、この 10

年間ではその実現に向けた活動が期待されます。 

	 本会では、これまでの 10年間を振り返り、これからの 10年間を考

える年度としたいと考えています。 

	 「かわごえワールドカフェ」に向けて、今月から 8 月を除く 12 月

までの毎月第 2木曜日に 6回連続の「小江戸のエコを語り合うワール

ド・カフェ・サロン」を開催します。カフェのようなくつろいだ雰囲

気で、参加者どうしのコミュニケーションを図りながら、これからの

10年間に向けた地域のあり方を考え、新たな知恵と価値観の共有を果

たすことができればと考えております。ぜひご参加ください。 

かわごえ環境ネット理事長	 小瀬博之 
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かわごえ環境ネットの活動報告

和光市・白子の湧水とカタクリの花の観察会報告 自然環境部会

	 4月 23日（金）小雨降るあいにくの空模様の

中、参加者は 13名とやや少なく残念でしたが、

たいへん見どころの多い観察会でした。すでに

カタクリの花は終わり、ちょうど希少種のイチ

リンソウやニリンソウの白い花等が見ごろでし

たが、NPO 法人「和光・緑と湧き水の会」（代

表理事高橋絹世さん）の会員の方々にご案内を

いただき、新倉ふれあいの森や和光樹林公園そ

して白子・大阪湧水群などを訪ねました。同会

による新倉ふれあいの森等での熱心な保全活動

とともに、かつては汚水も流れたという越戸川

の再生プランが県の水辺環境再生事業に選ばれ、

現在 14 億円の予算で護岸改修工事が行われて

いたのも強く印象に残りました。 

	 以下ポイントとなるところを紹介させていた

だきます。           （市川衛）

 
越戸川の眺め  

 
越戸川 の水辺環境再生事業 

 
新倉ふれあいの森

 
植物の名札 

 
和光植物・湧き水の会 高橋さん 

 
広大な和光樹林公園にて 

（米軍キャンプ地の変換跡地）

 
NPO和光植物・湧き水の会 
会員による説明（1） 

 
NPO和光植物・湧き水の会 
会員による説明（2） 

大阪ふれあいの森の湧水 
 

 
民家の庭の遊水地 

 
大阪ふれあいの森湧水地点 

 
イチリンソウ 
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富沢湧水 

 
不動の滝（乃木大将が修行） 

 
熊野神社境内にて 

池辺公園の植物調査報告 自然環境部会

	 池辺公園における春の植物調査が 4 月 16 日

（金）に行われました。朝から降り続く雨にも

かかわらず 8名もの方が参加され、雨にけむる

公園内を稗島班と畠山班の 2班に分かれて観察

致しました。 

	 参加された方は稗島、畠山、菅野、菅谷、三

重野、谷村、藤本、大辻のみなさんでした。 

	 確認された主な植物を以下に記します。

 
池辺公園で確認された主な植物（2010年 4月 16日） 

［木本類］イボタノキ、キヅタ、スイカズラ、アオキ、エノキ、ヤマウコギ、ウワミズザクラ、ヤマブキ、シュロ、

シラカシ、ミツバウツギ、ヤマグワ、コナラ、ムクノキ、ムラサキシキブ、マユミ、ヒメコウゾ、クヌギ、アキカラ

マツ、ケヤキ、イロハモミジ、ノイバラ、サワラ、カマツカ、ニシキギ、ヤマコウバシ、ニワトコ、チャノキ、ミズ

キ、ガマズミ 
[草本類]	 キランソウ、ヤブタビラコ、カントウタンポポ、ヤエムグラ、イノコズチ、スズメノカタビラ、ハルジオン、
ヒガンバナ、ジャノヒゲ、センニンソウ、ヒメムカシヨモギ、ヤブカンゾウ、ハコベ、カキドウシ、ウシハコベ、タ

