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生物多様性の意義と大切さがわかる 10月に 

	 昨年 10月号の巻頭言で、「生物の大切

さを知り、生物多様性の保全活動を進め

よう」と、みなさんに呼び掛けました。

そして、いよいよ今年の 10月は、COP10

の話題で盛り上がる、記念すべき年にな

るでしょう。はじめは何のことだか分か

らない難しい内容でしたが、会議が終わるころには国民の大多数が「ああ、

こんなことだったのだ」「こうすればよいのだ」と生物多様性の意義と重要

性が分かってくるのではないかと期待しています。そして、このような結

果になるように、新聞もテレビも、分かりやすい、報道で盛り上げて欲し

いと願うのは私ばかりではありません。 

	 COP10 は、多様な生き物が支えあう地球環境。その保全と利用について

話し合う生物多様性条約第 10回締約国会議の略称です。今回は日本が議長

国で、会場となる名古屋には、世界の 100以上の国から 8,000人を超す人々

が集まり討議します。まず、11日からの 1週間は予備会議、18日からは閣

僚級の要人も参加しての本会議になります。おそらく、医薬品や食料に利

用される動植物や微生物の生み出す利益の還元を途上国と先進国でどう配

分するかのルール作りが最大の焦点となり、これを「議定書」として採択

できるかどうかが、日本の力量のみせどころになるでしょう。22 日に終わ

った後も、25日からの 3日間は、埼玉県も加わって都道府県の取り組みが

討議されます。この会議が我々にとって

最も有意義ものとなりましょう。 

	 今、日本の自然は減り続けています。

都市開発や、外来種のはびこりなどによ

り生き物たちの生息地は減少や消滅し、

生物の多様性は劣化の一途をたどってい

るといえるでしょう。本来の生き物をどう保護し、復活させるか。生物多

様性とは、国を挙げて取り組むべき課題であります。 

	 私たち、かわごえ環境ネットが進めてきている、川越市内に生息する生

き物調査活動結果は、この課題の一端に必ずつながるものと確信していま

す。 かわごえ環境ネット理事	 自然環境部会代表	 大辻晃夫 

新河岸川の魚類調査 

入間川河川敷での植物調査 
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かわごえ環境ネットの活動報告

川越の自然めぐり第 8回	 「社寺林―喜多院・中院・富士見櫓」 自然環境部会

	 この企画は当初 6月 23日だったのですが、当

日雨で 9月 8日（水）に延期されていました。

ところが、今夏、連日の猛暑続きの中でこの日

だけが台風がらみの雨の日になりました。それ

でも 10名の参加者があり、「今日は涼しくてい

い!」などと言いながらウォッチングをして廻り

ました。 

	 喜多院・中院はいわずと知れた川越の名所で

す。今回は歴史的・文化的な側面はさておき、

植生という観点からみていきましたが、やはり

由緒ある場所だけに庭園風な色合いが濃く「鎮

守の森」という雰囲気には遠いようでした。 

	 「川越樹の会」の畠山さんの案内で、先ず五

百羅漢の横手にある、沙羅双樹をみましたが実

はこれはハクウンボクなのだそうです。沙羅双

樹は熱帯性の樹木なので日本では育たないので

す（小石川植物園の温室の中にあるとか。ナツ

ツバキのことを沙羅双樹ということが多い）。 

	 また、菩提樹という名札のかかった木もあり

ますが、これもお釈迦様の菩提樹とは違います。

日本にあるのは中国由来でシナノキ科のボダイ

ジュ、お釈迦様が悟りをひらいたのはインドボ

ダイジュでクワ科です。沙羅双樹も菩提樹も寺

院にはよく植えられていますが、いずれも似て

非なるもののようです。 

	 喜多院にはシラカシ、アラカシ、アカガシ、

スダジイ、タブノキ、サカキなど照葉樹も多く

あります。なかでもアカガシは川越全域をみて

も珍しいそうです。 

	 中院にはモクゲンジ、ウケザキオオヤマレン

ゲ、タラヨウ、ジュウガツザクラなど珍しい樹

があります。喜多院、中院で幹周り 200cm以上

の樹木は 111本、300cm以上の巨木は 39本で、

樹木からも歴史が感じられます。 

	 次いで富士見櫓周辺に移動しました。ケンポ

ナシ、ハルニレなど川越ではほとんど見かけな

い樹もあります。富士見櫓跡地には大きなクス

ノキ（幹周り 464cm）など、見ごたえがありま

した。歴史散歩のついでに樹木にもご注目くだ

さい。 

 

	 今回のデータは「川越樹の会」の資料に拠

りました。この会は 10年間に亘って川越の樹

木の種類・本数・幹周りなどを調査した結果

を冊子「川越の樹木と樹林」（2009 年）にま

とめています。この冊子は非売品なので図書

館、公民館に寄贈してあるのをご覧ください。 

（賀登環）

 
アカガシの大木の前で 

 
信綱公お手植えとされるエドヒガン

（川越で最大） 

 
モクゲンジ	 種子ができている

 

◆会員のみなさまからの記事投稿を随時募集しています 

	 毎月第 2 金曜日が原稿の締切で、次月の本誌に掲載します。文章・写真ともに電子データで

いただけると助かります。送り先及び問い合わせは、かわごえ環境ネット事務局まで。 
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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 3回開催報告 飯島希

	 9 月 9 日（木）に第 3 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。12名（大学生 5名、主婦 3名、男性 4名）

