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アースデイ・イン・川越とともに成長したエコマネー 

 
エコマネーで駄菓子を買う子供たち（2010年 10月 24日、あさひ堂さんにて） 

	 アースデイ・イン・川越は、川越 YMCAが 1993年から開催してい

たリサイクルバザーを発展させ、環境に関する総合的な普及啓発イベ

ントとして、1999年に実施されたのが始まりです。初回から 6回目ま

では県立川越水上公園を会場として開催されていました。当初各団体

のブースにはあまり人が訪れなかったため、打開策として 2002 年か

ら環境クイズラリーを取り入れたのがヒットし、以降は欠かせないア

トラクションとして定着しました。 

	 その頃はクイズラリーを終えた参加者に景品を渡していましたが、

2003年からエコマネーを渡す試みを開始しました。当初エコマネーを

使える場所は景品交換所に限定されており、駄菓子やおもちゃの引換

券の性格でしたが、2006年からは色々な団体がエコマネーを発行し会

場内で利用できるようになりました。ここでエコマネーは初めて環境

学習体験をした対価として用いられる性格を持つようになりました。 

	 2008年には会場が立門前通り、蓮馨寺、旧織物市場などの一帯に移

りました。ここでエコマネーは初めて商店街で使える当日限りの地域

通貨となりました。そして今年は開催日 10月 24日までの 2週間、エ

コマネーが商店街で使えるようになりました。 

	 今後恒常的に使える地域通貨として発展させていくために、かわご

え環境ネットはいかなる役割を果たすべきか、みんなで考える時期に

来ていると思います。 

かわごえ環境ネット	 個人会員	 中口毅博 
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中山勝美さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（30）
	 女性個人会員の訪問は受けて貰えるのかを気

にしながら、かわごえ環境ネット会員名簿から

中山勝美さんに環境活動をお聴きしたいのです

が・・・と電話を掛けたところ、「今日は福原公

民館で午後 4時から地域活動の打ち合わせ会が

あります。その前の時間でしたらお話できま

す。」との快諾を得て、福原公民館のロビーにて

環境活動をお聴きしました。本会設立当時には、

社会環境部会で多くの活動に参加しており、私

とは旧知の仲でした。 

	 中山さんは地域で、どの様な環境活動を行っ

ていますか・・・からお聴きしました。｢環境ネ

ットとしての活動は、少なくなりましたが、自

分の生活環境での活動に重点を置いています。｣

「それは、主婦としての視点、手短なところか

ら行う環境活動です。」「台所での心がけででき

ることは調味料を流さない工夫ですね。」「ボロ

布を 15cm 位の大きさに切って置き、鍋、食器

についた調味料（油、ソース、醤油等）は、布

でふき取ってから洗う。」「流しの排水溝には、

ポリプロピレンのろ紙を被せて、細かなごみも

流さない。」「下水を汚しすぎると浄化に沢山の

エネルギーと水を使います。」「化学物質が含ま

れていると下水に流れ、浄化されず大気に上昇

しオゾン層の破壊につながります。」「洗剤は、

脂肪酸ナトリウム 98%の純石けんと重そう・ク

エン酸を使っています。」「環境活動は、自分に

できること、続けられることから始めていま

す。」「そして、それぞれの家庭が汚れの少ない

水を流すことが、

環境活動になり

ます。」 

	 聴いている私

も家庭内で実行

しているいくつ

かがあり、うな

ずきの回数が多

くなってきまし

た。2001年、か

わごえ環境ネットの社会環境グループとして活

動していたときに、「私にもできる暮らしの安

全」「中山勝美家でやっていること」の講座を 4

回開催したときの資料を見せていただきました。 

	 「環境良化への活動は、まず自分の身の周り

から始めるのが大切です。」と熱い語りになって

来ました。「自分に優しいことは環境にも優しい、

これが私の原点にもなっています。」「虫にシュ

ーは、自分にも害があります。部屋の中でのシ

ューは虫を殺しますが、虫が死ぬ溶剤が空気に

混じり自分も吸う事になる。」「多くの殺虫剤に

は、薬品のパラジクロロベンゼンが入っている。

一般的には、ナフタリンで知られています。」「洋

服ダンスに入れたナフタリンは空気に触れて気

化、比重が重いので部屋の下層によどみ、布団

に寝ていると多くのパラジクロロベンゼンが呼

吸器から体内に吸収されます。」「皮膚炎の原因

になった例もあるようです。家の中の防虫剤を

取り除いたら皮膚炎も無くなった。」と『食品と

暮らしの安全』の冊子に掲載された記事を見せ

てくれました。「最近売られているコンビニおに

ぎりの包装ラベルには、添加物（化学物質）が

多く書かれています。」「消費者センターのモニ

ター活動では、外国からの輸入食材と価格の市

場調査で、さまざまなことが学べました。」「日々

の生活は、全て環境につながっている。と結論

づけ、環境活動を行っています。」「民生児童委

員も務めている関係から、近隣の高齢者が集ま

る老人クラブ「つるかめ会」で、介護予防の体

操と食品の安全を話しています。」「栄養素の微

量のミネラル（カルシウム・マグネシウム・鉄・

亜鉛・銅）が不足すると原因不明の体調不良に

つながっている。」「サプリメントでなく、食品

から摂るミネラルが大切なのです。」「自分の健

康と環境を守るのは、一人ひとりの日常生活か

らと話しています。」日々の暮らしの中で、安全

と健康づくりは環境活動になっていると感じた

取材でした。 

（2010年 9月取材	 理事・広報委員：金子晃） 
主婦の感性と視点を 
話していただけました 
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かわごえ環境ネットの活動報告

池辺公園の保全活動（キツネノカミソリの種子採取） 自然環境部会

	 9月 17日（金）の午前 9時より、池辺公園に

おいて定例になったキツネノカミソリの種子採

取を 5名の参加で行いました。今年は酷暑の影

響で開花も遅れ、花の数も種子も、昨年より一

割強ほど少ない状況でした。種まきは、11月頃

に行う予定で準備を進めています。 

（大辻晃夫） 

 
種子の採取作業 

 
キツネノカミソリの種子 

 

小堤・八幡神社湧水路での魚類調査 自然環境部会

	 10月 1日（金）の午前 9時より、小堤の八幡

神社の崖下より湧き出す湧水が流れる水路に生

息する魚類の調査を 4名の参加で行いました。 

	 水路はコンクリートの三面護岸になっていま

すが、川底には長い間の土砂が堆積してカナダ

モなどの沈水植物やクレソンなどの水生植物が

根付いているために、希少魚のクロメダカが数

多く生息していることが確認できました。 

	 気温は 24℃、水温は 18℃でした。採取には、

サデ網を用いました。 

	 その他に確認できた魚類は、カワムツ、オイ

カワの幼魚、ドジョウ、トウキョウダルマガエ

ル、シオカラトンボのヤゴでした。 

（大辻晃夫） 

 
八幡神社から流れる湧水路 

 
水路の下流は小畔川に沿って流れる 

 
クロメダカ（希少種）

 
ギンブナ 

 
タモロコ

 
モツゴ 
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砂中学校 総合学習「環境講座」
	 8 月に、砂中学校 3 年生の総合学習「環境」