ネツケバナ、ノビル、タチツボスミレ、コナスビ、イヌワラビ、アオイスミレ、クサイチゴ、コバノギボウシ、ヨモ

ギ、ヤブラン、キツネノカミソリ、クサノオウ、キツネアザミ、スギナ、セリバビエンソウ、セイタカアワダチソウ、

タチチチコグサ、オニタビラコ、ナズナ、アキノノゲシ、オオバコ、ノボロギク、セイヨウタンポポ、ヤブスゲ、ム

ラサキケマン、ウバユリ、キュウリグサ、カタバミ、イヌガラシ、マツヨイグサ、ヘビイチゴ、ヒメオドリコソウ、

ホトケノザ、オオイヌノフグリ、イタドリ、ハハコグサ、ミミナグサ、アケビ、カラスノエンドウ、オランダミミナ

グサ、アメリカフウロ、タチイヌノフグリ、アマナ、ムラサキサギゴケ、ヤブニンジン、ギボウシ、スズメノヤリ、

ハコベ、スイバ、クサボケ、アマチャヅル、スズメノエンドウ、キチジョウソウ 
 

 
園内を観察するみなさん 

 
群生するタチツボスミレ 

 
希少植物のアマナ

 
希少植物のアズマイチゲ 

 
縁起のよいキチジョウソウの実 

 
目立ち始めた廃棄物 

（大辻晃夫） 
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川越の自然めぐり 2題 自然環境部会

1．寺尾調節池の観察

 
カワヂシャ 

	 5月 12日（水）寺尾調節池とその周辺の観察

を行いました。新河岸川の氾濫に備えた調節池

が建設された寺尾は、高階村史（昭和 33 年 5

月発行）によればその昔高台と低湿地が入りこ

んだ地形で、数千年も昔の人々の使った土器の

かけらや石器類が見つかっています。湧水の豊

富な所で江川に流れ 2軒の水車小屋があったと

いいます。一帯の低湿地は江戸時代には鶴や鴫

の集まる所で、川越城からも近く手頃な御鷹場

であり、鷹匠が住み鷹匠橋（新鷹匠橋として名

前は残る）も存在しました。 

	 調節池の傍らに立つ「墾田の碑」（昭和 10年

5 月建立）によれば、寺尾は土地が低く蘆荻の

生える湿地でしたが、新河岸川の改修の結果排

水良好となり、不毛の地が稲の良く実る美田（水

田面積 15町歩）となったとあります。 

	 こうした背景を持つ調節池（全周 1800m、面

積 13ha）は、建設時に表土を全て除去した経緯

から植物・生き物の生態系の継続性がなく、さ

びしい限りです。かつてはホタルも飛び交う自

然豊かな里でしたが、野草は外来種が多く、樹

木はヤナギ類がほとんどで、魚類も貧弱です。

南側には今でも湧水を確認できる箇所がありま

すが、水路はコンクリートで固められているの

が難点です。 

	 今では近隣の住民にとっては格好のいこいの

場となっており、いつも散歩をする人と出会う

ことができます。 

	 調節池から離れ新河岸川の河川敷に目をやる

と、やはり外来種に占領されたお馴染みの光景

が展開しますが、まだ準絶滅危惧種のカワヂシ

ャを確認できるのは救いです。ただ冬場には豊

かに出ている湧水が今の時期から涸れだし、秋

に再び復活する現象はなぜでしょうか。地下水

の汲み上げと関係があるのかもしれません。 

（菅野仲夫）

2．三ツ又沼ビオトープの観察

 
ノイバラ（左）とアカメヤナギの柳絮（種子）（右） 

5月 19日（水）三ツ又沼ビオトープの観察を行

いました。川越・川島・上尾の境に位置する荒

川の河川敷の一角にあります。かつては沼近く

で荒川と入間川が合流して「三ツ又」状態にな

っていたのを、洪水を防ぐため昭和 7～8年頃、

両河川の流路変更の直線化工事が行われて今の

ような形となり、沼だけが残ったわけです。 

	 今でも大雨の時は氾濫し冠水しますが、今回

歩いてみて以前よりも湿地の乾燥化が進んでお

りノイバラが多いなと感じました。 

	 野草は春にはノウルシ、夏にはハンゲショウ、

秋にはタコノアシなど。ホンドタヌキ、ホンド

キツネ、ノウサギ、カヤネズミなどの動物も確

認されるそうです。樹木はハンノキ、ゴマギ、

ヤナギ類が多く、ハンノキは積極的に植栽して

います。昆虫ではミドリシジミやコガネグモが

代表的です。 

（菅野仲夫） 
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「（仮称）川越市森林公園」計画地のトピックス 自然環境部会

1.「森の巣箱」利用調査報告

 
	 今年の 1 月 24 日に親子イベントで巣箱を 9

個掛けました。既存のものなど合わせて 14個あ

ります。それらのほとんどが利用されている様

子です。もう、雛が孵りエサ運びが始まります。

「第 2武蔵野ふれあいの森」の周辺です。そー

っとご覧になってください。   （賀登環） 
 

 
巣箱の利用状況 

番号 4月 29日 5月 14日 
1 ○ 	  
2 ？ 	  
3 ○ 	  
4 ？ 	  
5 ？ 	  
6 ？ 	  
7 ？ 	  
8 ○ 	  
9 ○ 	  

10 × ○ 
11 ○ 	  
12 ○ 	  
13 ？ ○ 
14 ○ 	  

2.「森のさんぽ道」周辺への園芸種（アヤメ）大量植え込み顛末記

 
あちこちにでてきた芽生え 

 
除去を呼びかけるポスター 

	 2 月末ころから「森のさんぽ道」両サイドに

ちらほらとアヤメ系の芽だしが見られ、「アレ

ッ？」と思っていましたが、次第にはっきりと

大きくなってきて、それも長い距離にたくさん

出てきました。これはもう誰かが植え込みした

のは間違いなく、公園整備課に連絡を取るとす

ぐに対応してくれて写真のようなポスターを 1

0 枚くらい張り出し、4/26 には膨大な数の株を

撤去していただきました。今なら引っぱればす

ぐ抜けますが、この種は繁殖力が強く根付くと

すぐに大株になり、掘り起こすのが大変な作業

になります。公園整備課の迅速な対応で植生が

守られました。 

	 「（仮称）川越市森林公園」計画地は、近頃は

散策に訪れる人が多く、よく利用されています。

その分盗掘もあり、数少ない絶滅危惧種がさら

に数を減らしています。逆にこのような植え込

みも増えてきていて、ハナニラ、ヒガンバナな

ど繁殖力の旺盛な種が投げ込まれます。雑木林

本来の植生を次世代に繋いでいくのも簡単では

ないですね。          （賀登環）
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総会・懇親会開催報告

2010年度総会 

	 5月 16日（日）10:00-11:30に 2010年度総会

が開催されました。 

	 出席者 32名、委任状 87名で、会員数 163名

に対して過半数となり、会則第 7条 2に基づき

総会が成立しました。 

	 議事は、最初に 2009年度事業報告並びに決算

報告及び会計監査報告を行い、拍手により承認

されました。次に役員の改選を行い、理事 11

名、幹事 2名を決定しました。理事の互選によ

り、理事長として小瀬博之、副理事長として武

田侃蔵、横山三枝子の 2名を定め、総会で承認

を得ました。続いて 2010年度事業計画（案）と

予算（案）について審議を行い、拍手により承

認されました。     （小瀬博之） 

 

懇親会 

	 かわごえ環境ネットの総会終了後、川越市市

民会館前の「どんぐりの樹」で懇親会を開きま

した。横山･武田の両副理事長の司会で、和やか

に自己紹介と活動や抱負などを披露し、会員の

活動の幅の広さをお互い認識しあいました。こ

の会員たちの熱意を大きな力に結集する智恵を

出し合いたいと痛感しました。     

 （武田侃蔵） 

流域活動の報告 
「新河岸川広域景観づくり連絡会」で情報交換

	 「新河岸川景観サイクリングマップ」の発行

で、新河岸川景観の啓発を進める「新河岸川広

域景観づくり連絡会」の第 1回役員会が、鶴瀬

サンライトの会議室で 4月 26日に開かれ、情報

交換をしました。年間の活動予定が加盟団体か

ら出されました。かわごえ環境ネットは武田理

事が出席してサイクリングや新河岸川清掃の取

り組みの計画について説明がありました。 

	 びん沼清掃などの「ゆめつるせ」も、他団体

の協力要請がありました。また、エコシティ志

木が、4月 29日に赤間川源流探索、5月 30日狭

山市から赤間川用水と新河岸川を川越市立博物

館まで歩く計画説明がありました。 

（武田侃蔵）

新河岸川をサイクリング

	 5 月 3 日（月）新河岸川の景観を見ながらサ

イクリングで下流まで行き、また戻ることに挑

戦してきました。「新河岸川景観サイクリングマ

ップ」が完成したのを記念し、編集に参加して

きた会員のうち都合の良い 4人が参加しました。 

	 9 時仙波河岸史跡公園に集合したところ、さ

っそく「マップ」片手に新河岸から歩いて来た

という年配の女性 2人に出会い一同嬉しくなり

ました。公園にはイヌザクラが満開でした。 

	 公園を出発し畳橋を右折して JR の踏切を渡

り不老川と新河岸川の合流点に出て新扇橋へ。

そのまま右岸を走り旭橋から左岸に入り新しい

川崎橋に。右岸の河畔林は美しいですが、今の

時期両岸は外来種のセイヨウカラシナなどに占

領され黄一色です。これをバイオ燃料や食料に

活用できないかと話しました。 

イヌザクラ 



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 6月号	 No.044 

- 7 - 

 
セイヨウカラシナに覆われた両岸 

	 養老橋を経て蓮光寺で休憩、左岸を進み新河

岸川放水路に出ると釣り人で一杯でした。川越

市を離れ本流の左岸を福岡橋、新伊佐島橋、伊

佐島橋、砂川堀合流点、南畑橋、国道 254号の

第一新河岸橋下富士見江川の合流点、木染橋、

国道 463号岡坂橋、袋橋と走り、志木市役所の

あるいろは橋に至りました。11 時 35 分となり

旧村山快哉堂で昼食休憩としました。 

 