の参加者とともに、「川越の魅力ある街づくり～

ハード（町並み・建築）編～」について語り合

いました。 

 
ワールド・カフェが始まる前に、街づくりの海外事例

を紹介する村上さん（かわごえ環境ネット理事）  

	 はじめに 20分ほど、かわごえ環境ネット理事

の村上正明さんに、街づくりに成功したフラン

スの事例紹介をしていただきました。その後、4

テーブルに別れ、ラウンド毎に異なる問を設定

し、3ラウンド話し合いをしました。 

	 最後の全体セッションでは、1人 1人に、「理

想とする川越の町並み」を発言してもらい、同

時に、そのビジョンを実現するためにどうした

らいいかも話してもらいました。 

◆「理想とする川越の町並み」とは 

①観光と住宅の住み分け出来ている町並み 

→そのためには、強いリーダーシップをもった

市長が必要。 

②地元の人の歩いている姿が多く見られる街 

→そのためには、観光区域と住民が住む区域と

が住み分けられるようなメリハリをつける。 

③生活のためのわかりやすいバス 

→そのためには、コース別に色分けしたバスを

走らせ、視覚的にわかりやすくする。 

④人も車も安心して使える道の整備 

→そのためには、車は地下を通らせ、地上は歩

道と自転車道。 

⑤渋滞を緩和する道を作る 

→そのためには、車の通行量を規制したり、バ

スの専用道をつくったりする。 

⑥街角に屋根つきベンチをつくる 

→そのためには、パーキングを緑のコーナーに

し、バス停にベンチを置く。 

⑦緑あふれる町並み 

→そのためには、蔵造り通りを、針葉樹の並木

道にする。 

⑧長い時間でも居られる場所を増やす 

→そのためには、喜多院の庭など、公共の施設

を無料開放する。 

⑨住民が集える大きな公園 

→駒沢公園のような住民目線で作られた大きな

公園をつくる。公園管理はシルバー人材センタ

ーや、地元住民が参加して行う。 

⑩新河岸川を観光スポット化する 

→そのためには、ニシキゴイがいたり（場所限

定）、鮎の塩焼きが食べられたり、蛍が舞う。そ

の前にまずは川をきれいにする。 

⑪大きい川越 

→街づくりに関する、検討委員会や実行委員会

などを設立して、住民同士が話し合う場をつく

り、もっと長期的なプランで街を作っていく。 

 

	 ①、②は、住民重視の街づくりについて、③

～⑤は、交通について、⑥、⑦は緑化、⑧、⑨

は人々が憩う場、⑩は観光についての意見がで

ました。そして、それらの街を作るには⑪のよ

うな姿勢と、強いリーダーシップが必要である

ことを、参加者全員が共有し、ワールド・カフ

ェを終了しました。なお、これらをまとめ、市

長宛の市民意見箱に提出しました。 

第 4 回は、10 月 14 日（木）10:00～12:30 に

「川越の魅力ある街づくり～ソフト（コミュ

ニティ）編～」のテーマで開催します。申込

は 10月 11日（月）まで。ぜひご参加くださ

い。詳しくは、「おしらせ」をご覧ください。 
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「ごみ問題」第 1回勉強会 社会環境部会

	 社会環境部会（原嶋昇治代表）では、9 月か

ら毎月第 2火曜日の午前中、ごみ問題について

の勉強会を開くことになり、その第 1回目が 14

日に、つばさ館 2階の活動交流室で開かれまし

た。	 最初に原嶋代表から、かわごえ環境ネッ

ト社会環境部会の活動状況の説明があり、ごみ

問題に関連した「環境保全・資源化推進」と「ま

ち美化活動の啓発」について、行政と市民の協

働の方向を探る目的が提示されました。 

	 まち美化グループから、緊急の課題として、

ごみ出しルールが守られないために、毎日ごみ

が放置されている、川越駅東口の 2箇所の例が

対象となりました。地元の自治会長、環境推進

員が、周辺地域を回って啓発しているが、全然

改善されない例が報告されました。収集管理課

では、毎日の収集もれの苦情電話に忙殺され、

抜本的な対策を提示できない状況でした。深夜

営業の飲食店や駅へ行く人などが無造作に置い

てゆくケースが多いとの話ですが、監視して実

際に摘発したケースでないだけに、噂の域を出

ていません。張り込みが難しければ監視カメラ

の設置ができないかなどが話題になりました。

市長がマイクを持って地域を回って啓発するの

が一番効果的だとの意見も出されました。「品格

あるまち」への挑戦の第一歩は、なかなか決め

手が見つかりませんでした。次回は、生ごみを

少なくする他市の取り組みを材料に、10 月 12

日に第 2回目の勉強会を開きます。（武田侃蔵） 

◆「生ゴミは宝だ」第 18回生ごみリサイクル交流会への参加報告 社会環境部会

	 8月 23日、早稲田大学国際会議場で開かれた

第 18回の「生ごみリサイクル交流会 2010」に、

かわごえ環境ネットから 3人、市の資源循環推

進課から 1人が参加、全国から、行政、市民団

体、事業者など 500人を超す人が集まりました。 

 
生ごみを大地に戻して豊かな土を創る循環型の「持続可能

社会」の建設をめざそうとの、瀬戸理事長のあいさつ 

	 主催者の NPO法人有機農産物普及・堆肥化促

進協会の瀬戸理事長のあいさつで始まりました。 

	 午前の全体会は、「台所と農業をつなぐ生ごみ

堆肥…土はいのちのみなもと」と題して山形県

長井市レインボープラン協議会の菅野委員、つ

いで、「生ごみがお花になって還ってきた…農地

のない都会の挑戦」のテーマで戸田市環境クリ

ーン室の吉田副主幹、「土の元気は野菜の元気、

人の元気…生命はつながっている」の題で佐世

保市の NPO 法人大地といのちの会の吉田理事

長らから、それぞれの活動例が報告されました。 

	 いずれのところも、市民と行政と事業者の連

携が、「ごみは宝だ」の信念を接着剤にして動い

ている姿が見られました。ついでパネルデスカ

ッションと参会者との質疑応答がありましたが、

市民団体の熱意だけでは普及しない例などがあ

げられ、生ごみリサイクルの規模拡大の難しさ

が浮きぼりになりました。（全体報告・武田侃蔵） 

	 午後は、各分科会に分かれて参加しました。 

	 第 1分科会は「生ごみは燃やさない!農業利用

できる良質堆肥」のテーマで、東京都小金井市

ごみ対策課の中福主査が「農作物の地域循環が

回りだす」の題で発表がありました。焼却炉の

停止でごみの 10%削減への取り組みをめざして、

生ごみの堆肥化への施策が披露されました。都

会なので悪臭対策として乾燥処理機の奨励は、

エネルギー消費の面から、エコに逆行するので

はと思いました。ついで、山梨県身延町の峡南

衛生組合食品廃棄物処理係の日向リーダーが、
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「ゼロエミッションをめざして…上質な生ごみ

