
- 1 - 

2010年 
8月号 
No.046 
2010年 8月 6日発行 

 

 

目次 
地域環境活動を聴く（28）小山弘さん ··································· 2 

かわごえ環境ネットの活動報告（4題） ·····························3-5 

会員の活動報告（2題）·······················································6-8 

流域・近隣市の環境活動・環境行政（4題） ····················8-10 

理事会・専門委員会からの報告（5題） ·························10-12 

おしらせ ···········································································12-15 

イベントカレンダー ······························································ 16 

 
環境と感性 
	 毎日忙しく過ごしていると感性が鈍ってきます。「視覚、聴覚、嗅覚、

味覚、触覚」の五感について最近感じたことをあげてみます。 

視覚	 車で動いていると小さな変化に気づかず見過ごしてしまいます。

10 周年記念冊子の編集作業中に「この景色はやっぱり自転車じゃない

と撮れないねえ。」「エコだよ。エコ。自分の体にもいいし、見える物が

違うよ。」そうなんです。自転車です。見ているようで見えていない事

柄はたくさんあって、毎日を丁寧に過ごして

いかなくては「MOTTAINAI！」。 

聴覚	 セミの声、福原の雑木林が残る我が家

の周りでもいつもの景色が???と思うと雑木

林がなくなって宅地化されています。そのた

めかセミの声が少なくなったような。カブト

ムシは落ち葉溜めで成虫になりますが、セミは 7年間土の中だから、ど

うなってるんだろ。出てこられないままなのかしら？単体の鳴き声は心

なしか寂しそうです。 

嗅覚･味覚	 お土産にこだわりのロールケーキを頂きました。開けると

香料の香りが手にもついてしまいます。化粧品のようで、とても食べら

れませんでした。スーパーの野菜コーナーにはいつでもたくさんの野菜

が並んでいて「旬の野菜」が何なのかわからなくなっています。本物の

味、香り、添加物にごまかされない感覚を鍛えねば。 

触覚	 寝苦しい夜対策でひんやりシーツやマット、枕などが店頭に並ん

でいます。エアコンなしでは寝られない人も多いとは思いますが、やは

り体に負担をかけると体調を崩す原因となります。日本の夏には日本の

古来の物「寝ござ」「竹のシーツ」が結構いけます。寝返りを打つ度に

ちょっとひんやり、このほどほど具合がエコライフですかね？ 

	 毎日の生活が環境にかける負担を少なく、なおかつ快適にと思う主婦

の感性が鈍ってしまっては楽な方に流されてしまいます。「ワールドカ

フェ」で男女差、世代差のある話し合いをしていると錆び付いた感性が

磨かれていきます。これからの「ワールドカフェ」ご一緒しませんか？ 

かわごえ環境ネット副理事長	 横山三枝子 

宅地化された雑木林 
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小山弘さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（28）
	 今回から個人会員を訪問して「地域環境活動を聴