についての講師協力依頼がありました。中学生

の環境についての知識がどのぐらいなのかはわ

かりませんが、119 名の生徒が環境について少

しでも考えてくれるならと引き受けました。 

	 第 1回の 9月 30日（水）は、小瀬博之理事長

から「環境のために私たちができること」と題

して全般的に、分かりやすく講演をしました。

続いて飯島希さんは、事前にチェックしてもら

った「かわごえアジェンダ 21」チェックシート

の解説をしながらの啓発提案でした。次は「ク

リーン＆ハートフル川越」の武田侃蔵さん、「川

越緑のサポーター」の宮田五十二さん、最後は

「EM クリーンクラブ」の泉山信一さんの活動

報告でした。中学生はあらかじめ用意された書

き込み用紙に講師の名前や話の内容を書いてい

ました。 

	 第 2回は 10月 7日（水）「ワールド・カフェ

＠砂中」と題して飯島希さん、原嶋昇治さん、

渡辺利衞さん、泉山信一さん、武田侃蔵さん、

横山が協力しました。体育館でフラフープをテ

ーブルに見立てての話し合いは大人のようにス

ムーズではありませんが、思ったより真剣に取

り組んでくれました。ちょっとつっぱりたい年

頃の男子中学生が「じいさんの話聞こうぜ。」と

言って武田さんと同じ場所に移動していたのが

印象に残ります。各グループのメモ書き用紙も

かなり上手くまとめられていて、初の中学生ワ

ールド・カフェは無事終了しました。 

	 中学校の総合学習は「国際・福祉・環境」の

3 部門になっていて、それぞれの学校・学年で

内容を検討するとのこと。環境は範囲が広いの

で絞るのは難しいですが、中学生から意識して

活動してくれると未来は明るくなるかもしれま

せん。今回の講座が頭の隅にでも残っていてく

れたら協力のしがいがあるというものです。ま

たの機会にはより多くのかわごえ環境ネット会

員の協力が得られますように。（横山三枝子）

 

 
飯島さんの講演の様子 

 
武田さんの講演の様子 

 
ワールド・カフェのメモ書き

 
まじめに話し合うグループ 

 
講師の話に耳を傾ける 

 
人生体験を聞く

 

◆かわごえ環境ネット会員ブログ	 メンバー募集中！ 

	 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。 

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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「小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・サロン」第 4回開催報告
	 10 月 14 日（木）に第 4 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。初参加 5 名を含める 14 名（大学生 4

名、主婦 2名、男性 8名）の参加者とともに、

「川越の魅力ある街づくり～ソフト編（人との

繋がり）編～」について語り合いました。 

 
生活クラブ生協まちづくり委員会メンバーが差し入れて

くれた手作り和菓子（いきなりだごと栗の渋皮煮）。 
和カフェスタイルで対話を楽しみました。 

	 今回は、魅力ある街をつくるためにどうすれ

ばいいかではなく、その街に住む人たちが幸せ

でいるなら、おのずとその街は魅力ある街にな

るのだろうという視点から、「個人の社会的な幸

せ」に焦点をあてる問をつくり、3 ラウンド対

話をしました。 
問 1： あなたにとってどんなことが（社会的

な）幸せですか？ 
問 2： みなさんが幸せと感じる街とはどんな

街ですか？ 
問 3： みなさん 1 人 1 人が幸せに感じられる

川越にするために、あなたは何を始め

ますか？ 
	 最後の全体セッションでは、1人 1人に、「幸

せのキーワード」を一つあげてもらい、それら

をつなぎ合わせ「幸せな街」を定義しました。 

◆「幸せな街」の定義 

	 みなさんから挙がった「幸せのキーワード」

をつなぎ合わせ、幸せな街のイメージを作りま

した。 

	 「助け合いの精神」と、「互いを尊重する精神」

をもった人々が、「集える憩いの場」があること。

そこへ「まず参加」することで、「ふれあい」、

「人とのつながり」ができ、やがて、同じ「目

的」をもった者同士の「グループ」ができ、グ

ループ活動が始まる。もちろん、時には意見が

衝突することもあるため、調整役（「バランス

力」）も必要。目的をもった仲間がグループ活動

を始めることで、「一人ではないと感じられる」

し、「街への愛着」が湧いてくる。そんな街が幸

せな街である。 

 
全体セッションの様子 

	 幸せな街の定義を全員が共有した後、そのよ

うな街を作るために自分ができることは何かを

話してもらいました。 

 

・ 川越まつりにまち美化として参加し、その

一体感を感じたい。 

・ 川越まつりは、子供から年寄りまで集まる

いわば「集いの場」と言える。そこに参加

するとともに、町内会の参加者らとのつな

がりを持ち続けたい。 

・ 人がつながる「場」を積極的につくる仕掛

人として生活したい。 

・ 仕掛人の立場が多いが、参加者の立場とな

って自分を振り返りたい。 

・ 参加し感じたことを、人に伝えていきたい。 

・ スポーツ界での地元大学の健闘ぶりを市民

全体で応援する仕組みを作りたい。 

・ 挨拶から始めたい。 

・ 川越の街をまず知る・調べることから始め

たい。 

・ いろいろな場に参加し、視野を広げたい。 

・ 仕掛人のお手伝いをしていきたい。 

 

	 みなさん、何かしら気づきを得て、ワールド・

カフェ・サロンは終了しました。 （飯島希） 
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川越まつりまち美化クリーン活動 社会環境部会

	 10 月 16・17 日に行われた川越まつりは、好

天に恵まれ、昨年を上回る人出でにぎわいまし

た。ごみの集まるスピードから、人出の多さが

実感されました。今年から、かわごえ環境ネッ

トのまち美化グループが、市のごみ対策担当と

協働して、同じテントのなかで協力しながら活

動しました。市側も、観光課と環境部が連携し、

シルバー人材の指揮も市職員が協力して、昨年

よりも充実した体制をとりました。押し寄せる

人波の中、ごみの山ができたとの通報でかけつ

けるなど、まさにポイ捨てごみとの戦争でした。 

	 われわれボランティアグループは、「小江戸川

越ボランティア」と書かれた、市で作った赤い

法被を着て約 2時間ごみ拾いをし、夕方からは

人込みで歩けないので辻々に大きい袋をもって

立ち「どうぞごみを入れて」と呼びかけ、動く

ごみ箱としてポイ捨てを防止しました。 

	 参加者は、かわごえ環境ネット会員のほか、

東洋大学学生、川越青年会議所有志、朝日新聞

販売所、ジブラルタル生命保険など、延べ 120

人の幅広い市民でした。 

	 24日の「2010アースデイ・イン・川越 立門

前」の社会実験で行われる「エコマネー」を参

加者に配りました。2 時間で 300 アース、ボラ

ンティアの汗の御礼として渡し、さらに別のボ

ランティアの御礼として循環する「コミュニテ

ィーの潤滑剤」となることを期待し、この実験

の趣旨を説明して参加商店 22 店の名前をつけ

て参加者に渡しました。  （武田侃蔵） 

 