堆肥」のテーマで宿坊や旅館から出る生ごみ回

収に工夫をこらして堆肥化に取り組んでいる姿

が報告されました。      （浜尾春子） 

	 第 2分科会は「消費者と農家の信頼でおいし

い野菜づくり」のテーマで、群馬県の伊勢崎農

業研究会の松村さんが「夢は生ごみを利用して

日本一の玉ねぎづくり」を、八王子市の生ごみ

資源化を考える会代表の土方さんから「農家と

の信頼関係を築くことを重点に」と題してそれ

ぞれの工夫が発表されました。生ごみ堆肥を利

用する農家が増えるためには、有機野菜の販路

確保が必要で、市民団体がそのつなぎ役となる

取り組みが参考になりました。 （原嶋昇治） 

	 第 3分科会は「キーワードは健康と環境…生

ごみの堆肥化、おいしい食の提供」のテーマで、

秩父市のナチュラルファームシティ農園ホテル

の「無農薬・無化学肥料の野菜を食事に提供」

と、鳥取県三朝温泉観光協会の「温泉活性化、

生ごみ堆肥化へ、農業利用は間近か」の 2例が

発表されました。 

	 第 4分科会は「都会の生ごみ	 どうする…継

続のポイントは」のテーマで、相模原市の資源

循環推進課の奈良主幹から「有機性資源活用事

業補助金制度がスタート」、仙台市生ごみリサイ

クルネットワークの徳田代表幹事が「行政と協

働、多彩なメニューでリサイクル推進」の発表

がありました。両市とも政令市で人口も多く、

手間のかかる生ごみ処理にどう向き合うかが問

われています。        （武田侃蔵） 

 

会員の活動報告

「水と緑と伝統のまち川越 12回探訪・ついでにクリーン」6回目報告 
 クリーン&ハートフル川越

	 9 月 18 日(土)、残暑なお厳しい日でした。9

時に東上線霞ヶ関駅改札口に集合、6 人で出発

しました。駅の北側は駅前広場ができてきれい

になりましたが、南口は区画整理が進まず、ご

みごみしていました。踏切のあたりまで、たば

この吸殻も多く見られました。 

	 駅の横を通っている県道川越越生線は、拡幅

の計画が決まりましたが、歩行者に優しい道路

に早く拡がってほしいと思いました。しかし道

路際にある小山のような御嶽神社はどうなるの

か気になりました。御嶽講の古くからの信仰を

集めた年月の重みを感じさせるものでした。 

	 ついで、三芳野天満宮と法城寺を訪ね、河越

発祥の地ではないかと思われる来歴の一端を聞

きました。幼稚園も含んだ寺域の広さは川越一

ではないかと推測しました。隣の地元素封家の

裏へと続いた立派な屋敷林は、ぜひ残したい威

容を誇っていました。 

	 JR 川越線を渡ってすぐ左に八坂神社があり

ます。鯨井や笠幡にも八坂神社がありますが、

この地域と京の都とのつながりを感じさせまし

た。ついで線路沿いに東の方に歩きますと、す

っかり新興住宅地になった家の間に、富士講名

残の浅間神社の小山がありました。市の広報課

で作った地図には載っていますが、文化財課の

地図には載っていません。一方、近くの「牛塚

古墳」は、文化財課の地図には大きく載ってい

ますが、広報課の地図には載っていません。線

路北側の「牛塚公園」が載っていますが、南側

の「古墳」は載っていません。市指定の文化財

ですから統一する必要があろうかと思います。 

	 その「牛塚古墳」ですが、近くに案内板はな

く、知らない人はごみの山と錯覚するのではと

危ぶまれました。入り口も駐車場の横の細い道

で標識もありません。塚の上の表示板も 30年を

経てかすれてよく読めませんでした。地元の学

校の郷土史研究とあわせた総合学習で歴史を大

事にする心を育ててほしいと痛感しました。 
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	 東京国際大学第 2キャンパス裏から霞ヶ関東