く」を始めました。会員名簿に小山弘さんの名前を

見つけ、「環境活動についてお聴きしたいのですが」

とお願い、中央公民館での待ち合わせになりました。

夏日の暑さの中、うちわ片手に「やーこんにち

は・・・」と現れました。日本の夏、省エネは、う

ちわとの印象が感じられました。7年前に教育委員

会生涯学習課が主催した「小江戸塾」で共に学んだ

仲間であり、最近は 3月に行われた河越館跡の発掘

現場説明会でも顔合わせをしました。小山さんに地

域活動いろいろ行っている様ですがと聴き始めま

した。 

	 「川越市の博物館市民ボランティアに 10年前か

ら参加、今でも毎月 2回行われる子ども遊びに、ボ

ランティア参加を行っています」「住んでいる西小

仙波町には、喜多院、中院、日枝神社と文化財が多

くあります。子どもの頃からの遊び場でしたが、歴

史・文化財として見始めた定年後は、地域勉強を始

め毎日町歩きをしていました」。 

 
省エネうちわを片手に、語っていただきました 

	 「平成 14年度に、かわごえ環境推進員制度が始

まり、地域の自治会から推薦され環境推進員になり、

地域環境の活動に参加、環境推進員の活動に興味を

高めました」「かわごえ環境推進員協議会が設立さ

れ、自治会連合会の支会ごとに「支部」を設置、本

庁地区 11支部と郊外地区 11支部、併せた 22地区

に 840名の推進員が組織されました。」「ごみの減量

化、資源化、ごみ分別の指導推進役として市長から

委嘱された活動です。」「余暇時間に地域の文化財宝

庫、喜多院等の清掃活動を続けていましたが、協議

会の支部長、副会長に推され、3年前から会長職に

なってしまい 2期目を務めています」。「川越市全体

の環境向上の推進が役処となります」。「支部ごとに

活動テーマを持ち、様々な地域活動を行っていま

す」。「ごみ集積所の巡回、点検、分別指導、地域の

公園、神社の清掃、河川の清掃、ごみ収集カレンダ

ー作りと掲示板への張り出し、ポイ捨てやめよう・

啓発活動、町内リサイクル活動等が展開されていま

す」。川越市を面で捉えると地域住民の環境活動参

加の推進に対する意気込みが読み取れました。小さ

なことでも集まれば、住みよい環境が生まれてくる。

市民への環境向上意識を広める行動隊としての役

割は大きくなっているとも感じました。「環境推進

協議会では、研修委員会、広報委員会、ごみ減量・

リサイクル推進委員会、環境美化推進委員会があり、

年間活動を行っています」。「推進員への啓蒙として

1年目は、やまぶき会館での研修、2年目は見学会

を行っている」。「環境推進員だよりを発行、現在 1

1号までになりました」。「ごみ減量活動の推進とし

て、市が主催したレジ袋の削減、マイバック店頭キ

ャンペーンへの協力を行いました」。「川越駅、川越

市駅、本川越駅の駅前で、路上喫煙やめようキャン

ペーンにも参加協力をしています」「衣類拠点回収

は、5月、6月、7月、11月、12月に各地域の推進

員が受取人となり、ごみ減量推進活動を行っていま

す」。「年 2回のクリーン川越市民運動の（ごみゼロ

運動）では自治会と協力、一斉清掃の推進役を行っ

ています」。お聴きしていると市民運動展開の一翼

を担っている大きな組織と思いました。「様々な課

題もあります。川越まつりでのごみ処理、地域推進

員からは、住んでいる町、地域での環境活動参加不

足。委員会組織活動費の川越市からの補助金減額。

推進員の研修費、22 支部活動費に分けるとささや

か金額となり、ご苦労さんのお茶代、喉うるおしだ

けになってしまいます」。川越市全体での環境活動

を行っている 840名の推進員に拍手を送り、個人会

員の地域環境活動を聴く訪問を終えました。 

（2010年 7月取材	 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

「（仮称）川越市森林公園」計画地「キノコの観察会」報告 自然環境部会

日時 : 2010年 7月 4日（日）9:30～12:30 

参加者：26名 

講師：埼玉きのこ会幹事 大久保彦	  

（財）埼玉県生態系保護協会	 稗島英憲 

	 今年は真面目な梅雨でよく雨が降り、キノコ

の発生には好条件でした。昨年は 9月に実施し

ましたが、夏場に雨が少なくキノコを見つける

のに苦労しました。川越の平地林では梅雨時期

がキノコのシーズンのようです。 

	 当日は朝方まで雨で日中は薄日がさし、キノ

コの観察会にはもってこいの日和でした。参加

者の中には家族連れの方もあり、小さな子ども

が「あったー！」と次々みつけ、楽しいひとと

きを過ごせたようでした。講師のお二方も精力

的に解説をし、参加者の方はこの日、一気にキ

ノコの世界に引き込まれたのではないでしょう

か。下記は、当日見つかったキノコのリストで

す。40種ほどありますが、キノコ研究会の調査

によると川越周辺の平地林では 120種以上ある

ということです。        （賀登環）

表	 当日見つかったキノコ 
ヒラタケ科 マツオウジ 
キシメジ科 ムレオオイチョウタケ	 	 ヒロヒダタケ	 	 ツエタケ	 	 ヒメカバイロタケ 
 モリノカレバタケ	 	 カレバキツネタケ 
テングタケ科 ガンタケ	 	 フクロツルタケ	 	 オオツルタケ	 テングツルタケ	  
ハラタケ科 ザラエノハラタケ 
イグチ科 アカヤマドリ	 	 クロアザアワタケ	 	 ニセアシベニイグチ	 	 ミドリニガイグチ 
 ヤマドリタケモドキ	 	 ムラサキヤマドリタケ	 	 キヒダタケ	 	 イロガワリ 
ベニタケ科 クロハツ	 	 シロハツ	 	 クサハツ	 オキナクサハツ	 	 ツチカブリ	 	 チチタケ 
 キチャハツ	 	 カワリハツ	 	 ケショウハツ	 	 ウコンハツ	 	 アイタケ 
 ヒビワレシロハツ	 	 ドクベニタケ	 	 クロチチダマシ 
タコウキン科 アミスギタケ	 	 ウチワタケ	 	 ツヤウチワタケ	 	 ニッケイタケ	 	 ヒイロタケ 
 ホウロクタケ	 	 カワラタケ	 	 カイガラタケ	 	 ホウネンタケ	 	 ヤケイロタケ 
シロソウメンタケ科 シロソウメンタケ	 	 ムラサキホウキタケ 

 

 
説明を熱心に聞く参加者 

 
あれーでっかいきのこ！ 

 
ニセアシベニイグチでした

川越の自然めぐり報告	 第 7回（びん沼、萱沼） 自然環境部会

 
萱沼びん沼公園 

 
びん沼自然公園 

 
昼間の渡し

	 雨天順延のため 7月 6日（火）にびん沼川の観察を行いました。川越の東部に位置し、さいた
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ま市、富士見市とも接しており、1925年からの

荒川の流路変更工事によりできた旧荒川の沼で

荒川に流入し、新河岸川とも放水路でつながっ

ています。川越市域には 1.3ha の「萱沼（かい

ぬま）びん沼公園」、さいたま市域には徳川家康

由来の「昼間の渡し」（旧飯田の渡し）、富士見

市域には 5.7ha の「びん沼自然公園」が整備さ

れています。びん沼川はヘラブナ釣りとして有

名で休日ともなると両岸は太公望が押し寄せま

す。 

	 「萱沼びん沼公園」の周辺は緑豊かにみえま

すが樹木はニセアカシアが多く、ヤナギも見受

けられます。 

	 「昼間の渡し」は川越と大宮を結ぶ荒川の渡

し船の一つで、船渡橋ができるまで活用された

ようです。 

	 「びん沼自然公園」は植樹された樹林帯と河

川のヨシ原とに分かれ、自然を体験できるよう

になっています。当日は「ギョギョシ、ギョギ

ョシ」とオオヨシキリの賑やかなさえずりの歓

迎を受け、姿も見ることができました。 

	 この地域は水辺と緑が調和した自然豊かな所

ですので足を運んでください。駐車場は完備さ

れていますが、自転車で行くと満喫できます。 

（菅野仲夫） 

 