 

	 柳瀬川の合流点であり、いろは樋などの旧跡

を見た後、左岸の江戸・昭和・平成三代の堤防

を見ながら宮戸橋で右岸に入り新宮戸橋、JR武

蔵野線下、新盛橋を経て本日の終点黒目川との

合流点に至りました。荒川に合流する朝霞水門

は前方に見えまだ 13時 10分でしたが、余力を

残しひたすら走り帰路につきました。やはり舗

装道は走りやすいです。途中四字熟語を延々20

0mほどに書いてあるのに出会いました。 

四字熟語が路面に書かれていた	 寺尾調節池を

一周し、日枝神社裏の湧水を見て途中流れ解散

で出発点の仙波河岸史跡公園に 15時 30分には

戻れました。         （菅野仲夫） 

＜編者注＞新河岸川景観サイクリングマップは、

インターネットからダウンロードできます。ブ

ラウザで「新河岸川広域景観プロジェクト」を

検索してください。

標識アユの放流 荒川流域ネットワーク

 
入間川における標識アユの放流 

	 2009年に実施した標識アユの放流調査で、入

間川は狭山市にある上奥富堰、越辺川では川島

町の中山堰までは溯上が確認できた。 

	 その結果を踏まえ 2010年 4月 11日に、入間

川と越辺川のさらに上流部へ標識放流を行った。

入間川では、上奥富堰の約 2㎞上流にある田島

屋堰に 150㎝以上の落差が発生しているため、

その上流の霞川との合流点付近、越辺川では中

山堰の 300m 上流の越辺川と都幾川の合流点付

近でアブラビレを切除し、両河川へ放流した。 

富士見市付近	 
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	 当日は好天に恵まれ、越辺川 39名、入間川 3

7名の合計 76名の人たちが、下流は江戸川区か

ら上流は熊谷市まで流域各地から集合し、漁協

関係も参加して作業を行なった。 

	 標識放流には、今年も秋ヶ瀬取水堰の下流で

県漁連が採捕した東京湾から溯上してきたアユ

を使用した。今年の稚アユは昨年比較して大型

で、平均して全長は 89.8㎜、平均体重 4.1gあっ

た（昨年は平均全長 70㎜、平均体重 2.2g）。放

流数は、都幾川 2869尾、越辺川 2261尾、入間

川 3061尾	 合計で 8191尾だった（昨年は 9074

尾）。 

	 6 月のアユの解禁以降、各河川において投網

で調査をするとともに、漁協や釣人からの情報

提供を求める。また、調査のための都幾川・越

辺川・高麗川での地曳網の実施も計画している。 

（鈴木勝行） 

 

農村整備課が入間川水系 13ヶ所の堰に対する 
整備の可能性の検討について予算処置を実施 荒川流域ネットワーク

	 荒川流域再生プロジェクトは、水辺再生 100

プランの 2009 年度事業に、「入間川水系の 13

箇所の堰及び床固め工への魚道設置及び落差の

解消」という内容で応募したが、結果的には採

用されなかったことから、その経緯とこれから

の計画について4月21日に県の農村整備課と意

見交換を行った。 

	 県の説明は、「水辺再生 100プラン事業は期間

限定のため、この事業での対応は難しいという

結論となった。しかし、知事も積極的であり、2

010 年度、入間川、越辺川、都幾川を対象とし

た生物調査、13箇所の落差を調査する高低測量

と改善策の検討、事業費試算など、整備の可能

性の検討について予算措置を行った。 

	 魚類調査は、春から秋にかけて農林総合研究

センター水産研究所が、採捕調査と聞き取り調

査を実施。落差調査は、渇水期の冬季に行う予

定である。 

	 短期間に全て改善できることではなく、例え

ば、市民の人の力を借りて、堰板を上げて溯上

環境を改善したり、バケツで上流部へ搬送した

りするなど、色々な方法を組み合わせながら、

皆で汗をかきながら進めていければと思ってい

る。行政だけではできないことも多く、それぞ

れ現場にあった方法で、できることから一歩ず

つ進めて行きたい」というものであった。	  

	 当ネットワークとしては、県と一緒に堰の見

学会を開催し、市民と関係機関をネットワーク

化しながら、いままで通りできることを進めて

いくこと、これからも随時意見交換をしながら

事業を進めていくことで合意した。 

（鈴木勝行）

会員の活動報告

「川越春まつり」まち美化活動 クリーン&ハートフル川越

 
集めたごみを分別する参加者 

	 3月 27日から 5月連休明けの 5月 5日まで「川

越春まつり」が開かれました。川越市観光課の

企画で「春まつりまち美化ボランティア」を 6

年前に一度実施しましたが、その後は中止され

ています。まち美化担当のクリーン&ハートフ

ル川越では、5月 1日（土）の 9時 30分から 1

2 時まで、本川越駅前から市内中心部を 5 コー

スに分けてポイ捨てごみ拾いをしました。川越
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まつりのごみ拾いも参加した「朝日新聞販売所」