 
本川越駅前に設けられたボランティア受付前の様子 

 
活動の様子（東洋大学学生撮影）

「エコライフ DAY2010埼玉」夏期チェックシートの結果 社会環境部会 
	 市内全公民館に配布して協力を求めた今年の

「エコライフ DAY2010 埼玉」のチェックシー

トが回収され、かわごえ環境ネット会員で集計

しました。回答者は全部で 511人、節約された

CO2は 418,605gでした。エコ行動のトップは「市

町村のごみだしルールに従って分別した」が 94.

7%、次が「冷蔵庫の扉はすぐ閉める」で 91.4%

でした。一番少ないのは「家電製品を省エネタ

イプのものに買い換えた」で 25.4% でした。 

（齋藤眞之助）

社会環境部会の「ごみ減量」第 2回勉強会 社会環境部会 
	 社会環境部会（原嶋昇治代表）のごみ問題に

ついての第 2回目の勉強会が 10月 12日に、つ

ばさ館 2階の会議室で開かれました。最初に益

子資源循環推進課長から、川越市のごみ収集や

焼却等の過去 5年の基礎的な数字の推移につい

て説明がありました。ついで、狭山市の NPO

法人さやま環境市民ネットワークの土淵さんの

「リサイクル貧乏は間違い」という提言を、資

料を参考に意見交換を行いました。特に「生ご

み」の収集体制と収集費用の関係、「生ごみ」を

堆肥化した製品の受け入れ先があるのかなど、

農業関係者を含めた幅広い意見交換が必要であ

ると再確認しました。（武田侃蔵） 
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「2010アースデイ・イン・川越 立門前」