魚類調査報活動告 自然環境部会

	 7 月 2 日（金）の午前 9 時より安比奈親水公

園内の最北部を入間川に沿った形で流れる湧水

掘りでの魚類調査を実施しました。この水路に

は、東京ゴルフクラブ内から湧出する湧水が注

いでいて、砂礫の多い流れになっています。 

	 今回の調査は、平成 22年度・県民参加生き物

モニタリング調査の第 3回目になりますが、昨

年冬場での調査と比べて多種多様な魚類が確認

されました。特に今回は、絶滅危惧種のシマド

ジョウ、希少種のクロメダカとナマズの幼魚が

確認されました。なお、調査には 9名の方が参

加いたしました。 

	 以下に調査状況と、確認された魚類について

報告します。（大辻晃夫）

 
魚類の捕獲と記録作業 

 
クロメダカのメス（希少種） 

 
ナマズの幼魚（希少種）

 
カマツカ（希少種） 

 
シマドジョウの幼魚（絶滅危惧種） 

 
カワムツのオス（上）とメス（下）

表	 確認された魚類等 
クロメダカ、シマドジョウ（幼魚）、ナマズ（幼魚）、カマツカ、カワムツ（オス、メス）、トウヨシノボリ、モツゴ、

フナ、コイ、ドジョウ、コクチバス（外来種）、スジエビ、アメリカザリガニ、カワニナ、オタマジャクシ（種不明）、

ハグロトンボヤゴ、シオカラトンボヤゴ、コヤマトンボヤゴ 
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「小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・サロン」第 2回開催報告 飯島希

	 7 月 8 日（木）に第 2 回「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

した。16名（大学生 6名、主婦 5名、男性 5名）

の参加者とともに、「生物多様性と私たちができ

ること」について語り合いました。 

 
	 テーマが難しいため、始めに 15分程、生活ク

ラブ生協の会員で、食の安全に詳しい名和雪子

さんに、「遺伝子組み換え食品が生物多様性を壊

す」という視点で話をしていただきました。 

	 その後、4テーブルに別れ、1、2ラウンド目

は、「生様性がなぜ問題視されているのか？」と

いう問いについて、3ラウンド目は、「生物多様

性を高めるために、あなたには何ができます

か？」という問いで話し合いをしました。 

	 最後の全体セッションでは、「気づいたこと」

をポストイットに複数書き、テーブルごとに模

造紙に貼り付け、それら模造紙を床に並べて全

員で見ながら意識共有を図りました。 

 
気づいたことを貼り付けた模造紙	 

	 テーブルごとに、「生物多様性」について気づ

いたことを書き出してもらったわけですが、ど

のテーブルも共通するキーワードがありました。 

 