の若手が 6人応援し、川越駅周辺、クレアモー

ルや八幡通り、本川越駅から川越市駅周辺、中

院から喜多院周辺、札の辻までの中央通りなど、

川越の目立つところを清掃しました。集めたご

みは分別して、ペペの地下ごみ集積所で置かせ

てもらい、処理をお願いしました。休日のボラ

ンティア活動の集めたごみ処理をどうするかが、

市民ボランティア活動の活性化に繋がるようで

す。             （武田侃蔵）

「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回目報告 
 クリーン&ハートフル川越

1）快晴に恵まれた 5月 15日（土）午前 9時、J

R西川越駅前に 7人が集合、コース等の説明を

受けて出発しました。川越・日高街道を初雁橋

に向けて歩道の吸殻を拾いながら歩きました。

途中の草に覆われた溝に散乱ごみを拾うのに 1

5 分かかりました。初雁橋右岸に「入間川サイ

クリング地図」の大きな看板がありました。下

の方に「昭和 61年埼玉県土木部」とありました

が、その後の変化が訂正されていませんでした。

川越橋ができて 20 年たちますが書き加えられ

ていません。すぐ横の看板の知事名は上田知事

に訂正されていました。ついでに直せなかった

のかと、川越県土整備事務所に連絡しておきま

した。 

2）入間川の堤防は、枯れ草をいっせいに刈り取

った後で、爽やかな草いきれが鼻をくすぐりま

した。野草の珍しい名前や野鳥のさえずりで鳥

の名を即座に教えてくれる稗島さんの説明をメ

モしながら歩きました。 

3）東上線の鉄橋をくぐり、菅野さんが「市政 7

0 周年記念誌」に載った入間川での水泳風景と

現在の水辺の乏しさを対比しました。川砂利の

採取、農業用水の取水等で川の流れが衰えたよ

うです。堤防上の東上線の臨時停車場跡が残っ

ていました。入間川の水泳場のための夏季臨時

停車場は、大正 9年 7月 11日から昭和 26年 8

月 20日までありました。その後も、昭和 35年

くらいまでは泳いでいたとの古老の話でした。 

4）平成 2年に完成した川越橋と、そばにあった

冠水橋（別名耕作橋）のことなどの説明をしあ

いました。東照宮の 36歌仙のレリーフや川越ま

つりの大きな鋳物のレリーフ、時の鐘の模型な

ど、川越橋の名の通り、「川越らしさ」がいっぱ

いの橋でしたが、いつ完成したのか、どのくら

いかかったのかなどの説明がありませんでした。

後日、広報川越の平成 2年 5月 10日号を見て詳

細が分かりました。平成 2年 4月 26日からの通

行、昭和 60 年着工で 5 年がかり総工費 15 億 2

千 4百万円（国費 6億 9千 5百万円）を要しま

した。「機能から景観の時代へ」と広報でも謳っ

ていましたが、富士山が良く見えるポイントや

近くの河越館跡とあわせ、もっと市民に親しま

れる工夫が必要だと痛感しました。 

5）近くの河越館跡を回りましたが、広い敷地内

で全容をイメージする工夫がないのが残念でし

た。予算がなくて対応できないのでしょうが、 

小中学生に大きなボードに昔の想像図を書かせ

て何箇所かに設置するなど、アイデアが浮かび

ました。上戸小学校内の展示室の公開が日曜日

だけというのも残念でした。 

6）入間川左岸堤防の上を歩きましたが、牧草向

けのアカツメクサがびっしりと植えられ、堤防

下の整備された東京国際大学グランドなど、市

民にぜひ歩いてもらいたい景観でした。 

7）川越・坂戸線を越え、雁見橋たもとを左へ下

がると、春日神社がありました。周りはムクの

大木など、古い鎮守の森の面影を残していまし

た。社頭には昭和 55年に川越市の無形民俗文化

財に指定された「犬竹の一升講」の説明板があ

りました。古くからある「飽食神事」の一つで

すが、今は承継する人もなく、市の指定も解除

されています。 

8）鯨井地区は、鯨の塩吹きのように地下水が吹

き出たとの言い伝えがありますが、現在は見る
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ところがありません。青林寺の裏庭と近くの渋

谷さんの裏の池を見せてもらいましたが、湧き

出る勢いはありませんでした。 

9)地下水が豊富だと、木は水を吸い上げるのに

苦労しないので根が張らないため、大木は育た

ないとの説があるとか聞きました。しかし皮一

枚で幹の大半が無くなっている老木ながら元気

に葉を茂らせている「鯨井のひいらぎ」を観察

しました。道路建設などで何度か移植され、今

も川越・坂戸線の横で排気ガスにさらされてい

ます。この樹の命を守るためにも、排ガス規制

が緊急の課題だと痛感しました。 

10）霞ヶ関への県道をポイ捨てごみを拾いなが

ら国際大学により、案内書をいただき、近くの

霞ヶ関北公民館に集めたごみを置いて、15時半

解散、約 12キロの行程でした。 （武田侃蔵） 

 
みどり多い歩道脇のポイ捨てごみ拾い 

 
川越橋の名がまだ載っていない看板 

 
昭和 20年代の入間川の水泳風景 

（川越市提供） 

 
堤防上の東上線の臨時停車場跡 

 
入間川堤防上からの景観 

 

 
同じ場所も現在の水量が乏しい 

 

 
川越橋のたもとにある説明板

 
まだ元気な「鯨井のひいらぎ」 

◆かわごえ環境ネット会員ブログ	 メンバー大募集！ 

	 かわごえ環境ネットでは、本誌よりも素早く情報が掲載できる 

会員のためのブログを設置しました。会員であれば無料でいつでも 

記事を掲載できます。ユーザー登録をホームページでお願いします。 

会員になっていない方は、ぜひ会員になってください。 

個人会員は、年会費 1,000円で毎月かわごえの環境に関する有用な 

情報をお届けします。詳しくは、かわごえ環境ネットホームページ 

http://kawagoekankyo.netをご覧ください。 
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近隣市の環境活動・環境行政