 
メイン会場の蓮馨寺の様子 

 
天然ガス自動車と電気自動車 

 
旧鶴川座前のパフォーマンス 

 
第 2会場の熊野神社 

 
初雁賞受賞者 39名のパネル 

 
第 3会場の旧川越織物市場 

	 12回目を迎えた「アースデイ・イン・川越」

は、蓮馨寺を中心とした立門前通りに会場を移

して 3回目となりました。地元商店会でもイベ

ントの趣旨を理解し、エコマネー参加の店も 22

店舗に増えて、多彩な社会実験もかねた環境と

国際交流のイベントとなりました。 

	 蓮馨寺境内は、埼玉県在住のタイ国の人々が、

自慢のタイ料理と物産を並べて景気づけ、一方

で太陽光によるシャボン玉と模型電車のコーナ

ーが人気を呼びました。薄曇でしたが、太陽光

パネルの性能もよくて何とか発電し、面目を保

ちました。 

	 広場の展示は、COP10 の大きなポスターや

「生物多様性」の解説パンフレット、川越市の

環境政策課、上下水道部、環境推進員協議会、

東京電力、武州ガスなどが啓発展示しました。

埼玉県の大気環境課と東京電力の電気自動車、

武州ガスは天然ガス自動車と、低炭素社会に向

けたエコカーを展示しました。そのほか、環境

保全連絡協議会、東洋大学、芝浦工業大学など

の環境関係団体が参加し、大学生の若い姿で活

気がでました。かわごえ環境ネットはパネル展

示とともに、「かわごえアジェンダ 21」チェッ

クシートの回答をお願いしました。 

	 本堂前では、YMCAの啓発コーナー、野菊の

会の難民救済活動、芋の子作業所、フリーマー

ケットなどが来会者の関心を呼んでいました。 

	 第 2 会場の熊野神社では、EM 連絡協議会の

各クラブが作った有機野菜の販売と、エコ栽培

の材料を使った五平餅や焼きおからなどが用意

され、好評のため予定より早く売り切れました。

健康ロードの出口では、医療生協の健康コーナ

ーで体組成検査、骨粗鬆症の検査がありました。 

	 第 3会場の旧川越織物市場では、NPO川越蔵

の会による、市との協働事業の「匠の技」コー

ナーが開かれ、若手園芸グループの竹垣細工、

大工さんのグループでかんな削りなど、実体験

の熱気で盛り上がりました。折り紙コーナーも、

武蔵さんのグループが急遽応援で参加、子供ら

の相手をしてくれました。入口でワイズメンズ

クラブの焼き芋の良い香りが漂い、活気あふれ

た旧川越織物市場でした。道路には、川越の伝

統の匠の技と文化を担った初雁賞受賞者 39 人

の大きな写真と業績がずらりと並べて張られ、

立ち止まって見入る人が絶えませんでした。 

	 パフォーマンスゾーンとして、旧鶴川座前で、

タイの民族舞踊、虚無僧尺八、芋の子作業所 

のバンド、津軽三味線と多彩な演目が披露され

立門前に賑わいが戻りました。 

	 環境問題などで小学生向けのクイズラリーが

人気を呼び、ご褒美のエコマネーの使い方で親

と相談する姿が見られ、環境と国際交流を考え

る一日でした。エコマネーについてのアンケー

トを分析し、参加商店とともにコミュニティー

に貢献する道が求められています。 

（武田侃蔵） 
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会員からの報告

身近な地域の観察から多様性を考えましょう‐雑木林を生き物で賑わう自然に 
	 COP10（国連地球生き物会議）が開かれて、

関心が一部の人たちに限定されていた「生き物

の多様性」は川越でもグローバル化しました。

今の地球は大絶滅時代と言われ身近に見られた

生き物が姿を消しつつあり、地球規模の多様性

の保全は急務です。私たちが今できることは、

足元の「生き物の多様性」を見つめ、生き物が

生きられる環境を守り維持することです。 

	 川越・福原にまとまった雑木林があり、落ち

葉で畑のたい肥を作り、林はそこに特有な生き

物の棲みかとなっています。今福に、昔から畑

から屋敷林に接した台地上に雑木林が広がって

います。ここで昨年から観察していると、この

林には絶滅危惧種が存在していることが分かり

ました。オオタカとキンランです。 

	 オオタカはヒノキの大木に巣をつくり、林周

辺で鳩を捕まえてヒナを育てます。木の下に解

体の羽が散乱しているのを時々見かけます。キ

ンランはシノ竹を鎌で刈って、くずはきをする

と翌年の春には芽を出します。伝統的な管理を

続けたので毎年 8株のキンランが咲きました。

今年は毎日のように観察してその範囲を広げた

ので、キンランは 14株に増えました。そしてギ

ンランが 2種類合計 60株以上見つけました。ラ

ン科の植物はシュンラン、トンボソウが発見で

きました。 

	 蝶では林に棲んでいるルリタテハ、サトキマ

ダラヒカゲ、ヒカゲチョウですが、ルリタテハ

はシオデに幼虫がいるのを見つけ、樹液に蜜を

求めて飛来しているのが何回も観察できていま

す。 

	 今年初めてアカボシゴマダラとクロコノマチ

ョウを林で新たに発見できました。これらの蝶

は温暖化やマニアの放蝶で増えてきており、ツ

マグロヒョウモンと同じようにこれまでの蝶の

分布を変える可能性を持っています。狭山丘陵

の雑木林でも増えており、川越でどのようにな

っていくか注意深く見守っていく必要がありま

す。 
福原の雑木林で観察されたチョウ 

 
	 人知れずに増えたり、絶滅したりしていく前

に、生き物を市民が観察して、川越の環境に関

心を持つように行動することが、川越の生き物

の多様性を理解し守るうえで大切ではないでし

ょうか？  （今福在住	 個人会員：過昌司） 

◆かわごえ環境ネット設立 10周年記念事業 

「魅力あるまちづくりを語るかわごえワールド・カフェ」2011年 2月 19日開催 

	 2000年 8月に設立されたかわごえ環境ネットの 10周年記念事業メインイベントとして「魅力

あるまちづくりを語るかわごえワールド・カフェ」を 2011年 2月 19日（土）13:30-16:00（予定）

に東洋大学川越キャンパスにおいて開催します。環境を中心としてあらゆるまちづくりに興味

をもつ人が、カフェのようなくつろいだ雰囲気で語り合う企画です。参加者は 100 名を目標と

しています。人前で話すのは苦手というあなたも、4名単位のカフェテーブルで、初めての人と

も気軽に語り合うことができます。次号以降に詳報を掲載します。ぜひご参加ください。 
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協働推進事業「かわごえエコツアー」報告 生活クラブ生協川越支部

	 9 月 22 日（水）、生活クラブ生協川越支部ま

ちづくり委員会が市との協働事業となる第 2回

目「かわごえエコツアー」を開催しました。参

加者は 37名（男性 11名、女性 26名）。川越グ

リーンマップを活用し、市内の環境スポットを

巡りました。 

	 午前中は寺尾調節池・松岡寿賀子さん宅から

菅間緑地を巡り、昼食は来年の環境フォーラム

報告会及びワールドカフェ開催場所の東洋大学

学生食堂ホールで取りました。午後は東洋大学

内の大越記念庭園を堪能し、その後前回工事中

だった資源化センターを見学しました。 

	 松岡寿賀子さん宅では、見事に育ったゴーヤ

のカーテンや生ごみの処理方法を見たり、水の

有効利用方法を聞いたりし「私もやってみよ

う。」「続けることは大事ね。」と我が身を振り返

りました。 

	 調節池の散策説明は宮澤宏次さん。自然環境

部会の菅野仲夫さん、大辻晃夫さんの説明もあ

り、「違う時期に来ようかな。」と興味を持つ参

加者がいました。この日は寺尾小学校の 2年生

が虫の観察会をしていました。 

	 次の菅間緑地は野鳥観察のできるビオトープ

です。普段は中に入れませんが、鍵を開けても

らって、地下水の流れる小川周辺と池を見て回

りました。 

	 東洋大学構内は小瀬博之理事長が「川越キャ

ンパス内の雑木林を巡るエコツアー」のパンフ

レットを基に案内をしてくれました。多種な樹

木の写真で分かりやすく、参加者からは「春の

桜を見に来よう。」などの声が聞かれました。 

	 資源化センターはシルバーセンターの方たち

のガイドで施設内を回りました。業務が民間委

託になっているとの事でごみ処理について納得

のいく答えがもらえなかった場面もありました

が、「出したら終わり」ではない「ごみ」につい

て考えていきたいと思います。「なぐわし公園」

の予定地は帰りのバスの中から基本計画図と照

らし合わせて見ました。 

	 参加者の方々からはアンケートに答えていた

だき、来年のグリーンマップ改定に必要なデー

タがたくさん集まりました。「かわごえエコツア

ー」が、毎日の生活での環境のあり方や自然の

保全等について考える機会となってくれたらと

願います。 

	 今回も小江戸新聞が取材をしてくれ、ホーム

ページに載せてくれています。ありがとうござ

いました。         （横山三枝子） 

＜参考＞小江戸新聞「川越ほっと」：ふるさとの

環境､歩いて体感 第 2回「かわごえエコツアー」 

http://www.kawagoehot.com/Pages/KawagoeEcoTo

ur2010.html 

 
松岡寿賀子さん宅のゴーヤのカーテン 

 
菅間緑地のビオトープ内での観察 
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今年 2回目の「落書き消し」 クリーン&ハートフル川越

	 昨年は 3回、今年は 3月に続いて 2回目の落

書き消しを川越まつりの前日の 10月 15日午前

に行いました。放置自転車禁止の看板等への落

書きは無くなりました。川越駅東口で 3回消し

た看板は、今回はきれいで効果がありました。

落書きされた看板を探すのに苦労しました。川

越駅西口の市民広場、東口の 2箇所の看板と歩

道橋の壁の落書きを消し、本川越駅周辺、川越

市駅周辺と自転車で回りましたが、目だった落

書きもなく、今回の落書き消しを終わりました。 

	 見落としがあるかも知れませんので、気づい

た落書きをまとめて掌握してくれれば作業も楽

になるだろうと痛感しました。 （武田侃蔵）

 
西口市民広場の看板。左上に落書きがあり(左写真)、消してきれいに(右写真) 