◆黄色ポストイットを使用したテーブル 

・農業力 

・ミミズは生物多様性の根源だ！ 

◆緑色ポストイットを使用したテーブル 

・昔の農業 

・ミミズ 

◆桃色ポストイットを使用したテーブル 

・ミミズやミジンコを守る 

・農業の大切さを知った 

◆青色ポストイットを使用したテーブル 

・農業が多様性を豊かにする 

・ミミズなどの分解者を大切にする 

	 生物多様性について、それを身近に感じ理解

するときに、「ミミズが元気な農業」がイメージ

しやすく、しかもそれが行動のヒントにもなる

のではないでしょうか？ 

	 また、みなさんに１つずつ、明日から実行す

ることを発言してもらいました。 

・身の回りの生物多様性を知る 

・顔が見える人から食品を買う 

・買い物は意思表示 

・表面だけを見ない	 	 などが出ました。 

	 アンケートでは、話し合いの内容に大方満足

していましたが、全体セッションの時間が少な

いという意見もいただき、今後テーマや問い、

時間配分について改善していく必要があります。 

 第 3回ワールド・カフェ・サロン 

9月 9日（木）10:00~12:30（受付 9:40～） 

テーマ：川越の魅力ある街づくり 

    ～ハード（街並みや建築）編～ 

・・・企画当初よりテーマを変更しました 

会場：生活クラブ生協くらぶルーム 

参加人数：20名、参加費：300円（菓子代） 

申込：かわごえ環境ネット事務局（E-mail: ca

fe@kawagoekankyo.net（申込専用），Fax.049-2

25-9800）へ住所・氏名・連絡先（メールアド

レス/Fax）を明記の上、開催 3 日前までにお

申込みください。みなさんのご参加お待ちし

ております。 
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会員の活動報告

第 3回川越キャンパスエコツアー 東洋大学（環境コミュニケーションゼミ）

 
珍しいキタマゴダケを発見

 
キノコ探しに夢中になる参加者のみなさん

エコツアー終了後、参加者全員で懇親会を開催 

	 東洋大学では、総合情報学部「大学と地域と

の環境コミュニケーションゼミ」が主催する第

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」を 7月 12日に開催しま

した。季節を通してキャンパスの自然を観察し

たいという要望が多数ありましたので、冬（1

月）、春（4月）に続いて開催しました。梅雨の

ために雨天が心配されましたが、幸い薄日が差

すぐらいの観察に適した日和となりました。 

	 今回のエコツアーには、ゼミの活動の一環と

して、同ゼミの学生 20名と指導教員 4名、そし

て、地域の方々9名が参加しました。 

	 ゼミのエコツアー担当が作成した「エコツア

ーガイド夏版」を配布して、大越記念庭園の夏

の様子を観察しました。この時期は、たくさん

の種類のキノコが土からいろいろと顔を出して

いて、キタマゴダケという珍しいキノコも発見

しました。キノコの鮮やかな色や驚くぐらいの

大きさに関心を寄せながらの観察となりました。 

	 ツアー終了後は、学内にある食堂で懇親会を

開催しました。ゼミの趣旨である大学と地域と

の環境コミュニケーションが十分にできました。 

	 参加者のみなさま、長い時間お付き合いくだ

さりありがとうございました。次回は、11月ご

ろの紅葉の季節に開催できればと考えておりま

すので、今後もぜひご参加ください。また、こ

れまで川越キャンパスを訪れたことがない方も

ぜひご参加ください。     （小瀬博之）

 

◆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ています。会員であればいつでも 

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、ぜひ会員になって登録してください。 

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 

情報をお届けしています。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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「水と緑と伝統のまち川越 12回探訪・ついでにクリーン」第 4回目報告 
 クリーン&ハートフル川越

 
幹周り約 6mの「並木の大クス」 

 
市道 0040の左側は「大中居用水路」 

 
伊佐沼の岸でヘラブナの浮いた姿が 

 
「御成門排水路」と「伊佐沼用水路」（右） 

 
入間川と越辺川が合流、菅間堰が見える 

 
川床の陥没を防ぐためにテトラポットが 

	 7 月 17 日（土）、梅雨明けの晴れ渡った空の

下、9時に JR南古谷駅前に集合、まず県の天然

記念物指定になっている「並木の大クス」を見

ることにしました。川越税務署裏の住宅街にあ

り、根回りを保護するために周りに柵が設けら

れ、大事に見守られている様子が伺われました。

枝ぶりも見事で、巨樹の生命力を感じました。 

	 駅前に戻り、映画館などが入るプレイランド、

ヤオコーなどが入る大規模商業施設などの開発

状況を見て、問題点を地元の人から聞きました。

ついで、6月市議会でも質問が出た市道 0040線

を伊佐沼方面に、道端のごみ拾いをしながら歩

きました。大型トラックも走る幹線道路ですが

歩道がありません。左側は 1m 幅の用水路があ

り、右側は稲田に繋がっています。自転車でも

危険を感じる道路でした。平行して国道の都市

計画道路があるために整備が後回しになってい

るようで、至急対策の実現が望まれています。 

	 伊佐沼の近くの用水路に、農薬の白い濁りが

見られましたので、排水先の家に善処を求めま

した。びんが割れたのでと謝っておりましたが、

水質浄化の意識が今なお低いことに驚きました。 

	 伊佐沼では、ハスが盛りをすぎていましたが、

まだまだ鮮やかな花を咲かせていました。伊佐

沼の「水辺再生 100プラン」による 3カ年計画

の説明図を見ましたが、魚や鳥などの生物に対

する配慮が足りないのではと感じました。酸素

不足か、岸辺にヘラブナが浮いていました。 

	 農業ふれあいセンターで休憩した後、満々と

水をたたえて流れる伊佐沼用水路沿いに入間川

を目指して歩きました。平行して流れる、市の

「御成下水路」と言われる排水路が九十川に流

れ込んでいる状況は改善の余地があり、簡易浄

化施設の必要を痛感しました。 

	 菅間緑地に立ち寄りましたが、訪れる人もい

ないようで、自然観察の PR が必要であると感

じました。 

	 午後 2時近くに、入間川の堤防に着き、川べ

りにおりて菅間堰の実情を見ました。「頭首工」

と呼ばれる工法の堰で、荒川右岸用排水組合が

昭和 24年に設置しました。入間川と越辺川の合

流による豊かな水量で堰の下がえぐられ、テト

ラポットが多数設置されて侵食を防いでいまし

た。アユの遡上を助ける魚道設置が検討されて

いるようですが、見通しは立っていません。 

	 入間川右岸の堤防上を釘無橋まで歩きました

が、ヨシなどの緑がいっぱいで壮観でした。近

くの菅間給食センター隣接の市の管理地の隅に
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後半のコースで拾ったごみを置いて午後 2時半