小学校横を通り、さわやか活動館で集めたごみ

を分別し、預かってもらいました。 

	 ついで、入間川左岸の堤防上を安比奈親水公

園へ向かいました。関越道は大渋滞でのろのろ

運転でした。一方、サイクリング道路を滑走す

る多くの人が見られました。二日前の雨で川べ

りの木や草も生き生きとしていました。関越道

を越すと、川の管理は、国の荒川上流河川事務

所から埼玉県の川越県土整備事務所になります。 

堤防も低くて昔の風景が随所に残っていました。 

	 安比奈親水公園は、休日にも関わらず賑わい

は見られませんでした。ポピーやコスモスが咲

き出した花壇や芝生の緑も美しく、市民の憩い

の場所として集える工夫が必要だと感じました。 

	 ついで、笠幡団地の中を通り、秀明学園裏か

ら霞ヶ関カントリークラブの横を笠幡の方へ向

かいました。途中、自然護岸にした霞湧水堀等

も観察しました。南小畔川の河南橋の「埼玉県

水辺再生 100プラン」の工事も完成、面目を一

新しました。橋の下の遊歩道や堤防の芝生など、

今後は市民参加の管理が求められています。 

	 最後に、近くの白髭神社に回り、昨年市の文

化財に指定された安政 2年製作の江戸彫りの神

殿を、覆い屋の外から拝観しました。広い境内

の周りの木が切られ、昔の鎮守の森の面影が薄

れたのは残念でした。集めたごみは同行の人が

預かり、15時無事散会しました。（武田侃蔵） 

 
御嶽山の石がある御嶽神社 

 
法城寺の門前に馬頭観音の列 

 
歴史的な文化財？牛塚古墳

 
八瀬大橋手前の堤防に 8株の木 

 
笠幡団地の中にある珍しい銀杏 

 
河南橋の下も遊歩道で歩ける

流域・近隣市の環境活動・環境行政

川の生き物調査を小学生と 原嶋昇治

	 昨年同様、夏休みにあわせて川の生きもの調

査を行いました。8月 1日（日）、7日（土）、1

0日（火）、20日（金）の 4日にわたり、南小畔

川河南橋上流、北小畔川の下田橋下流、小畔川

の御伊勢塚公園上流、安比奈親水公園の入間川

への流入河川の 4 か所で調査しました。4 日間

で 34人、小学生が 25人参加しました。 

	 結果は、ヒラタドロムシ、スジエビ、カワニ

ナ、ヤマトシジミ等、少しきたない水にすむ生

き物が多く見られました。子供らは、カメやナ

マズなどの魚に興味が向かってしまいますが、

川の生態や虫の観察にも興味が持てればと思い

ました。この調査は、環境省が昭和 29年から行

っていますが、今後どう取り組むか検討すべき

ときになったようです。 
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南小畔川の「水辺再生 100プラン」完成
	 埼玉県で進めている「水辺再生 100プラン」