「水と緑と伝統のまち川越12回探訪・ついでにクリーン」7回目報告 クリーン&ハートフル川越

	 10月 16日（土）は川越まつりの初日でした。

集合場所の川越駅のコンコースはお祭り参観の

団体受付でごった返していました。コースを説

明して 9時 5分に 6人で出発しました。駅前の

放置自転車、富士見町方面の道の歩道上でごみ

の放置が土日でもなくならない状況に、市民の

モラルアップ策で意見を出し合いましたが、こ

れという速効策は見つかりませんでした。一つ

の案として、駅の近くに通勤者向けに 24時間持

ち込める分別ごみ受け入れ施設を作ったらとの

案が出ました。あとは市長を先頭に根気よく｢品

格ある川越｣の市民啓発を続けるほかないとの

結論でした。最初に訪れたのが川越七福神の第

一番札所、妙善寺で境内にサツマイモ地蔵尊が

あり、10 月 13 日が供養の日だったそうです。

次にバイパス横の富士浅間神社を訪れました。

近くの愛宕神社と同じく古墳の築山の上に社殿

が作られています。 

富士講の名残で、社殿裏に富士山の噴火口を模

した穴があり、お賽銭が少し納められていまし

た。愛宕神社は 18年前に浮浪者の失火で社殿が

燃え、そのときの炎で焼け焦げた大木の幹が残

っています。黒い木肌で中は空洞のまま朽ちな

い姿に、木の生命力の強さに感心しきりでした。 

	 下の仙波河岸史跡公園を一回りし、管理の状

況を見ましたが、開園して 6年、市民に訴える

目玉がほしいと感じました。隣の仙波氷川神社

への坂道と上にかかるバイパスで、この地域の

地下水脈が切断されたと感じました。この氷川

神社下には豊富な湧水があったと、境内にいた

古老の話でした。この神社の中にも小さな古墳

跡の築山があり、川越台地の端に三つの古跡が

つながっていました。 

	 ついで天然寺、長徳寺と廻りましたが、昔の

豪族仙波氏の居城跡といわれる地形的な有利さ

を感じました。長徳寺の東側のがけ下に湧水が

あり、小さい水路が新河岸川に伸びていました。

上の方に建築廃材が置かれ、ごみだらけの水路
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で湧水のきれいさが見えないのは残念でした。 

	 次の龍池弁財天までの新河岸川は、水草が水

路いっぱいに茂り、好ましくない景観でした。

「水辺再生プラン」で市民が誇れる川にしてほ

しいところです。湧水の龍池弁財天も目の前に

住宅があって、他人の庭先を歩いているようで

湧水の観察もままならない雰囲気が残念でした。 

	 次の三変稲荷も古墳跡で、近くで「和銅開珎」

が出土した歴史的に古いところです。盛り上が

った塚に生えるムクノキは 400年を超えていま

す。三変稲荷と龍池弁財天はいずれも喜多院の

土地なので寺の積極的啓発が期待されています。 

	 すぐ裏の川越総合高校の野菜ハウスを見たあ

と、中院のモクゲンジ、東照宮のモミジバフウ、

喜多院のボダイジュなどの寺社林を観察しなが

ら浮島神社に行きました。湧水がある郭町浄水

場裏にかけての一帯は、「片葉の葦」などの伝説

がある湿地帯だった面影はありません。すぐ裏

に 8階建てのマンションがあって、浮島の名か

ら連想される水と緑の姿はありませんでした。 

	 川越城南東の富士見櫓跡にまわり、クスノキ

の見事な枝ぶりに感心しました。三芳野神社か

ら保全工事中の本丸御殿に回り、氷川神社に向

かいました。川越まつりの山車の集まりに会い、

人並みにもまれました。拾ったごみは市役所裏

の集積所に預け、「川越まつりクリーン本部」の

ある本川越駅前に向かい 14 時半に散会しまし

た。    （武田侃蔵・写真	 菅野仲夫） 

 
妙善寺のサツマイモ地蔵尊 

 
富士浅間神社の模擬？噴火口 

 
長徳寺横の湧水からの水路 

 
三変稲荷の力強いムクノキ 

 
郭町浄水場裏の湧水からの水路 

 
富士見櫓跡は緑がいっぱい 

流域・近隣市の環境活動

新河岸川のごみ拾い クリーン&ハートフル川越

	 県の「水辺再生 100プラン」で、遊歩道がで

きた新河岸川のごみ拾いを、クリーン&ハート

フル川越が 9月 26日 9時半から 2時間半行いま

した。赤間川公園から東明寺橋まで、川の中、

遊歩道、道路と分かれてごみを拾い、大袋 5個

のごみを集めました。川の中には錆びた空き缶

がいっぱい埋まっていました。水中作業用のゴ

ムのつなぎは、川越県土整備事務所で貸してく

れました。 

市民に親しめる川へと変っても、後の維持管理

が課題となっています。ごみ拾い、草刈りと、

市民として簡単には請け負えない仕事です。「新

河岸川を守る会」でも、県の方から相談を受け

ていますがはっきりした方針が出せていません。

幅広い市民の参加を募って、月に 1度くらいで

も川の清掃をしたいものと痛感しました。 

（武田侃蔵） 
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平成 22年度第 8回新河岸川流域川づくり懇談会
	 埼玉県総合治水事務所主催による、川越・朝