和光の緑に集う II‐身近な自然の役割‐ 
 NPO法人	 和光・緑と湧き水の会	 高橋勝緒・高橋絹世

	 都市化の進む和光市では、地方の山河から見

ればあまりにもささやかな自然が、貴重な役割

を果たしています。その都市部の湧水・緑地の

役割を整理してみました（図参照）。 

 
都市部における湧水・緑地の役割 

	 まずその「緑」の役割は、市民にいこいやい

やしを与える都市の生活環境として大切です。

和光市の特徴の湧き水やそれを取り巻く小河川

沿いの斜面林は、子供たちの遊具がある都市公

園や、街路樹の並木や花壇とは異なる市内の

「緑」です。身近で子供たちが自然と触れ合う

場であり、湧き水や、草木、昆虫とふれあえる

場、それは環境学習の学びの場ともなる存在で

す。ノーベル賞受賞者の下村脩博士や手塚治虫

氏が昆虫少年であったという話を聞きます。私

の体験でも、自然とのふれあいの中で生まれる

疑問や好奇心が研究の原点となっています。 

	 コンクリートで固められた都市では、雨水は

下水口に流れ込み、時にそれをあふれさせて水

災害ともなります。「緑」は雨水を地中に吸い込

み、それが地下水を経て再び地表に現れるのが

湧き水であり、河川を潤します。そんな水循環

の様子見ることができるのが道端に流れ出てい

る和光の湧き水です。江戸時代には、川越街道

で「湧き水豊かな白子宿」として栄え、その面

影を残しながら、現在でも湧き水を日常的に利

用する文化が残るのが白子地区です。白子川の

左岸に連なる森は、東京のヒートアイランド現

象を食い止めるグリーンベルト、水環境を保つ

砦でもあります。グリーンベルトは、鳥や昆虫、

小動物が生きる上での重要な回廊であり、人々

に安らぎを与える環境でもあります。 

	 都市部での「自然」とは何か。人手が加わら

ない状態を「自然」とみなす考え方もあり、米

国のイエローストーン国立公園などでは、落雷

によって生じる山火事も自然現象として原則放

置する、と聞きます。しかし、都市部の「緑」

を放置するとどうなるか。セイタカアワダチソ

ウが異常に繁茂したり、そこがゴミ捨て場にな

ったりする光景を目にします。人手を加えて「自

然」を守る必要があるのです。人と共存する「自

然」、古来より「里山」の維持として知られる方

法です。でも、かつての里山は、薪炭やたい肥

作りなどの経済効果を生みました。現代の森は、

お金を生むものではなく、人に安らぎやいこい、

「緑」にふれ合う楽しみをもたらす価値として

評価・保全する必要がある「里山」です。 

	 ではどこまで人手を入れるのか。我々の会で

は、「生物多様性の維持」、湧き水など地域の特

徴を生かした「生態系の保持」などを手入れの

よりどころにしています。外来種の除去により

在来種の減少を防いだり、貴重種を保護したり

することも目的です。そして、子供たちが触れ

やすい環境、子供たちが自然とのふれあいを学

ぶ場となる「自然」であることも重視していま

す。樹木を観察するためには下枝を残しておく

ことも大切です。和光樹林公園での観察会「昆

虫探し森遊び」は人気のある催しとして定着し

ており、今年は COP10（国際生物多様性年）の

記念企画にもなっています。 

身近なかなことからの一歩として、参加する人

の和、身近な自然を知り、親しみ、守ること、

そしてそれを広めることが、当会の活動です。 
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新河岸川ぶらり散歩	 入間第二用水（旧赤間川）の最上流を歩く 
NPO法人エコシティ志木	 代表理事	 天田眞 

	 エコシティ志木では、地域の歴史や自然をテ

ーマとしたエコミュージアム「志木まるごと博

物館 河童のつづら」の企画の一つとして川を歩

く会を続けています。「新河岸川ぶらり散歩」は、

志木から新河岸川を上流に向かって 4回に分け、

最上流の笹井堰まで歩く企画。1 回目は志木か

ら旧福岡河岸まで、2 回目は仙波東照宮まで歩

き、3回目は川越市立博物館から新狭山までを 3

月に企画しましたが雨で延期、4 回目として 4

月 29日に新狭山から笹井堰まで歩きました。前

日までの雨が上がり絶好の日和で、33名が参加

しました。 

	 新狭山駅から北へ、武蔵野台地端部の坂を下

ると、そこを流れる入間第二用水（旧赤間川）

はコンクリート 3面張りの素っ気無い水路。台

地直下を流れる水路に沿って上流へしばらく進

むと右側にもう一つの水路が現れる。これは上

奥富用水で、入間第二用水に接してゲートがあ

るが普段は合流していない。ここから上奥富用

水に沿って上流へ向かうと、イオン狭山の裏手

で入間川の上奥富用水堰に至る。前日の雨で増

水した堰は豪快に水しぶきを上げている。この

上奥富用水も含めて、かつては赤間川と呼ばれ

ていたようだ。 

	 再び、入間第二用水に沿って上流へ。やがて

市街地に入り、狭山サティ脇の入間川河川敷で

の昼食を挟み、ひたすら水路に沿って歩く。三

面張りの用水路はどこまでいっても幅も深さも

変わらず単調だ。かつての赤間川には明治の最

盛期には 22の水車があったそうだ。 

	 入間市に入ると用水路は川にぶつかり暗渠に

消える。川は青梅から流れる霞川で、用水路は

この下をくぐっている。霞川を渡り再び用水路

に沿って進むと、やがて黒須市民運動場。その

縁を流れる水路はやがてたどれなくなるので、

水路から離れ台地へ上り笹井堰へ。 

	 単調な用水路に飽きた目には壮大な堰の姿は

感動的だ。用水路の最上流部は丸い断面の暗渠

で堰の取水口へ繋がっている。笹井堰は江戸時

代に造られ蛇籠や杭木で造られていたようだが、

1939（昭和 14）年に現在のコンクリートの堰に

改築された。

 
狭山清陵高校裏の斜面林下の用水路に沿って歩く 

 
入間川の上奥富用水堰

 
コンクリート三面張りの入間第二用水 

 
入間川の笹井堰 
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川越県土整備事務所の道路と河川

	 川越市の旭町にある市立川越高等高校の裏手

に埼玉県の「川越県土整備事務所」があります。

管轄は川越市、狭山市、所沢市、富士見市、ふ

じみ野市、三芳町の 5市 1町となっています。

坂戸市や鶴ヶ島市、入間市は飯能県土整備事務

所でした。この地域の国道、県道の基幹道路の

整備と管理、一級河川の整備と管理など、市民

にも関係の深い事務所ですが、今までは敷居の

高いところでした。かわごえ環境ネットも、「新

河岸川広域景観プロジェクト」や「水辺再生 10

0 プラン」とのかかわりで、担当者とも顔を合

わせる機会が増えました。4 月人事異動で所長

とともに道路環境と河川の部長が変わりました。 

	 道路環境部は、道路の管理と整備を担当して

いますが、環境の名の通り、「彩の国ロードサポ

ート制度」の窓口となっています。登録した道

路を定期的に清掃する制度で、いろいろな条件

がありますが、川越市内では現在 18団体が登録

しています。鯨井中学校、岸町二丁目自治会も

入っています。ほとんど事業者ですが、横の連

絡は取られていません。市の資源循環推進課が

事務局になっている「環境美化活動支援制度」

は、市内の道路や公園を定期的に清掃する団体

にごみ袋の支給などの支援をしていますが、3

月末で 37団体が登録しています。このグループ

も横の連絡は取られていません。市内の道路や

公園の清掃美化に、県と市の制度を超えた協力

体制は取れないものか考えさせられます。 

	 河川関係では、「水辺再生 100 プラン」の 22

年度事業に、御伊勢塚公園付近の小畔川整備が

決まりました。新河岸川では、ふじみ野市の養

老橋付近の整備が実施されます。川の清掃でも

「彩の国リバーサポート制度」があり、「水辺の

サポーター」が登録されています。県内で平成

22年 4月 1日現在 163団体、川越市内で 8団体

が登録しています。星野高校、EM ネットワー

ク小畔、伊勢原町 8地区協議会などがあります

が、河川部が活動支援の窓口になっています。 

	 また、河川清掃で、県の「水環境課」が進め

ている「水すましクラブ」登録団体の活動には、

市内の西部環境管理事務所の大気・水質担当で

支援の手伝いをすることになっています。 

（武田侃蔵） 

 