の南小畔川の河南橋付近の親水公園化の工事が

終了し、地元での完成披露が 10月 30日（土）

に行われる予定で調整が進められています。今

後、芝生の整備やごみ拾いなどに、幅広い市民

の参加が期待されています。  （武田侃蔵） 

3県土整備事務所の「水辺再生 100プラン」検証交流会を 11月 6日（土）に開催
	 朝霞、川越、飯能の 3県土整備事務所所管の

工事予定説明と、川に関わる市民団体との交流

会が、11月 6日（土）朝霞市のリサイクルプラ

ザで、埼玉県総合治水事務所の主催で開かれま

す。来年度の工事予定の説明とともに、県の「水

辺再生 100プラン」の評価を市民団体側から発

表する始めての試みが行われます。また、後半

は、今後の川の管理に関しての市民団体との協

働のあり方等を討議する予定で、川をめぐる市

民の役割が大きくなってきました。（武田侃蔵）

「新河岸川の景観探訪サイクリング」を 11月 16日（火）に実施
	 新河岸川広域景観プロジェクトの一環として、

新河岸川の景観をサイクリングで体験するイベ

ントが、11 月 16 日（火）に行われます。事務

局の埼玉県田園都市づくり課のほうで近く募集

を始めますが、川越市から和光市までの流域で、

約 100人の参加を予定しています。川越地区で

は、仙波河岸史跡公園から富士見市までの約 12

キロを走り、下流からの参加者との交流で、新

河岸川の魅力再発見を図ります。 

（武田侃蔵）

11月 20日に「低炭素まちづくりフォーラム」をさいたま市で開催
	 「環境まちづくりフォーラム・埼玉」の発展

的イベントとして、「冷やせ彩の国コンテスト」

の発表などとあわせて、「低炭素まちづくりフォ

ーラム」が 11月 20日（土）にソニックシティ

ーを会場にして、県下の各方面の市民団体の参

加で開催されます。西部地区は「代替エネルギ

ー」への取り組みを担当、川越市の太陽光発電

補助事業等を中心に、行政のかかわりをまとめ

る方向で準備を進めています。 

（武田侃蔵）  

ふじみ野市の市民団体との協働で新河岸川の清掃を 11月 27日（土）に実施
	 新河岸川の川崎橋をはさんで、ふじみ野市の

「新河岸川をきれいにする会」の清掃活動に合

わせて、川越市側でも旭橋を中心に上流部分の

清掃を同時に行うことになりました。新扇橋下

流付近には水辺サポーターの標識がありますし、

新河岸地区の環境団体とも連携して、両市の市

民団体共同で新河岸川の環境美化を盛り上げま

す。川越側はクリーン＆ハートフル川越が担当

して各方面に呼びかける予定です。 

（武田侃蔵）  

近隣市の環境行政	 鶴ヶ島市

	 昨年の 12月 13日にエコ鶴市民の会と共催で

「生ごみリサイクルフォーラム」を開催し、市

民と連携した取り組みを続けています。今後、

生ごみの資源化に向け、各家庭から排出されて

いる生ごみの発生状況の実態把握などについて、

調査・研究を進めて行く予定です。 

つるがしま緑のカーテン市民実行委員会が行

う「第 1回つるがしま緑のカーテンコンテスト」

に協力し、緑のカーテンの普及啓発を図ります。

個人・団体から募集し、11月 1日の締め切りで



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 10月号	 No.048 

- 8 - 

12月に表彰式を行う予定です。鶴ヶ島市にある

埼玉県農業大学校が 2013年に移転します。この

跡地の利用について、エコ鶴市民の会（高木会

長）の主催により「環境誰でも自由討論会」が

9月 12日(日)に鶴ヶ島市役所で開催され、約 70

人の市民が集まりました。自然保護のグループ

から農業関係、商工関係者も集まり、幅広い観

点から意見を出し合い、さらに検討することを

決めました。 

（武田侃蔵）

川越市からのおしらせ 
市民環境調査「川越の樹めぐり」 環境政策課 
	 川越市内の巨樹・古木・名木をバスで訪れる

市民環境調査を行います。講師からの説明を受

け、長い時代を生きてきた樹木の偉大さを感じ、

併せて緑の大切さを学びます。 

日時：10月 28日（木）9:00-15:30 

費用：無料（お弁当持参） 

対象：市内在住の方 

定員：先着 30名 

申込：電話で環境政策課（049-224-5866）へ 

※現在キャンセル待ちとなっています。 

川越市環境展 inさんぱく 環境政策課 
	 10月 30日（土）31日（日）の 2日間にわた

り実施される‘10 川越産業博覧会の中で、「川

越市環境展 inさんぱく」を開催します。会場は

共同組合川越バンテアン 1 階です。8 団体が出

展し、環境に配慮した製品や取組を紹介します。

各ブースでは環境配慮製品や省エネなどについ

ての相談に対応します。また、記念品を配布す

るブースもあります。時間は両日午前 9時から

午後 4時までです。みなさまのご来場をお待ち

しております。

エコドライブ教習会への参加者募集 環境政策課 
	 地球にも財布にもやさしい、その上安全運転

にもつながる「エコドライブ」の教習会を開催

します。 

主催：かわごえ環境ネット、川越市 

内容：講義、実車走行 

※教習車（AT車）は主催者が用意します。 

日時： 11月 14日（日）12:00-16:30 

会場：農業ふれあいセンター（川越市伊佐沼 88

7）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（AT限定可） 

定員：先着 15名 

参加費：無料 

申込：電話で環境政策課（049-224-5866）へ

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 9月 28日（火）9:00-10:30に開催されました。

冒頭において、元理事の中口毅博さんをお招き

して、2010 アースデイ・イン・川越 立門前に

おけるエコマネー（地域通貨）の導入について

説明を受けました。今年度のエコマネーの適用

拡大と恒久的に導入する際の課題について話し

合いました。 

	 10 周年記念事業について、10 月号に 2 月 19

日に開催される第 9回かわごえ環境フォーラム

「環境活動報告会」の投稿募集案内を送ること

について了承しました。記念出版の補助金申請

については、結果が出ていないとの報告があり

ました。 

	 9月 28日現在の会員動向について報告があり
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ました。会員数は、個人 101、民間団体 33、事

業者 31、行政 1の計 166会員となりました。 

（理事長	 小瀬博之） 

 

社会環境部会

	 9 月 8 日（水）の部会は、台風の予報のなか

久しぶりの初参加の方があり出席者 9名でした。 

	 月刊かわごえ環境ネットを活用して意見交換

は、巻頭言の「子ども達と団粒構造の土」、につ

いて話し合いをしました。また、「虫の観察会」

の報告では、昆虫の種類が 50種近く観察された

ことに驚きを感じたが、水場のない悲しさ水生

昆虫の生息できる環境を望むとの話がありまし

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 

・みどりの再生活動について、レモン、甘夏育

成が順調に進められているとの渡辺さんから報

告がありました。配布方法は、今後検討するこ

とにしました。 

・エコライフ DAY のチェックシートの集計作

業を北公民館で行うことしました。 

2）環境保全･資源化推進グループ 

・生ごみリサイクル交流会に参加された武田さ

ん、原嶋さん、浜尾さんから報告がありました。 

・「県民 1万人参加動植物一斉調査」の調査用紙

の回収がおこなわれ、県に提出します。 

・資源循環推進課との第 2回意見交換会は、10 

月 12 日（火）9:30-11:30	 資源化センター、ロ

ビー集合です。 

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 

・アースデイ・イン川越 立門前のイベントで、

今年もエコマネーを発行することになりました。 

このエコマネーは、当日のみでなく数日間使用

可能になる見込みです。 

・新河岸川広域景観づくり連絡会に渡辺さんが

出席され、11 月 16 日（火）にイベントを実施

するとの報告がありました。 

4）そのほかの議題 

環境施設見学会の候補地は、寄居の川の博物館

などいくつか出され、検討することにしました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

自然環境部会

	 8月 20日（金）は、仙波河岸史跡公園におい

て、定例の植物調査と自然環境調査パトロール

を実施しました。 

	 8 月 24 日（火）は、（仮称）川越市森林公園

計画地において、植物調査を行いました。 

	 9月 8日（水）は、川越の自然めぐりとして、

喜多院、中院などの寺社林めぐりを実施しまし

た。詳細は記事をご覧ください。 

	 9月 10日（金）は、川越市役所 7G会議室に

おいて、9月度・自然環境部会が 11名の参加で

開催されました。最初は、各テーマの活動状況

と今後の予定についての報告がありました。次

に、なぐわし公園計画地南側に沿った湧水堀の

護岸工事に関する折衝状況の報告と9月26日に

嵐山町の国立女性教育会館で開催される「県民

参加生き物モニタリング調査中間報告会とみど

りと川の再生フォーラム」へのパネル説明参加

決定と参加者の確認が行われました。続いて、

アースデイ実行委員長よりの参加要請と環境政

策課みどりの担当部署から古谷地区・江遠島緑

地での「水辺ふれあいイベント」の実施企画案

説明と、協力要請がありました。最後に、事務

局より 9月 22日に予定している「かわごえエコ

ツアー」への参加者再確認がありました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫） 
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10周年記念事業実行委員会
	 9月 28日（火）10:30-12:00に 9名（事務局含