霞・飯能の 3県土整備事務所管内の河川整備の

懇談会が、11月 6日（土）午後 1時から、朝霞

市のエコネットあさか（リサイクルプラザ）で

開かれます。管内の来年度の工事予定や、環境

科学国際センターの金沢主任研究員の「アユの

住む川」についての講演、水辺再生 100プラン

で施行した後の管理など、各地の情報を発表し

あって交流を深める予定です。 （武田侃蔵）

新河岸川の歴史と景観を巡るサイクリングイベントを 11月 16日（火）に開催
	 新河岸川の広域景観プロジェクトによって、

新河岸川をめぐる各市の連携が進んでいます。

その活動の一環として「新河岸川流域サイクリ

ングマップ」を 21年度事業として作成しました。

そのマップの検証と魅力再発見の流域サイクリ

ング計画が、11 月 16 日に行われます。かわご

え、志木、朝霞から富士見市の総合運動公園ま

で、各地から自転車や徒歩で流域をめぐって参

加、あらためて景観の再検討を進めます。 

	 川越班は、仙波河岸史跡公園を 9時半に出発

し、12時到着を目標に富士見市の集合場所をめ

ざしてサイクルします。    （武田侃蔵）

低炭素まちづくりフォーラム in埼玉	 結果発表会
	 11 月 20 日（土）にさいたま市の大宮ソニッ

クシティーで、埼玉県と環境ネットワーク埼玉

との共催で「低炭素まちづくりフォーラム in埼

玉」が開かれます。午前は「冷やせ埼玉コンク

ール」の表彰式、午後は県内 4地区が分担して、

テーマごとの発表が行われます。 

	 川越地区は、太陽光発電を中心とした代替エ

ネルギーについての取組を、かわごえ環境ネッ

トと NPO 法人さやま環境市民ネットワークで

発表する予定であります。   （武田侃蔵）

新河岸川のクリーン活動、ふじみ野市民と協同で

	 11 月 27 日（土）に、富士見市の環境グルー

プが新河岸川のごみ清掃を行います。上流の方

もいっしょにやりませんかとの呼びかけに応じ

て、川越市側でも新扇橋から川崎橋までの部分

を清掃することになりました。市内の「水すま

しクラブ」などの協力を得て実施の予定です。

広く参加者を募集しています。11 月 23 日まで

に、クリーン＆ハートフル川越の武田（Tel.090

-2521-5770）までご連絡ください。 

（武田侃蔵）

南小畔川の「水辺再生 100プラン」完成式が 11月 27日に
	 埼玉県で進めている「水辺再生 100プラン」

の南小畔川河南橋付近の親水公園化工事が終了

し、調整が遅れていた地元での完成披露式が、1

1 月 27 日（土）午前 10 時から河南橋の現地で

行われることに決まりました。川合市長らの来

賓出席のもと、地元の上野育成会の太鼓演奏、

甘酒のもてなし、魚の放流、笹舟流し、記念植

樹、苗木の配布など、もりだくさんの行事が予

定されています。 

（武田侃蔵） 

◆インターネット活用支援に関するご意見を募集 

	 本会の本年度事業計画に「情報発信の支援活動」があります。特にインターネットの活用支

援を実施したいと考えていますので、ご意見を本会までお寄せください。 （広報委員・小瀬） 
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川越市からの報告・おしらせ

平成 22年度秋季苗木配布事業 環境政策課

	 平成 22 年 10 月 2 日(土)に、つばさ館で秋季

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 9千本以上となっています。 

	 初めての場所にもかかわらず、苗木配布会場

では朝早くから並んでいる方もいらっしゃいま

した。配布した苗木は、市の花ヤマブキ、市の

木カシ、イロハモミジ、ムラサキシキブ、アマ

ナツミカン、ブルーベリー（川越市自治会連合

会提供）の全 6種類 500株でした。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。

 

シイタケづくり～堆肥づくり～森づくり（里山保全ボランティア育成講座）環境政策課

	 里山（雑木林）を知り、守り育てていくため

の講座を開催します。講師（県・市職員、金子 

晃氏ほか）による指導のもと、森の中でシイタ

ケのホダ木作りや落ち葉の堆肥作り（落ち葉掃

き）、コナラの幼木植樹等の実習を行う予定です。 

【講座日程】 

 ■第 1回 平成 22年 12月 9日（木） 南文化

会館・川越市森林公園予定地 

 ■第 2回 平成 22年 12月 22日（水）市民の

森第 1号・第 8号、下赤坂寄付地 

 ■第 3回 平成 23年 1月 13日（木） くぬぎ

山地区（実習） 

 ■第 4回 平成 23年 1月 22日（土） 南文化

会館・川越市森林公園予定地 

 全 4回；それぞれ午前 9時 30分～午後 3時ま

で 

【定員】20名（※定員になり次第受付終了） 

【経費】無料 

【申込み】11月 1日（月）9:00より窓口及び電

話（049-224-5866）、ファクス（049-225-9800）

にて受付。 

【持ち物】汚れても良い服装。タオル。昼食等。 
 

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 第 7回理事会を 10月 19日（火）に 8名の出

席で開催しました。設立 10 周年記念事業の

『（仮）川越の自然』出版事業について、財団法

人日野自動車グリーンファンドより 50 万円の

助成を受けられることになりました。授与式が

11 月 13 日にあり、横山副理事長と谷村徹会員

が出席することになりました。記念事業は、総

額で約 150万円（うち、出版費用 100万円、フ

ォーラム／ワールド・カフェ開催費用約 40万円、

その他）かかる見込みで、今回の助成金は出版

事業及び出版に関係する観察会等の事業に使用

され、その他は、10 周年記念事業積立金約 55

万円、企業等の協賛金 20万円（見込み）、出版

に際しての寄附金 20万円（見込み）で賄いたい

と考えております。今後、順次みなさまにご協

力をお願い申し上げますので、何卒よろしくお

願いいたします。なお、冊子の出版は来年 5月

の総会を予定しています。   （小瀬博之） 
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社会環境部会

	 10月 13日（水）の例会は、9名が参加して行

われました。今年度社会環境部会事業計画行動

表の上半期の確認と下半期の見直しについて話

合いました。 

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、甘夏の

配布方法は、会員優先とするのとで、理事会に

諮ることにしました。 

・エコライフ DAY のチェックシートの集計結

果について斎藤さんから説明がありました。 

・11 月 14 日エコドライブ教習会の役割分担に

ついて政策課との打ち合わせ経過の報告があり

ました。 

2） 環境保全･資源化推進グループ 

資源循環推進課との第 3回意見交換会は、11 

月 9 日（火）9:30~11:30 に開催、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 

	 アースデイ・イン川越立門前のイベントで、

エコマネーの利用できる店舗は、22件との報告

がありました。 

4） そのほかの議題 

	 環境施設見学会は、11月 26日（金）に決定。

	 寄居の埼玉県環境整備センターなどの計画内

容の報告がありました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 
 

自然環境部会

	 9 月 14 日（火）は、（仮称）川越市森林公園

計画地において、定例の植物調査を行いました。 

	 9月 17日（金）は、池辺公園において、キツ

ネノカミソリの種子の採取活動を行いました。

詳しくは、記事をご覧ください。 

	 9月 26日（日）は、嵐山町の国立女性教育会

館に於いて、埼玉県主催による自然環境保全活

動の事例発表会と県民参加生き物モニタリング

調査の中間報告会が開催され、今年度は、32団

体が参加しました。ロビーでは、各団体の活動

内容のパネル展示が行われ、かわごえ環境ネッ

トでは、代表として 3名が参加して、中間報告

とパネル展示を行いました。 

	 10月 1日（金）は、小堤の八幡神社に湧く湧

水の流れる小河川において、魚類調査を行いま

した。詳しくは、記事をご覧ください。 

10月 4日（月）は、安比奈親水公園に流れる小

河川と、公園に沿って流れる入間川河川敷にお

いて、生き物モニタリングの植物調査を行いま

した。 

	 10月 8日（金）は、川越市役所 7G会議室に

おいて、10月度・自然環境部会が 8名の参加で

開催されました。最初に、各テーマの活動状況

が報告書に沿って説明がありました。次は、新

聞記事による生物多様性の詳細説明と、コンク

リート護岸化が進む小河川の改修に多自然化を

強く盛り込んだ「中小河川に関する河道計画の

技術基準」の改正についての情報提供と説明が

ありました。続いて、川越市環境政策課みどり

の担当から協力要請のあった、11月 6日の古谷

地区、江遠島緑地を流れる麦生川での「水辺ふ

れあいイベント」への協力者と、10 月 31 日に

予定している部会主催の「川越地質めぐり」へ

の参加者確認を行いました。最後に、温暖化に

伴い分布を拡大している蝶（代表 3種）の調査

を 11 月号会報で会員にお願いする提案があり

ました。事務局からは、11 月 14 日に農業ふれ

あいセンターで開催される「エコドライブ教習

会」への参加者募集がありました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫） 
 

 