川越市からのおしらせ

平成 22年度春季苗木配布事業 環境政策課

	 平成 22 年 4 月 29 日(木・昭和の日)に、農業

ふれあいセンターで「川越れんげまつり」が開

催され、その中で春季苗木配布事業を実施いた

しました。 

	 この事業は、市民の緑化意識の向上と緑化の

推進を図ることを目的として昭和 58 年より継

続して行っており、これまでに配布した苗木は

6万 8千本以上となっています。 

	 苗木配布会場では朝早くから市民が列をつく

るほどの盛況で、用意していた苗木約 300株は

すぐに無くなりました。配布した苗木は、市の

木カシ、市の花ヤマブキ、モッコウバラ、アン

ズの全 4種類でした。市長、副市長にも手渡し

で配布をご協力いただきました。会場内では、

川越緑地協会による球根の掴み取り、緑化相談

会等のイベントもおこなわれました。 
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理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 理事改選後初めての理事会（平成 22年度第 3

回）が、5月 28日に福田ビル 3階会議室にて開

催されました。10名が出席しました。石川一男

理事（事業者、川越環境保全連絡協議会）が新

任として加わり、再任者 10 名を含め 11 名が 2

年間の任期で活動することになりました。 

	 主な議事は次のとおりです。 

	 恒例の川の一斉水質調査を6月6日に実施し、

各部会からの参加者を確認しました。 

	 10周年記念事業について、6月から 12月まで

の 6 回、8 月を除く毎月第 2 木曜日に実施する

ワールド・カフェ・サロンの実施内容の報告及

び理事への出席依頼を行いました。 

	 記念出版については、編集の都合から完成を

次年度の総会までに延期することを了承しまし

た。資金については、8 月末まで実施される補

助金の適用の可能性を優先し、補助金の申請が

通らない場合、10周年記念事業積立金の利用を

改めて検討することにしました。 

	 埼玉県の委託により自然環境部会で実施する、

県民参加生き物モニタリング調査の実施計画書

及び見積書を埼玉県に提出したとの報告があり

ました。 

（小瀬博之）

社会環境部会

	 平成 22 年 5 月の社会環境部会例会が、12 日

（水）に新しい原嶋代表、宮沢副代表の司会で

14人が参加して行いました。小瀬理事長も忙し

いなか、途中まで参加していただきました。 

懸案だった例会の開催日を、来年度から自然環

境部会と同じ金曜日の 13時からとし、希望者は

15 時からの自然環境部会にも参加できるよう

に変更する提案を満場一致で決定しました。専

門性を生かしながらも、社会･自然の交流を進め

てかわごえ環境ネットの活性化につながること

が期待されます。 

	 続いて新年度の社会環境部会の予算説明があ

り、新しくエコドライブ啓発関係に 5万円を含

めた 13万円の配分予定が承認されました。また

16日のかわごえ環境ネット総会の役割分担、そ

の他行事についての協力要請がありました。 

ついで、各グループ別の活動状況の説明があり

ました。 

1）地球温暖化対策グループでは、会員の松岡さ

んの省エネ活動が朝日新聞で紹介された記事を

回覧しながら、信念と努力に共感しました。 

	 また、新しく取り組む「エコドライブ啓発活

動」について、乏しい予算でどう取り組むか意

見交換をしました。緑を増やす渡辺さんの挿し

木の進捗状況、県の「エコライフ DAY2010 夏

季」への参加計画が説明されました。 

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「ごみ減量と生ご

み資源化」の勉強会を毎月開くことが示されま

した。また、南小畔川の「水辺再生 100プラン」

の工事状況が原嶋代表から報告されました。 

3）まち美化グループでは、5月 1日に実施した

「春まつりまちなかクリーン」には、朝日新聞

の販売店から 6 人が応援参加、5 月 4 日の定例

活動を JCN川越・川越ケーブルテレビが取材放

送、9 日の日曜日の午前中の活動に、パチンコ

クラウンの店員が 4名、クレアモールの清掃に

参加したなどの報告がありました。また、5月 3

0 日の「ごみゼロ運動」の午後に、川越警察署

付近の郊外クリーンの参加要請がありました。

また、「水と緑と伝統をめぐり、ついでにクリー

ン」の 2回目の内容の説明がありました。参加

者からの活発な発言もあって例会を終わりまし

た。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治）
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自然環境部会