解散しました。豊かな水の流れと、豊作を予想

させる田園の魅力を満喫しました。（武田侃蔵） 

流域・近隣市の環境活動・環境行政

南小畔川の「水辺再生 100プラン」現地視察

 
採取された魚の名前がずらり 

 
川越県土整備事務所職員の説明を聞く 

	 埼玉県で進めている「水辺再生 100プラン」

の川越市内の工事は、中心部の高沢橋上流から

宮下橋までの新河岸川の整備とともに、南小畔

川の河南橋付近の親水公園化が進められていま

す。堤防の傾斜を緩めたり、魚がすめるような

河道の修正や石積み護岸工事をしたりなど、子

供にも親しめる川への取組状況を見学しました。 

	 県の河川再生懇談会の委員であり、朝霞市の

黒目川再生で県土事務所とともに成果を上げた

小林一己さんの声掛けで、近隣市からとかわご

え環境ネット会員、地元の人ら 16人と、川越県

土整備事務所職員、工事関係者等が集まりまし

た。視察の前に投網等で採取した魚の種類も紹

介され、その種類の多さに南小畔川の将来に期

待がもたれました。 

	 図面を見ながらの説明とあわせ、堤防の植栽

や周辺地の景観保持など、8 月中の工事完成が

期待されました。そのあと近くの公会堂で情報

交換の懇談会を開き、市民主導の川作りに協力

し合うことで散会しました。  （武田侃蔵）

新河岸川広域景観づくり懇談会の全体会議

	 7月 10日、みずほ台コミュニティセンター会

議室で、新河岸川広域景観づくり懇談会の全体

会議が開かれました。かわごえ環境ネットをは

じめ、流域の各団体に個人会員、川越・朝霞の

県土整備事務所職員も加え 30人が参加、各地で

の取り組みを紹介し情報交換をしました。 

	 かわごえ環境ネットが城下橋付近での魚類調

査や水質調査など、各地の取り組みが新河岸川

サイクリングマップ上に紹介されるなど、マッ

プに活動情報を加えるアイデアが紹介されまし

た。さらに、11 月 16 日（火）に、上流の川越

市からと、下流の和光市から中間地点の志木市

に向けてサイクリングを実施することが決まり、

実行委員会を作って具体化することになりまし

た。 

（武田侃蔵）
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和光の緑に集う IV‐3つの活動地域‐ 
 NPO法人	 和光・緑と湧き水の会	 高橋勝緒・高橋絹世

	 当会の活動のフィールドとして前回の白子地

区に続いて、和光樹林公園と新倉ふれあいの森

について紹介します。 

和光樹林公園 

	 和光市内にある樹林公園は約 20 haに及ぶ県

営公園で、その整備や管理には和光市も携わっ

ています。芝生広場と樹林地の多目的広場があ

り、かつて、樹林地は草刈りや落ち葉の除去に

よって下草の少ない森でした。その一部を草や

低木の多い自然の生態系を取り戻す計画が認め

られ、密集した樹木の間伐の後、ドングリから

育てたコナラやクヌギなどの幼樹を植え、間伐

後に発芽、密生したタケニグサやアカメガシワ

などを一部除去しながら、植林した幼樹と共存

する「ドングリの森」づくりを進めました。多

層構造の森づくりを目指しています。 

	 約 8年後の今日では、これらの幼樹が 10mを

越すように育ち、実を結ぶようになりました（写

真 1）。約 50m 四方の森ですが、コナラやクヌ

ギとともに、自然に発芽成長したムラサキシキ

ブやハギ、クサギ、コブシ、コウゾ、クワ、ま

た、オトコエシやオトギリソウ、フユノハナワ

ラビ、フデリンドウなど多彩な草木が共存する

森になりました。周囲の機械的な草刈りが行わ

れる場所に比べ植生が豊かで、昆虫も多くなり、

小鳥の飛来も増えています。第二のドングリの

森づくりも進めています。 

	 この森を中心に、毎年初夏と秋に総合児童セ

ンターと共催で「昆虫探し森遊び」の観察会を

実施し、親子連れの参加者に大好評です。周囲

の森と比較し、「生物多様性」や生き物の共存す

る様子を体験してもらっています。ここで今年

の 6月にはCOP10開催記念観察会を開催するこ

とができました。 

新倉ふれあいの森 

	 和光市北部の武蔵野台地末端部に新倉ふれあ

いの森があります。約 2800m2 の斜面上部は竹

林、中央部は草地で、下部はシデやシラカシな

どの斜面林です。竹林内にはヤマブキソウやホ

ウチャクソウ、ウラシマソウなどの群落が見ら

れ、また中央部にはキンランやギンランなどが

散見され、下部の樹林内にはキツネノカミソリ

やウラシマソウなどがあり、野性味あふれる多

様な植物の宝庫です。 

	 2006年 4月に、埼玉県の市民管理協定制度（里

の山守制度）により、地権者と市と当会の三者

協定による保全と活用を進めています。貴重植

物の発見は楽しみですが、その保護のみならず、

周辺の生態系を維持する手入れを続けています。

竹林は密生を避ける必要があり、竹の間伐とと

もに、春には竹の子掘りをして密生を避け、ヤ

マブキソウなどの繁茂を助けています。春の竹

の子の採れる観察会は大好評で、生き物の大切

さを伝える観察会ともなっています（写真 2）。 

 
写真 1	 和光樹林公園での「ドングリの森」づくり 

 
写真 2	 新倉ふれあいの森における観察会 
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近隣市の環境行政	 所沢市 