 



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 11月号	 No.049 

- 15 - 

10周年記念事業実行委員会
	 10 月 19 日（火）に 9 名（事務局を含む）の

出席者で委員会を開催しました。財団法人日野

自動車グリーンファンドからの 50 万円の助成

は、11 月から来年 10 月まで年度をまたぐ事業

であり、使途が出版と冊子を利用した観察会事

業に限られるとの説明がありました。その他の

費用の一部を、かわごえフォーラムに際して発

行する「かわごえ環境活動報告集」とちらし、

ポスターを作成するための企業等からの協賛金

と、出版に際しての寄附金（1口 1,000円から）

を募ることにより確保することにしました。協

賛金ついては 11 月に事業所の全会員に依頼文

を送付し、これまで協賛いただいた企業に加え、

事業所の会員に対して広く協賛金を募ることに

しました。寄附金ついては、次回委員会におい

て依頼状の文案を検討することにしました。 

	 ワールド・カフェの費用と必要な備品を確認

しました。パネルについては、資源化センター

から借りることになり、前日会場へ搬入、21日

搬出することにして、今後会場と折衝すること

にしました。 

	 ワールド・カフェのテーマについては、話し

合いに参加するという一見敷居の高いイベント

に対する参加者の確保が課題であり、まちづく

りに関するあらゆる問題を包含するテーマを設

定して、環境以外の分野の方にも広く話し合い

に参加していただく方向で検討することにしま

した。タイトルを「魅力あるまちづくりを語る

かわごえワールド・カフェ」として、具体的な

テーマの検討に入ることにしました。11月に予

告を掲載、12月にはちらしを作成して正式に案

内する予定です。 

	 出版については、原稿が集まりつつある状態

で、体裁の整いつつある原稿を回覧して確認し

ました。     （実行委員長：小瀬博之） 

 

 

おしらせ

第 5回ワールド・カフェ・サロンを 11月 11日（木）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。 

第 5回目のテーマは、「川越の魅力ある街づくり

～ソフト編・その 2～」です。川越の魅力を改

めて見つめなおし、それを生かす街づくり、コ

ミュニティーのあり方について語り合いたいと

思います。また、12 月 9 日開催の第 6 回では、

「魅力ある街とは	 ～観光・環境・福祉を見つ

めて～」をテーマに、2 月 19 日に行われる 10

周年記念事業のワールド・カフェのリハーサル

と位置づけて行う予定です。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：11月 11日（木）10:00-12:30（受付 9:40-） 

テーマ：川越の魅力ある街づくり 

     ～ソフト編・その 2～ 

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、11月 8日（月）

（開催 3日前）までにお申込みください。 

「北公民館かんきょう祭り」を 11月 13日（土）に開催
	 10 回目を迎えた北公民館かんきょう祭りは、

「世界につながる環境活動パートⅡ」をコンセ

プトに、「食と健康・子供の食育」をテーマに講

演があり、幅広い視点から環境問題に取り組ん
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だ展示と標語などの作品、有機野菜の販売、バ

ザール、合唱などの演技と、多彩なプログラム

が用意されています。     （武田侃蔵） 

環境施設めぐりを 11月 26日（金）実施
	 11 月 26 日（金）に、社会環境部会主催で寄

居町の埼玉県環境整備センター、川の博物館、

長瀞町の自然博物館を回る勉強会を実施します。

一般市民も公募して 30名定員の予定で、参加費

は 1,300円、当日朝 8時 30分川越駅西口暫定自

由広場集合、8時 40分出発の予定です。 

	 大規模なサーマルリサイクルによる発電等の

施設とともに、プラスチックなどのリサイクル

関係の諸施設が付設されています。今回は、そ

のなかで、食品残渣から堆肥化処理を進めてい

る施設も回る予定です。

【再掲】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

「魅力あるまちづくりを語るかわごえワール

ド・カフェ」、夜は懇親会（10 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、10月の会員郵送資料または第 9回

かわごえ環境フォーラムホームページ（http://f

orum.kawagoekankyo.net）をご覧ください。 

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：11月 9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） 

事前連絡はいりません。次回は 12月 14日。 

●社会環境部会（2010年 11月度） 

日時：11月 10日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

	 毎月第 2水曜日に開催で次回は 12月 8日 

★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 

テーマ：「川越の魅力ある街づくり～ソフト編・

その 2～」 

申込は 11月 8日までに本会事務局へ 

◆10周年記念事業実行委員会（第 6回） 

日時：11月 12日（金）13:00-15:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-1） 

●自然環境部会（2010年 11月度） 

日時：11月 12日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

	 毎月第 2金曜日に開催で次回は 12月 10日 

★［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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★県民参加モニタリング調査（第 3回） 

日時：11月 15日（月）9:00-12:00 

場所：資源化センター（つばさ館）駐車場集合 

（川越市鯨井 782-3） 

申込・問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

午前中のみ。今回は水田地帯の植物調査です。

どなたでもご参加ください。 

◆広報委員会（2010年 11月度） 

日時：11月 18日（木）9:00-10:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆10周年記念出版編集会議（第 15回） 

日時：11月 18日（木）10:00-12:00 

場所：生活クラブ生協くらぶルーム 

（川越市東田町 5-12） 

問い合わせ：横山（049-247-2555） 

★環境施設めぐり 

日時：11月 26日（金）8:30-17:00 

場所：川越駅西口暫定自由広場集合 

定員：先着 30人、経費：1,300円 

申込は電話で環境政策課（Tel.049-224-5866）へ 

◆理事会（2010年度第 8回） 

日時：11月 30日（火）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

★小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・

サロン（第 6回） 

日時：12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 

テーマ：「魅力ある街とは ～観光・環境・福祉

を見つめて～」 

申込は 12月 6日までに本会事務局へ 

 

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 

	 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 

◆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。 

●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 

◆11月 13日（土）9:30からの作業 

里芋の収穫・芋煮会 

◆12月 11日（土）9:30からの作業 

大根の収穫・ビニールはがし 

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） 

◆11月 2日（火）・18日（木） 

◆12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） 

◆11月 14日（日）・12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。 

月 日 活動内容 
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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3. 第 4土曜日（13:30-15:00） 

◆11月 27日（土）・12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. 「歳末市内中心部まち美化」＆「市内中心部