む）の出席者で 10周年記念事業実行委員会を開

催しました。 

	 10 周年記念事業の予算について状況を確認

しました。出版費用に 100万円、フォーラムに

ついては例年 45 万円程度かかっており、10 周

年記念事業積立の 55万円を使用したとしても、

現状では予算が足りないことを確認しました。 

	 出版費用の確保のために申請している日野自

動車グリーンファンドについては、9 月中に結

果が公表されるということでしたが、会議時点

では結果が公表されていないことを確認しまし

た。今後、出版に際して会員内外から寄附金を

募る方向で具体的な検討をすることになりまし

た。次回、具体的な方法とともに、出版趣旨案

を提出してもらって内容を審議することにしま

した。また、かわごえ環境フォーラムに対して

の協賛金についても、次回に具体的検討を行い、

11 月以降にこれまで協賛をお願いしていた企

業・団体を中心に協賛依頼することにしました。 

	 2月 19日に開催される第 9回かわごえ環境フ

ォーラムは、東洋大学川越キャンパスの学生ホ

ール食堂棟 1階を会場予約しました。当日は、

午前に環境活動報告会、近隣に飲食場所が少な

いことから昼食の提供、また、メインイベント

である午後のワールド・カフェでの飲食の提供

（1人 300円程度の参加費）、夜の懇親会での飲

食の提供（1人 1,500円程度の参加費）を行うこ

とにしました。 

	 講師及びテーマについて検討を行い、「環境と

観光」などのテーマが出されましたが、次回に

改めて協議することにしました。使用する機器

については、プロジェクタとスクリーン、演壇、

音響設備は大学から、パネルについては、資源

化センターから借りられるかどうかを確認する

ことにしました。テーマやタイムスケジュール、

機材、開催規模等について、次回さらに詳細に

検討することにしました。 

	 環境活動報告集の募集は、本誌 10月号の会員

への送付から行うことにしました。ワールド・

カフェについても 12月 25日の広報川越に掲載

するとともに、会員内外への事前周知をそれよ

りも早い段階から行うことにしました。 

	 出版については、写真の選定をしている状況

で、形ができつつあり、12月末までに脱稿する

予定であるとの報告がありました。体裁は 152

ページのオールカラーとなります。 

	 次回は 10月 19日（火）10:30-12:00に開催し

ます。            （小瀬博之） 

 

 

おしらせ

第 9回かわごえ環境フォーラム「環境活動報告集」への投稿・発表者募集（11月末日まで）
	 かわごえ環境ネット設立 10 周年記念事業と

して、「第 9 回かわごえ環境フォーラム」を 2

月 19日（土）9:30-19:00に開催します。午前に

は恒例となっている「環境活動報告会」、午後は

「かわごえワールド・カフェ」、夜は懇親会（1

0周年記念式典）を行います。 

	 これに先立ち同日発行予定の『かわごえ環境

活動報告集』への投稿及び環境活動報告会の発

表者募集を行います。協働による環境活動を推

進するためには、情報を共有することが重要で

あり、この冊子はその役目を担っています。日

ごろから活動をされている本会会員内外のみな

さまや団体からのレポートをお待ちしています。 

	 投稿・発表申込期限は、11月 30日（火曜日）

まで、レポート投稿期限は 12月 21日（火曜日）

となっています。 

	 詳しくは、会員のみなさまは本誌 10月号に同

封されている案内を、会員外のみなさまは、第

9 回かわごえ環境フォーラムホームページ（htt

p://forum.kawagoekankyo.net）をご覧ください。
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第 4回ワールド・カフェ・サロンを 10月 14日に開催
	 10 周年記念事業として 2 月 19 日に開催する

かわごえワールド・カフェの練習を兼ねて、12

月まで 6回にわたる「小江戸のエコを語り合う

ワールド・カフェ・サロン」を実施しています。 

	 4回目のテーマは、「川越の魅力ある街づくり

～ソフト編～」です。川越に住む住民が魅力的

であれば、街そのものが魅力を増すといえるで

しょう。川越に住む人々が魅力的に、生き生き

と暮らすには、人のつながりをどうすればいい

のか、魅力的なコミュニティについて語り合い

たいと思います。また、11 月 11 日開催の第 5

回でも、同じテーマで、さらにより広く・深く

語り合いたいと考えています。初めての方、大

歓迎です。みなさまのご参加をお待ちしており

ます。 

日時：10月 14日（木）10:00～12:30 

（受付 9:40～） 

テーマ：川越の魅力ある街づくり 

    ～ソフト（コミュニティ）編～ 

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（茶・菓子代） 

申込：かわごえ環境ネット事務局 

（E-mail:cafe@kawagoekankyo.net（申込専用）， 

,Fax.049-225-9800）へ住所・氏名・連絡先（メ

ールアドレス/Fax）を明記の上、10月 11日（月）

（開催 3日前）までにお申込みください。 

「川越の自然めぐり」シリーズ（第 9回）を 10月 31日に開催
 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。 

第 9回「川越台地の地質を探る」 

10月 31日（日）9:00川越駅西口集合、15:00解

散（午前中：仙波河岸史跡公園、城南中付近急

坂など新河岸川西縁の崖線地形をフィールドワ

ーク，午後：生活クラブルームにて学習会） 

持ち物：筆記用具、弁当など。歩きやすいスタ

イルでご参加ください。 

講師:久津間文隆さん（所沢西高校教諭、日曜地

学ハイキングなど主催） 

申し込み・問い合わせ:賀登（Tel.049-234-9366） 

 

「2010アースデイ・イン・川越	 立門前」を 10月 24日（日）に開催

 
前回のアースデイ・イン・川越の様子（蓮馨寺境内） 

	 12回目を迎えた「アースデイ・イン・川越」

は、蓮馨寺、旧織物市場、熊野神社、鶴川座を

拠点に、立門前通りをはさんで環境問題と国際

交流の大事さを啓発するイベントとなります。 

	 COP10にあわせて、埼玉県からの啓発資料が

提供されたり、川越の水と緑の現状の写真など

が展示されたりします。また旧川越織物市場で

は、かんな削りなどの職人技の体験なども用意

されています。 

	 今回は、エコマネーとして、福祉や環境活動

でのボランティア活動への御礼として地域通貨

の「アース」を発行、川越まつりをはさんで半

月間地元商店会で流通させる実験が行われます。

かわごえ環境ネットでも、以前地域通貨を研究

しましたが、川越の商店会では「小江戸小判」

に変わってしまいました。本来のボランティア

活動活性化のためのエコマネーの効用再発見の

きっかけになる実験になります。 

（武田侃蔵） 
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「北公民館かんきょう祭り」を 11月 13日（土）に開催
	 10回目を迎える「北公民館かんきょう祭り」