「雨水くん」も置かれた省エネコーナー 
 

生ごみ減量に力を入れた展示品 資源化回収拠点の PRとリサイクル展示 

環境展示会で諸施策を PR	  

	 6 月の環境月間に合わせて、例年「環境展示

会」を市役所ホールで開いている所沢市では、

今年も 6月 21日から 25日まで開き、2,215人が

訪れました。地球温暖化対策、みどりの保全、

ごみ処理、リサイクルなど、市の諸施策を PR

し、見学者は昨年より約 50%も増えました。ま

た、23日に行った「みどりの基金」募金活動に

伴う苗木配布では、21,972円の浄財が集まりま

した。人気を集めたのは、雨水貯留槽「雨水く

ん」の横に置かれた「自動散水器」で、電気を

使わぬ省エネ型で、そのカラクリの説明を興味

深く聞いておりました。 

	 ユニークなのは、「温暖化防止活動奨励金」で、

雨水貯留槽、高効率給湯機、埼玉産の木材使用、

電気・ガス代などの節減活動など 7項目に小額

ですが奨励金を出しています。また、「おひさま

エネルギー利用促進事業補助金」制度で、川越

市と同じように住宅用太陽光発電設備に 1kwあ

たり 2万円、上限 7万円の補助を今年から始め

ました。 

	 生ごみ減量化・資源化推進奨励金制度では、

電気式コンポスター、EM容器のほか、「カラッ

トくん」のような通気式生ごみ容器や「くうた

くん」と言われる生ごみ処理機も対象とし、積

極的に紹介しています。 

	 また、携帯電話、CD、DVD、ビデオテープ、

単一素材プラスチックを、資源化の観点から市

役所をはじめとした拠点で回収しています。今

までの布類・陶磁器等、廃食用油等の拠点回収

に続き、地区の公民館等の拠点での資源化回収

の環を拡げています。     （武田侃蔵）

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 7月 23日に 8名の出席で第 5回理事会が開催

されました。 

	 本誌は、主に北公民館の印刷機を使わせてい

ただいて印刷していますが、今後、印刷枚数相

当のインク代を負担していくことになりました。 

	 主催者より、10 月 24 日に開催される「2010

アースデイ・イン・川越 立門前」、11 月 13 日

に開催される「第 10 回北公民館かんきょう祭

り」の後援依頼があり、承認されました。 

	 その他、10周年記念事業の報告、各部会から

の報告がありました。 

（小瀬博之）

社会環境部会

	 7月 14日（水）の部会には、川口市議会議員、

船橋理事も出席していただき出席者 11 名で行

いました。 

	 10周年記念事業「かわごえワールド・カフェ」

企画書（案）、県民参加生き物モニタリング調査

報告および月刊かわごえ環境ネットの編集効率

化案など原嶋代表から理事会審議の報告があり

ました。また、これから月刊かわごえ環境ネッ
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トを活用して意見交換を行い、社会部会の活性

化を図ることにしました。続いて、各グループ

の活動状況の報告がありました。 

1）地球温暖化対策グループ 

・エコドライブ講習会の日程11月14日を予定。 

・エコライフ DAYのアンケート用紙 2000部は

公民館関係に配布予定、会員への配布 200部、8

月中に第 1回目を回収。 

・配管内のスケール、シリカ、錆（赤水）の防

止、除去を目的とした電磁気装置について松岡

さんより説明がありました。それぞれが情報を

集めて検討を進め継続課題としました。 

・「クールアース・デーIN埼玉 2010」において

ドイツで生活されたことのある「沖幸子」さん

の「スマート・ライフのすすめ」と題して講演

の報告がありました。出席した宮澤さんから、

掃除は「エコ」の基本、収納スペースは「7 割

収納」が理想的などの説明がありました。 

2）環境保全･資源化推進グループ 

・「第 18 回生ごみリサイクル交流会 2010 生ご

みは宝だ！」に 3名が参加することにしました。 

・資源循環推進課との意見交換会を 9月より始

めることで日程調整することにしました。 

・小学生との野菜作り支援のボランティアを行

いました。 

・「県民 1万人参加動植物一斉調査」の調査用紙

を部会出席者に配布しました。 

3）まち美化活動グループ 

クリーン活動の今後の予定について 

・新河岸川の清掃活動（城下橋付近）9月、（不

老川～旭橋）11月を予定。 

・「景観サイクリングマップのルート」の散策を

11月予定。 

・「北公民館かんきょうまつり」のテーマは、「世

界につながる環境行動パート II」サブテーマ「食

と健康・子どもの食育」とし、開催日は 11月 1

3日（土）に決定しました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

 

 

自然環境部会

	 7 月 2 日（金）は、安比奈親水公園北側に流

れる湧水堀にて、県民参加生き物モニタリン

グ・魚類調査を行いました。詳しくは記事をご

覧ください。 

	 7月 4日（日）は、（仮称）川越市森林公園計

画地において、キノコの観察会を開催しました。

詳しくは、記事をご覧ください。 

	 7月 6日（火）は、川越の自然めぐりとして、

萱沼・びん沼の自然観察を行いました。 

	 7月 9日（金）は、川越市役所 7G会議室にて、

7月度・自然環境部会が 9名の参加で開催され、

活動状況の報告と今後の活動予定の確認などが

行われました。なお、8 月度の自然環境部会は

夏休みとすることが決まりました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫） 

 

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 7月 23日に 7名の出席で開催されました。 

	 2010年度チェックシート実施について、7月

に東洋大学総合情報学部の「エコデザイン論」

履修者 119名、砂中学校家庭教育学級（環境教

育学級）13名と福原中学校家庭教育学級（料理

講習会）17名での実施を確認しました。東洋大

学の結果は、平均点が 100点換算で 30.2点とな

り、2008年度の平均よりもかなり低いことが報

告されました。今後、10月以降のイベントでチ

ェックシートを実施します。 

	 2009 年度チェックシートの集計結果につい

ては、集計が間に合わず、「かわごえの環境（第

4号）」にて直接報告することになりました。そ

の他、同誌の執筆状況を確認しました。 
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	 その他、10の重点プロジェクトの推進につい