落書き消し」 

◆12月 23日（祝）9:30-12:00 

9:30本川越駅交番横集合。数方向に分かれてク

リーン活動。11:30 に旧織物市場へ集合。感想

聞いた後に散会。参加予定、前日までに武田の

携帯へ連絡を。 

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 8回） 

◆11月 20日（土）9:00-15:00 

	 9 時南古谷駅前集合、東邦音楽大学、南古谷

公民館、久下戸地区田園、新河岸川放水路、川

越東校、荒川右岸堤防、古尾谷八幡神社等、河

越荘園の時代からの水害との苦闘の姿を見る。

保険加入のために 11月 17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。 

●東洋大学総合情報学部 

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/012993.html 

☞第 4回川越キャンパスエコツアー 

「さまざまな紅葉を楽しむ」 

◆11月 27日（土）10:00-12:00 

（終了後 13:00ごろまで食堂で懇談会） 

場所：10:00 東洋大学川越キャンパス福利厚生

棟特別会議室集合（川越市鯨井 2100），人数：1

0名程度，参加費：無料，雨天決行 

	 大学内には、イチョウ、カイノキ、ケヤキ、

イロハモミジなどの植樹された樹木の紅葉が 1

1 月中旬から下旬にかけて見ごろを迎えます。

また、アオハダ、エノキ、コナラ、ツタなどの

雑木林の樹木も紅葉がとてもきれいに見られま

す。学内を私たち環境コミュニケーションゼミ

のメンバーとともに散策しながら、紅葉を楽し

んでいただければと思います。 

●(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） 

◆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。 

◆12月 12日（日） 

	 数種類のカモ達が観察できる頃となりました。

オスの羽の色は、まだメスの色と同じ地味な色

（エクリプス）をしています。見分けにくいの

ですが、細かい所に注意して観察し識別しまし

ょう。ツグミ、シメも伊佐沼公園の林でみられ

るでしょう。 

●くぬぎ山地区自然再生協議会 

☞平地林保全管理活動 

◆12月 11日（土）10:00-15:00 

受付：9:30から山脇学園所有地（駐車場有り） 

申込：埼玉県環境部みどり再生課（Tel. 048-83

0-3151）緑地保全・自然再生担当 山田・森 

●荒川流域ネットワーク 

☞第 3回クリーンエイド活動 

◆11月 28日（日）9:00-12:00（雨天中止） 

場所：ホンダ・エアポート事務所前の土手上広

場（埼玉県川島町出丸下郷） 

問い合わせ：鈴木勝行（Tel.049-285-6625, 携帯 0

90-7804-5722, E-mail: k_suzuki@pk2.so-net.ne.jp） 
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広報委員会から
●会員ブログの記事一覧（10/1~10/31） 

2010.10.06: 夏のセミは異常でしょうか？ 
2010.10.24: 2010アースデイ・イン・川越 立門前の会
場から 

●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 1件の投稿

をいただきました。また、私もアースデイの会

場からリアルタイムの投稿を久しぶりに行いま

した。 

	 今年は猛暑の影響で動植物にもいろいろな影

響がありました。過さんは、面積 10,000m2、樹

木数 647本の雑木林に存在する抜け殻をくまな

く捜索して、抜け殻 4種類（ニイニイゼミ、ヒ

グラシ、アブラゼミ、ツクツクボウシ）、鳴き声

5種類（4種類にミンミンゼミ）。セミの合計は

438 匹（アブラゼミ 177 匹、ヒグラシ 170 匹、

ニイニイゼミ 50匹、ツクツクボウシ 41匹）と

いうとても貴重な調査結果を報告してくれまし

た。 

	 川越は、全体的にアブラゼミ、雑木林の夕方

はヒグラシ、晩夏はツクツクボウシが多く泣い

ている印象が私にはあります。ミンミンゼミは

けっこう家の近くで鳴いている印象があります。

今年は山口を訪れる機会があったのですが、西

日本の代表はもちろんクマゼミ。でも、以前横

浜あたりでも聞いたことがあります。 

	 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） 

●「月刊かわごえ環境ネット」投稿記事募集 

	 本会会員をはじめとして、川越における環境

活動報告や主張などの記事をぜひお寄せくださ

い。写真の掲載も可能です。また、本会会員や

関連団体等がこれから実施する公開イベント等

の情報の掲載等も受け付けています。 

	 2010年 12月号（No.050，11月下旬発行予定）

の掲載原稿は、11 月 12 日（金）事務局必着で

す。電子データでいただけると助かります。詳

しくは、かわごえ環境ネット事務局までお問い

合わせください。 

●編集後記 

◆11月 3日に新潟県山古志を訪れ、山古志の最

も好きな風景に関するヒアリング調査を実施し

ました。紅葉の季節で、一般的には棚田で有名

な地区ですが、住民の方は、春の田植え前が最

も好きな風景であるという意見が多くありまし

た。4m にも達する雪が溶けて、野草が芽を出

す 5月に山古志を訪れてみてください。（こせ） 

 
山古志の棚田で最も有名なアングル 

 
最近アルパカ牧場が人気です（11頭増えて 17頭に） 

◆今月号が 49号、かわごえ環境ネットの 10周

年を迎えた今年の最後の月に 50号を迎えます。

環境をキーワードに、幅広い市民の関心をまと

めあげて、より良い川越市を作り上げようと言

う創立の理念を思い出します。この夢を達成す

るには、広報で会員の地味な活動の紹介をとお

して、幅広い市民の連帯を生み出す牽引力の役

目を果たしたいと努めてまいりました。とりあ

えず発行に追われて、内容やデザインなどでま

だまだ不十分ですが、皆さんのご協力でより良

い機関誌へと努力を続けてまいります。 

	 忙しい理事長の負担軽減のためにも、会員の

中で、広報編集に加わってみたいと思われる方

を求めています。ご連絡下さい。(広報担当 KT) 
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イベントカレンダー（11月 5日~12月 18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。 

11/5 6 
★13:00新河
岸川流域川づ

くり懇談会 

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 
◆13:00 10周
年記念事業実

行委員会 
●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 
★9:00県民参
加モニタリン

グ調査 

16 
◎9:30新河岸
川の歴史と景

観を巡るサイ

クリングイベ

ント 

17 18 
◆9:00広報委
委員会 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎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

12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 

22 
 

23 
勤労感謝の日 

24 
 

25 26 
★8:30環境施
設めぐり 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

27 
◎10:00南小畔川
「水辺再生100プ
ラン」完成式 
◎10:00第4回川
越キャンパスエコ

ツアー 
◎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 
11/28 
◎9:00第 3回
クリーンエイ

ド活動 

29 
 

30  
◆9:00理事会 
○「第9回かわご
え環境フォーラ

ム」環境活動報告

投稿・発表申込期

限 

12/1 
 

2 3 
 

4 
 

12/5 
 

6 
 

7  
◎13:30まち
美化啓発運動 

8 
●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 1月号
原稿投稿締切 

11 
◎9:30おいし
く楽しく農業

体験 
◎10:00平地
林保全活動 

12/12 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

13 
 

14 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

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 
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