は、昨年と同じ「世界につながる環境活動」で、

食育教育を通して食糧問題を考え、学校給食課

の栄養士さんに、地産地消への取り組みと問題

点などを発表してもらう予定です。恒例の環境

標語や川柳も広報で募集し、有機野菜の販売や

健康調査、登録クラブの発表等、盛り沢山の企

画が用意されています。（武田侃蔵） 

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）

◆10周年記念出版編集会議（第 13回） 

日時：10月 7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） 

●自然環境部会（2010年 10月度） 

日時：10月 8日（金）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金曜日に開催で次回は 11月 12日 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：10月 12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） 

事前連絡はいりません。次回は 11月 9日。 

●社会環境部会（2010年 10月度） 

日時：10月 13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 11月 10日 

◆広報委員会（2010年 10月度） 

日時：10月 14日（木）9:00-9:30 

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） 

★小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・

サロン（第 4回） 

日時：10月 14日（木）10:00-12:30 

場所：生活クラブ生協 くらぶルーム川越 

テーマは「川越の魅力ある街づくり～ソフト（コ

ミュニティ）編～」、申込は 10月 11日までに本

会事務局へ（詳細は「おしらせ」にて）。次回は

11月 11日（木）。 

◆理事会（2010年度第 7回） 

日時：10月 19日（火）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-1） 

◆10周年記念事業実行委員会（第 6回） 

日時：10月 19日（火）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

◆10周年記念出版編集会議（第 14回） 

日時：10月 21日（木）10:00-12:00 

場所：生活クラブ生協くらぶルーム 

★［後援］2010アースデイ・イン・川越 立門

前 

日時：10月 24日（日）10:00-15:00 

場所：蓮馨寺、旧川越織物市場、熊野神社、旧

鶴川座周辺 

主催：2010アースデイ・イン・川越 立門前 実

行委員会 

★「川越の自然めぐり」シリーズ（第９回） 

「川越台地の地質を探る」 

日時：10月 31日（日）9:00-15:00 

場所：川越駅西口集合 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

★小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・

サロン（第 5回） 

日時：11月 11日（木）10:00-12:30 

場所：生活クラブ生協くらぶルーム川越 

申込は 11月 8日までに本会事務局へ 

★［後援］第 10回北公民館かんきょう祭り 

日時：11月 13日（土）9:00-16:00 

場所：川越市北公民館（川越市氷川町 107） 

主催：北公民館かんきょう祭り実行委員会 
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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 

◆10月 9日（土）9:30からの作業 

大根畑の片付け・ビニールはがし 

◆11月 13日（土）9:30からの作業 

里芋の収穫・芋煮会 

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） 

●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） 

◆10月 5日（火）・21日（木） 

◆11月 2日（火）・18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） 

◆10月 10日（日）・11月 14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） 

◆10月 23日（土）・11月 27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.市内中心部「落書き消し」 

◆10月 15日（金）9:30-11:30 

川越駅東口アトレ横集合、自転車で移動します。

約 2時間。 

5.「川越まつり」まち美化ボランティア活動。 

◆10月 16日（土）・10月 17日（日） 

15:00-17:00，17:00-19:00，19:00-21:00， 

	 15時より 21時まで、2時間交代。17日は 11

時より開始。A・Bの 2ブロックに分れて活動。

各ブロック責任者のもと実施。時間と希望ブロ

ック等、武田へ前日までに電話連絡を。 

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 7回） 

◆10月 16日（土）9:00-15:00 

	 9 時川越駅東口交番前集合。市内七福神や神

社仏閣、旧跡、巨木等を回り、山車の会所も回

って祭りの雰囲気を満喫の予定。コースは、法

善寺、浅間神社、愛宕神社、仙波河岸史跡公園、

仙波氷川神社、天然寺、長徳寺、龍池弁財天、

小仙波貝塚跡、三変稲荷、中院、東照宮、喜多

院、日枝神社、浮島神社、富士見櫓跡、郭町浄

水場、三芳野神社、氷川神社、新河岸川にぎわ

いコース、見立寺、妙昌寺、蓮馨寺、近くの会

所で山車など拝見して 15 時本川越駅前で解散

予定。お祭り祝い等で、経費 1,000 円必要。保

険加入のために 10月 14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 

	 公園南口休憩所前 10:20ごろ集合、終了は 15:

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 

◆10月 22日（金）当会主催 

◆10月 24日（日）公園主催、当会協力 

	 10月の見所は、センブリやセンボンヤリの花、

そして昆虫を観察します。植物の解説は、9 月

と同じ太田先生です。 

月 日 活動内容 
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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◆11月 21日（日）・26日（金）当会主催 