	 4 月 13 日（火）は、（仮称）川越市森林公園

計画地に於いて、植物調査と保全活動を行いま

した。 

	 4月 14日（水）は、川越の自然めぐりとして、

川越水上公園での自然観察を行いました。 

	 4月 16日（金）は、池辺公園において植物調

査を行いました。詳しくは、記事ご覧ください。 

	 4月 22日（木）は、古谷上のグリーンパーク

付近の麦生川での、水辺ふれあいイベントを計

画している川越市に同行して、現地調査と意見

交換を行いました。 

	 4月 23日（金）は、和光市の白子湧水とカタ

クリの花の観察会を開催致しました。詳しくは、

記事をご覧ください。 

	 4 月 29 日（木）は、（仮称）川越市森林公園

計画地に於いて、野鳥たちの巣箱利用状況の調

査を行いました。 

	 5 月 1 日（土）は、埼玉会館で開催された埼

玉県主催の、県民参加生き物モニタリング調査

説明会に参加しました。 

	 5 月 7 日（金）は、仙波河岸史跡公園におい

て、自然環境パトロールと植物調査及び、池と

湿地帯の水質調査を行いました。 

	 5 月 11 日（火）は、（仮称）川越市森林公園

計画地において、植物調査と保全活動を行いま

した。 

	 5月 12日（水）は、川越の自然めぐりとして、

寺尾調節池の自然観察を行いました。 

	 5月 14日（金）は、川越市役所 7G会議室に

於いて、5 月度・自然環境部会が 8 名の参加で

開催され、各活動テーマの進捗状況の報告と県

民参加生き物モニタリング調査説明会の内容報

告がありました。討議事項としては、小畔川に

於ける水辺のイベントの共催が、会員の小畔川

の自然を考える会から提案され、承認されまし

た。最後に、5月 21日（金）に予定していた郭

町新城下橋を流れる新河岸川での魚類調査を都

合により、5月 31日（月）に延期することが決

りました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫）

10周年記念事業実行委員会
	 5 月 12 日に第 1 回の委員会を実施しました。

組織体制を検討して、理事長を委員長、副理事

長を副委員長としました、委員は、当面これま

での体制を継続することとしました。 

	 10 周年記念事業として全体の予算を確認す

るとともに、2011年 2月に第 9回かわごえ環境

フォーラムの主要行事として「かわごえワール

ドカフェ」を実施することとして、小瀬が作成

した企画案を検討しました。会場として東洋大

学川越キャンパスを検討することにして、先方

と折衝することにしました。 

	 この行事に先行して、試行的に実施する「小

江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・サロ

ン」の企画について飯島委員の案をもとに検討

しました。決定した開催要項は後述します。 

	 記念出版の進捗状況について横山副委員長か

ら報告を受けました。 

（委員長	 小瀬博之）

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 5月 28日に理事会前に今年度第 1回の委員会

を実施しました。 

	 今年度もイベントと講座を中心に 400名規模

でのチェックシート（市民編）を実施すること

にし、期日と担当者を確認しました。 

	 2009年度のチェックシートについては、デー

タ入力が終了し、結果を次回委員会にて報告す

ることにしました。 

	 「かわごえの環境」（第 4号）の執筆は、6月

18 日にまでに各執筆担当者が事務局まで提出
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することとしました。 

	 かわごえアジェンダ 21 冊子の新しい版を確

認しました。あいさつ文が現在の市長に変わり、

内容も変わったこと、写真がカラーになったこ

とが報告されました。     （小瀬博之）

おしらせ

「小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・サロン」の開催

	 かわごえ環境ネット設立 10 周年記念事業と

して、来年 2月に開催する「第 9回かわごえ環

境フォーラム」では『かわごえワールド・カフ

ェ』を開催する予定です。 

	 ワールド・カフェとは、メンバーの組み合わ

せを変えながら、4~5人単位の小グループで話

し合いを続けることにより、あたかも参加者全

員が話し合っているような効果が得られる会話

の手法で、集合的な知恵を生み出す話し合いの

場といえます。 

	 10周年記念事業で行う「かわごえワールド・

カフェ」を前に、ワールド・カフェを体験し、

その効果を体感していただくために、月１回の

ペースで小規模な「ワールド・カフェ・サロン」

を開催します（6月から月 1回のペースで 12月

まで、全 6回）。 

	 ワールド・カフェ・サロンでは、互いのもっ

ている知識や経験を伝えて刺激しあったり、対

話の中から、新しい気づきやアイデアが生まれ

たり、価値観の共有や、一緒にやってみたいこ

とが生まれたりと、ワールド・カフェ・サロン

に参加することで、自分の世界（ワールド）や

人間関係、生き方、姿勢、発想が広がることが

あります。私たちを取り巻く社会環境は大きく

変わろうとしており、人や組織との関係性にも

変化が現れている今だからこそ、変化の時代に

生み出された会話の手法「ワールド・カフェ」

を体験してみませんか？ 

 

●開催日時及びテーマ 

6月 10日（木） 10:00-12:30	 テーマ：地球温

暖化対策に自分ができること 

7月 8日（木） 10:00-12:30	 テーマ：生物多

様性と自分ができる保全行動 

9月 9日（木） 10:00-12:30	 テーマ：身近な

環境問題と自分ができること 

10 月 14 日（木）10:00-12:30	 テーマ：川越コ

ミュニティーの活性化 

11 月 11 日（木）10:00-12:30	 テーマ：魅力あ

る川越の街づくり 

12月 9日（木）10:00-12:30	 テーマ：市民・行

政・企業の協働のありかた 

●会場 

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） 

	 なお、駐車場はありません。徒歩および自転

車でお越し下さい 

●参加人数：20 名 

●参加費：300 円（お茶菓子代） 

当日、受付にてお支払下さい（受付 9:40～） 

●申込み締切 

	 各開催日 3日前までにお願いします。（お茶菓

子の準備のため人数を把握したいと思っていま

す） 

●申込み方法 

	 住所・氏名・連絡先（メールアドレス/FAX）

を明記の上お申込み下さい。 

●申込先 

かわごえ環境ネット事務局（E-mail: kankyoseis

aku@city.kawagoe.saitama.jp, Fax.049-225-9800） 

●ファシリテーター 

飯島希（かわごえ環境ネット	 個人会員） 

●主催 

かわごえ環境ネット設立 10 周年記念事業実行

委員会
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自然環境部会のイベント（6月~8月）
1.「（仮称）川越市森林公園」計画地	 植物調査 

日時：6月 8日（火）9:30-12:30 

集合：川越南文化会館（ジョイフル） 

（川越市今福 1295-2） 

内容：クモキリソウ、オオバノトンボソウ、イ

チヤクソウなどの絶滅危惧種の分布調査。事前

連絡はいりません。7月 13日（火）は希少種や

樹木の花の観察・調査を予定。 

問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 

2.「川越の自然めぐり」シリーズ 

	 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。 

第 6回「びん沼、萱沼」 

集合：6月 16日（水）9:00萱沼びん沼公園前 

（川越市萱沼 2369地先） 

内容：湿地性植物の観察 

問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 

第 7回「喜多院、中院、富士見櫓周辺」 

集合：6月 23日（水）9:00喜多院正門前 

（川越市小仙波町 1-20-1） 

内容：社寺林の植生を観察 

問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 

3.市民を対象とした自然観察会 

「（仮称）川越市森林公園」計画地「キノコの観

察会」 

日時：7月 4日（日）9：30-12：30 

集合：9:30川越南文化会館（ジョイフル） 

費用：100円（保険代） 

講師：大久保彦、稗島英憲 

「（仮称）川越市森林公園」計画地「虫の観察会」 

日時：8月 1日（日）9：30～12：30 

集合：9:30川越南文化会館（ジョイフル） 

費用：100円（保険代） 

講師：大塚豊（日本野鳥の会東京支部副支部長）、 

谷津弘子（武蔵丘陵森林公園の自然を考える会）

かわごえ環境ネット主催行事一覧（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：6月 8日（火）9:30-12:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

●社会環境部会（2010年 6月度） 

日時：6月 9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 7月 14日 

★小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・

サロン（第 1回） 

日時：6月 10日（木）10:00-12:30 

場所：生活クラブ生協くらぶルーム 

（川越市東田町 5-12） 

テーマは「地球温暖化対策に自分ができること」、

申込は開催 3日前までに本会事務局へ 

●自然環境部会（2010年 6月度） 

日時：6月 11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 7月 9日 

◆広報委員会（2010年 6月度） 

日時：6月 15日（火）9:30-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

★「川越の自然めぐり」（第 6回） 

日時：6月 16日（水）9:00-14:00ごろ 

集合：9:00萱沼びん沼公園前 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

◆10周年記念出版編集会議（第 8回） 

日時：6月 17日（木）10:00 

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 7月 15日 
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◆10周年記念事業実行委員会（第 2回） 