て、フリーディスカッションを行いました。 

	 次回の委員会開催は、3月になります。 

（小瀬博之） 

10周年事業実行委員会
	 7月 23日に 10名（事務局含む）の出席者で 1

0周年記念事業実行委員会を開催しました。 

	 事業収入について、補助金の申請状況の確認、

寄附金や協賛金の実施時期の検討、飲食の実費

負担についての確認を行いました。また、事業

支出について、出版費用、会場費（無料）、講師

謝金、飲食代、その他消耗品、機器などの確認

を行いました。 

	 これに関連する記念出版のスケジュール、フ

ォーラムの実施会場、タイムテーブル、講演や

ワールド・カフェの形式を検討しました。実施

会場は、東洋大学川越キャンパスの学生ホー

ル・食堂等で実施し、環境活動報告会はポスタ

ー形式で実施すること、ワールド・カフェは 10

0~150 名の参加を想定すること、夜に 10 周年

記念式典も兼ねた懇親会を開催することで、会

場と調整することにしました。 

	 講演とワールド・カフェの開催を 2011 年 2

月 19日（土）に東洋大学川越キャンパスで実施

することを第 1候補として具体的な準備を進め

ていくことにしました。 

	 ワールド・カフェ・サロンの第 2回までの実

施状況と課題を確認しました。 

（小瀬博之） 

 

おしらせ

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）

●社会環境部会（2010年 8月度） 

日時：8月 11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 9月 8日 

◆10周年記念出版編集会議（第 10回） 

日時：8月 19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 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：8月 24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） 

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。 

◆広報委員会（2010年 8月度） 

日時：8月 24日（火）13:30-14:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆10周年記念事業実行委員会（第 4回） 

日時：8月 24日（火）14:30-16:00 

場所：川越市役所東庁舎 2階教育委員会室 

次回は 9月 28日 

★「川越の自然めぐり」シリーズ「喜多院、中院、

富士見櫓周辺」 

日時：9月 8日（水）9:00-14:00 

場所：喜多院正門前（川越市小仙波町 1-20-1） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

	 社寺林の植生を観察（6月 23日の実施が雨で

したので延期になりました。） 

★小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・サ

ロン（第 3回） 

日時：9月 9日（木）10:00-12:30 

場所：生活クラブ生協 くらぶルーム川越 

（川越市東田町 5-12） 

テーマは「川越の魅力ある街づくり～ハード（街

並みや建築）編～」、申込は開催 3日前までに本

会事務局へ（詳細は 5ページ）。次回は 10月 14

日（木）。 
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●自然環境部会（2010年 9月度） 

日時：9月 10日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

	 8月の部会は休会となりました。 

◆理事会（2010年度第 6回） 

日時：9月 28日（火）9:00-10:30 

場所：川越市役所 7階 7C会議室 

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 

◆8月 21日（土）16:00からの作業 

里芋畑の草抜き 

◆9月 11日（土）10:00からの作業 

ブロッコリー、キャベツの収穫 

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） 

●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） 

◆8月 3日（火）・19日（木） 

◆9月 7日（火）・16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） 

◆8月 8日（日）・9月 12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） 

◆8月 28日（土）・9月 25日（土） 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から本川越駅ま

で。ペペ地下のごみ収集所で分別、解散。 

4. 水と緑と伝統のまち川越 12回探訪・ついでに

クリーン（第 5回） 

◆8月 21日（土）9:00-15:00 

	 9:00東武東上線新河岸駅改札前集合。高階市

民センターから川越初雁高校、（仮称）川越市森

林公園予定地内、福原公民館、不老川周辺、明

見院、川越少年刑務所、久保川等、雑木林を中

心に、川越南西部地区。15:00 南大塚駅解散予

定。保険加入のために 8月 18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。 

●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 

	 参加費 200円。昼食、観察用具、雨具持参。

雨天決行。 

◆8月 28日（土）夕暮れ観察。公園と当会共催 

	 入園料は団体扱いで 280円。南入口集合。開

始 16:00、終了 19:00過ぎに解散予定。夕食、観

察用具、雨具持参。雨天決行。 

	 8月は、「夜の鳴く虫観察会」です。今年は開

始時間が早くなりました。暗くなる前にヤブキ

リやコオロギ、カマキリなどの昆虫を探しまし

ょう。ふれあい広場でクツワムシの鳴き声を楽

しみます。お弁当をお持ちください。講師 

は、内田さん、大塚さん、和田さんです。 

	 事前申し込み：国営武蔵丘陵森林公園	 公園

管理センター	 Tel.0493-57-2111 

◆9月 6日（月）・9月 12日（日）当会主催 

	 公園南口休憩所前 10:20ごろ集合、終了は 15:

月 日 活動内容 
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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00ごろ。参加費 200円、入園料 400円。 