	 秋も深まり、見所は紅葉や木の実、カケスや

コゲラなどの野鳥を観察します。植物の解説は

引続き太田先生です。 

●東洋大学小瀬研究室（環境コミュニケーショ

ンゼミ） 

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/ecsemi/ 

☞第 4回川越キャンパスエコツアー 

◆11月中旬から下旬を予定（次号で詳細連絡） 

場所：東洋大学川越キャンパス（川越市鯨井 21

00），人数：10 名程度，参加費：無料，雨天決

行 

	 大学の環境コミュニケーションの一環として、

エコツアー（自然観察会）を開催します。11月

中旬から下旬にかけて、イチョウ並木、ケヤキ

並木、アオハダ、イロハモミジ、コナラなどが

きれいに紅葉します。冬鳥も池にやってきます。

秋の美しいキャンパスにぜひお越しください。

今後の気象や他の行事などを考慮して開催日時

を決定します。 

●(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） 

◆10月 10日（日） 

	 サギ達が沼で魚を捕っています。アオサギや

ダイサギなどの大きなサギは深い所で、コサギ、

アマサギは浅い所で餌を探します。シギも先月

に続いて、渡りの途中に休憩していきます。沼

の様子が去年と変わっているので、鳥の行動に

変化が見られるでしょうか？ 

◆11月 14日（日） 

	 これまでは、夏に沼で繁殖したカルガモだけ

でしたが、北の国から冬の使者、カモたちが飛

来しました。到着の早いのはコガモ、オナガガ

モです。伊佐沼公園の林にモズ、ジョウビタキ

などの小鳥たちもやってきます。 

広報委員会から
●会員ブログの記事一覧（9/1~9/30） 

2010.09.09:雑木林の蝶は環境の変化を教えてくれます 
2010.09.17: 温暖化の影響か‐雑木林やその林縁に‐
珍しい蝶が出現 

●ホームページ管理者から 

	 かわごえ環境ネット会員ブログ（http://kawag

oekankyo.net/member/）へ、過様から 2件の投稿

をいただきました。貴重な年間を通じたチョウ

の観察記録をまとめていただいています。また、

写真も種の特徴がよくわかる貴重なものです。 

	 私も大学キャンパス内のチョウを撮影してい

ましたが、なかなかシャッターチャンスがつか

めずに、記憶だけにとどめているチョウも多く

います。一方で、カメラを近づけても一向に逃

げないチョウもいて、人間好きのチョウもいる

のかな、と思ったりしています。 

	 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、会員ブログをご覧く

ださい。           （小瀬博之） 

●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
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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 

◆富山市は、温室効果ガスの大幅削減に取り組

む「環境モデル都市」として国の認定を受けて

います。公共交通を軸としたコンパクトなまち

づくりによって、2030年までに温室効果ガスを

30%削減、2050年までに 50%削減を掲げていま

す。9 月の出張の機会に、その状況を確認して

きました。 

	 写真のように、交通において目に見える形で

環境モデル都市であることがわかり、利用者も

多くいてとてもよい印象です。新たに誕生した

2 つの LRT（富山ライトレール「ポートラム」

と市内電車環状線「セントラム」）とそしてレン

タサイクルシステム「シクロシティ」が導入さ

れています。川越は道路が狭いために、同様の

システムを導入するのは難しいかもしれません

が、目に見える形での温室効果ガス削減のため

の施策を期待したいところです。（こせ） 

 
ポートラムは、JR線の改修により開業（終点の岩瀬浜駅）

 
セントラムは、これまであった市内電車の増線により開業

 
シクロシティは、中心市街地 15か所（300mごと）にス
テーションを設置。30分以内ならば登録料のみで使用可 

◆巻頭言で触れられているように、10 月は CO

P10 の月です。事前の報道でも地球環境の変貌

の状況がクローズアップされています。 

会議が始まると、先進国、発展地上国の利害が

衝突しあって協議は進まず、地球の将来への絶

望感にさいなまれるのではないかと心配してい

ます。「杞憂だったよ」と笑えるような、良識に

沿った良い結末になることを念じるばかりです。

松本議長の手腕に期待したいものです。	 (KT) 
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イベントカレンダー（10月 6日~11月 27日） 
日 月 火 水 木 金 土 

★：会員内外対象の公開・出展・後援イベント 
●：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。 

10/6 7 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 

8 
●15:00自然
環境部会 
 

9 
◎9:30おいし
く・楽しく農業

体験 

10/10 
◎9:30まち美化啓
発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

11 
体育の日 

12 
●9:30資源循
環推進課との

意見交換会 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

13 
●15:00社会
環境部会 

14 
◆9:00広報委
委員会 
★10:00ワー
ルド・カフ

ェ・サロン 
 

15 
◎9:30-市内中
心部「落書き

消し」 
○本誌 11月号
原稿投稿締切 
 

16 
◎9:00水と緑と
伝統のまち川越1
2回探訪・ついで
にクリーン 
◎15:00-川越まつり
まち美化活動 

10/17 
◎11:00-川越まつり
まち美化活動 

18 
 

19 
◆9:00理事会 
◆10:30 10周
年記念事業実

行委員会 

20 
 

21 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

22 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

23 
◎13:30まち美
化啓発運動 

10/24 
★10:00 2010ア
ースデイ・イン・

川越 立門前 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園かん

さつ会 

25 
 

26 27 
 

28 
◎9:00市民環
境調査「川越

の樹めぐり」 

29 30 
◎9:00川越市環
境展 inさんぱく 

10/31 
◎ごみゼロ運動 
★9:00川越の自
然めぐり 
◎9:00川越市環
境展 inさんぱく 

11/1 2 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3 
文化の日 

4 
 

5 
 

6 
◎「水辺再生 10
0プラン」検証
交流会 

11/7 
 

8 
 

9 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

10 
●15:00社会
環境部会 

11 
★10:00ワー
ルド・カフ

ェ・サロン 

12 
●15:00自然
環境部会 
○本誌 12月号
原稿投稿締切 

13 
◎9:30第 10回
北公民館かんき

ょう祭り 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

11/14 
◎9:30まち美化啓
発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 
◎12:00エコド
ライブ講習会 

15 16 
◎新河岸川の

景観探訪サイ

クリング 

17 18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

19 20 
◎9:00水と緑と
伝統のまち川越1
2回探訪・ついで
にクリーン 
◎「低炭素まちづ

くりフォーラム」

結果発表会 
11/21 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園かん

さつ会掃 

22 
 

23 
勤労感謝の日 

24 
 

25 26 
 

27 
◎13:30まち美
化啓発運動 
◎ふじみ野市の

市民団体と協働

の新河岸川清掃 

月刊 かわごえ環境ネット 2010年 10月号 No.048 
発行日	 2010年 10月 7日	 編集・発行	 かわごえ環境ネット 広報委員会 
事務局	 〒350-8601 埼玉県川越市元町 1-3-1 川越市環境部環境政策課 

Tel. 049-224-5866（直通）	 Fax.049-225-9800	 E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 
かわごえ環境ネットホームページ	 http://kawagoekankyo.net/ 