日時：6月 18日（金）9:30-11:30 

場所：川越市役所地階修養室 

◆理事会（2010年度第 4回） 

日時：6月 22日（火）9:30-11:30 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-1） 

★「川越の自然めぐり」（第 7回） 

日時：6月 23日（水）9:00-14:00ごろ 

集合：9:00喜多院正門前 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

★（仮称）川越市森林公園計画地「キノコの観

察会」 

日時：7月 4日（日）9:30-12:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

★小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・

サロン（第 2回） 

日時：7月 8日（木）10:00-12:30 

場所：生活クラブ生協くらぶルーム 

（川越市東田町 5-12） 

テーマは「生物多様性と自分ができる保全行動」、

申込は開催 3日前までに本会事務局へ

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 

◆ 6月 12日（土）9:30集合-12:30ごろ 

ネギの植え付け等 

◆ 7月 10日（土）16:00からの作業 

トウモロコシ、枝豆の収穫後バーベキュー 

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） 

●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。 

◆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。 

◆7月 19日（月・祝日）公園と当会共催 

	 入園料は団体扱いで 280 円。10:15 ごろ南入

口前集合。7 月は、樹液に集まる昆虫（カブト

ムシ、チョウ類）やヤマユリ、オオバノトンボ

ソウの花を観察します。雅の池ではチョウトン

ボを探しましょう。講師は大塚豊さんです。 

●クリーン&ハートフル川越 

問い合わせ：武田侃蔵 

（Tel.090-2521-5770, Fax.049-222-0786） 

☞「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） 

◆6月 1日（火）・17日（木） 

◆7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） 

◆6月 13日（日）・7月 11日（日）・ 

	 本川越駅交番横から各方面に分かれて活動、

月 日 活動内容 
6 12 ネギの植え付け 

7 10 
16:00からの作業	 トウモロコシ・枝豆の収
穫・バーベキュー 

8 21 16:00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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中央公民館でごみまとめ。 

3. 第 4土曜日（13:30-15:00） 

◆6月 26日（土）・7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. 郊外クリーン活動 

◆7月 10日（土）9:30-12:00 

	 伊佐沼周辺及びやすらぎの郷と周辺。9時 30

分集合、班分けなど、6 月末に参加者に連絡。

参加希望者は 6月 20日までに武田まで連絡を。 

5. 百万灯夏祭りクリーン活動 

◆7月 31日（土）・8月 1日（日）14:00-17:00 

	 7月 31日と 8月 1日。川越駅アトレ前 14時

集合、札の辻まで。参加希望 7月 20日まで武田

へ。 

6. 水と緑と伝統のまち川越 12回探訪・ついで

にクリーン 

◆第 3回：6月 19日（土）9:00-15:00 

	 9:00JR川越駅東口交番前集合―鳥頭坂―不老

川―新扇橋―新河岸川左岸―旭橋―九十川排水

機場―川崎橋―新河岸川右岸―寺尾調節池―日

枝神社―湧水群―舟運問屋跡―河岸街道―氷川

神社―新河岸駅 15:00 解散予定。保険加入のた

めに 6月 16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。 

●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＊toyo.jp（＊は半角

@に変換ください）, Tel./Fax.049-239-1532） 

詳細 http://team-6.eng.toyo.ac.jp/hue/ 

☞第 3回川越キャンパスエコツアー 

（学生ツアーコンダクターと自然観察） 

◆7月 12日（月）16:30-18:00 

集合：東洋大学川越キャンパス 7号館総合情報

学部棟 1階スタディルーム（川越市鯨井 2100），

人数：15名程度（準備の都合上、7月 8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 

交通：東武東上線鶴ヶ島駅東口下車徒歩 15分、

お車でお越しの際は、南門から入り、南門守衛

所で用件をお伝えください。 

	 「大学と地域の環境コミュニケーションゼミ」

の一環として、学生とともにキャンパス内の雑

木林等を観察します。学生が主に案内しますが、

初心者なので、参加者のお力添えをいただけれ

ばと思います。 

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/ 

●川越市 

問い合わせ：環境政策課（Tel.049-224-5866） 

☞環境月間ポスターコンクール展示会 

◆6月 12日（土）・13日（日）9:00-17:00 

場所：資源化センター内環境プラザ（つばさ館） 

（川越市鯨井 782-3） 

	 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。 

●(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） 

◆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

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。 

◆7月 11日（日） 

	 古代ハスの花が咲きます。今年はハスを植え

拡げたので、多くの花の咲くのが見られると思

われます。蜜蜂も蝶もハスの蜜を求めにやって

きます。先月に続いて可愛いカイツブリ、カル

ガモのヒナ連れを観察します。 
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イベントカレンダー（6月 6日~7月 31日） 
日 月 火 水 木 金 土 

6/6 
◆11:00川の
水質調査水質

測定 

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 
★10:00ワー
ルド・カフ

ェ・サロン 

11 
●15:00自然
環境部会 
○本誌 7月号
原稿投稿締切 

12 
◎9:00環境月間
ポスターコンク

ール展示会 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 
6/13 
◎9:00環境月間
ポスターコンク

ール展示会 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

14 
 

15 
◆9:30広報委
員会 

16 
★9:00川越の
自然めぐり 

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 
◆9:30 10周
年記念事業実

行委員会 

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 
◆9:30理事会 

23 
★9:00川越の
自然めぐり 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

24 25 26 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

7/1 2 3 
 

7/4 
★9:30川越市
森林公園計画

地「キノコの

観察会」 

5 
 

6 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7 
 

8 
★10:00ワー
ルド・カフ

ェ・サロン 

9 
●15:00自然
環境部会 

10 
◎9:30郊外ク
リーン活動 
◎16:00おい
しく・楽しく

農業体験 
7/11 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

12 
◎16:30川越
キャンパスエ

コツアー 

13 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

14 
●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 
○本誌 8月号
原稿投稿締切 

17 
◎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 

7/18 
 

19 
海の日 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

20 
 

21 
 

22 23 
◆9:30かわご
えアジェンダ

21推進委員会 
◆10:30 10周
年記念事業実

行委員会 
◆13:00理事会 
 

24 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 30 31 
◎14:00百万
灯夏祭りクリ

ーン活動 
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