昼食、観察用具、雨具持参、雨天決行 

	 ナンバンギセルの花や昆虫の観察をします。

植物の解説は太田先生です。 

●川越市（環境政策課） 

問い合わせ：環境政策課（Tel.049-224-5866） 

☞協働委託事業「かわごえエコツアー」 

◆9月 22日（水）9:00-16:00（雨天決行） 

集合：9:00川越駅西口暫定自由広場	  

費用：100円 

定員：25人（先着） 

申込：9月 1日（水）午前 9時から環境政策課 

	 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する「かわごえエコツア

ー」を昨年度に引き続き実施します。今年度は、

市の協働委託事業として、かわごえ環境ネット

会員である「生活クラブ生協川越支部」に事業

を委託して実施します。ぜひご参加ください。 

●(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） 

◆8月 8日（日） 

	 ハスの花が盛りです。今年生まれたカイツブ

リは大きくなり、自分で餌の小魚を捕るように

なりました。カルガモは 10羽ほどのヒナ連れで、

数家族見られます。まもなく飛び立つ、親と同

じくらいの大きさに育った家族や、なかには生

まれたての家族もいます。 

	 サギもシラサギの仲間三種のほか、あわせて

5 種類くらい観察できます。夏休みです。お子

さま連れでご参加ください。 

◆9月 12日（日） 

	 まだまだ暑い毎日ですが、鳥の世界では秋で

す。シギやチドリ、サギが渡っていきます。伊

佐沼は、その鳥たちが旅の途中で休んだり、餌

を捕ったりする中継地の役目をしています。こ

の時期だけの鳥に出会えるかもしれません。

会員からの一言コーナー
●会員ブログの記事一覧（7/17~7/31） 

2010.07.17: 第 3回川越キャンパスエコツアーを 7月 1
2日に開催しました 
2010.07.26: 雑木林のカブトムシ 
2010.07.29: 珍しい蝶の情報を集めましょう。 
2010.07.31: タマムシ発見 

●編集担当から 

	 7月 17日のブログについては、本誌 6ページ

で紹介しました。7月 26日以降の記事は、新た

に個人会員の過様から投稿いただきました。今

福の雑木林付近の新しい情報が投稿されていま

すので、ぜひご覧ください。 

	 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/member/）

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 9 月号（No.047，8 月下旬~9 月上旬発

行予定）の掲載原稿は、8月 13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。 
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広報委員会からのおしらせ
●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。この冊子を公民館等で手

に取られた方で入会されていない方は、ぜひこ

の機会にご入会ください。 

	 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。 

 
●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。 

●編集後記	 ★記事数の多さと業務のスケジュ

ールの合間を縫って作業しているものですから、

本誌の発行がかなり遅れて申しわけございませ

ん。最新の情報を迅速にお伝えすることが広報

委員会の使命でありますが、限られた人数で行

っているものですので、時間を費やしてしまう

状況です。それでも、毎月の発行を約 4年続け

てきて、紙面の充実度は目を見張るものがあり

ます。本会の報告をはじめ、他団体からの投稿

も増えており、かわごえ環境ネットのネットワ

ーク組織としての役割を十分に果たしています。 

	 今月号からは個人会員訪問がスタートしまし

た。最近私は、お会いする方がどうして環境活

動をするようになったのか、そのきっかけを詳

しく知りたいと思っていましたので、今回の連

載をとても楽しみにしています。みなさまがた

もぜひ取材にご協力ください。（こせ） 

★川越市では、来年度から始まる第三次川越市

総合計画の後期実施計画について、審議会で検

討が進められています。また、７月２４日の「公

開事業点検」では、「環境マネジメントシステム」

についての点検がありました。環境に関する市

民の関心は高まりましたが、財政的な制約も多

く、経費もかけられない難しい時代になったよ

うです。環境の破壊はあっと言う間に進みます

が、その回復には何十倍の努力が必要になりま

す。的確な予見と啓発が求められています。 

我々かわごえ環境ネットの市民啓発への期待は

一層高まっていくようです。(KT) 

★今年の梅雨の終わりごろの集中豪雨禍の報道

に心を痛めましたが、梅雨明けからの猛暑続き

は、例年に無く厳しいようであります。特に川

越周辺では、野菜農家が悲鳴を上げるほどの干

天が続いています。何年か前に涸れた龍池弁財

天などの湧水はどうなりましょうか。雨水浸透

に本腰を入れないと、「水とみどりのまち川越」

の名がすたれます。課題は山積です。(TK) 
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イベントカレンダー（8月 6日~10月 2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。 

6 
◎18:30星空
観察の集い 

7 

8/8 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

9 
 

10 
○24日に変更
（仮称）川越市

森林公園計画地

植物調査 

11 
●15:00社会
環境部会 

12 13 
○本誌 9月号
原稿投稿締切 
○自然環境部

会は休会です 

14 
 

8/15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

20 21 
◎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 
◎16:00おい
しく・楽しく

農業体験 
8/22 
 

23 
 

24 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 
◆13:30広報
委員会 
◆14:30 10周
年記念事業実

行委員会 

25 
 

26 27 28 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎16:00武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

8/29 
 

30 
 

31 
 

9/1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

9/5 
 

6 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

7 
◎13:30まち
美化啓発運動 

8 
★9:00川越の
自然めぐり 
●15:00社会
環境部会 

9 
★10:00ワー
ルド・カフ

ェ・サロン 

10 
●15:00自然
環境部会 
○本誌 10月号
原稿投稿締切 

11 
◎10:00おい
しく・楽しく

農業体験 

9/12 
◎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

かんさつ会 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
◎13:30まち
美化啓発運動 

17 
 

18 
◎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 

9/19 
 

20 
 

21 
 

22 
◎9:00かわご
えエコツアー 

23 24 25 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/26 
 

27 
 

28 
◆9:00理事会 
◆10:30 10周
年記念事業実

行委員会 

29 
 

30 
 

10/1 
 

2 
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