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環境ネット 10周年によせて 

	 平成10年3月に川越環境基本計画

が策定され、仮称｢川越の環境をよく

する連絡協議会｣の設置が位置付け

られ、12年 1月その設立準備会の会

員が市長に指名されました。 

	 指名されたのは、有識者、事業団

体、民間団体から推薦されたものと

川越市職員で、私や現理事長の小瀬さん他の 14名でした。そのうちで現在

まで活動されているのは 2～3名だと思います。準備会は 8回開催し、組織

の運営、会則、名称、役員、事業計画、会員参加の募集、設立総会の役割

分担など、夜遅くまで話し合いました。まだこのような会が少ないなか、

先進団体を参考に話を進めて行きました。 

	 12年8月5日やまぶき会館で設立総会が開催され、会員数は76（個人36、

団体 40）でした。会の名称は一般公募し、設立準備会で決定し、総会で承

認されました。その総会で私は、設立準備会の会長から、かわごえ環境ネ

ット理事長に就任し、平成 16年の 6月まで務めさせていただきました。 

	 活動の手始めに専門委員会の設置から行い、その年の 12月に広報委員会

が設置され、かわごえ環境ネット会員通信が発行されました。翌年 13年 1

月専門委員会の準備会として社会環境グループ、自然環境グループが設置

され、13年 6月 2日の総会時には会員数 136（個人 73、団体 63）と約 2倍

になり活動も少しずつ動き始めました。 

	 13年 12月に社会環境推進委員会、14年 5月に自然環境委員会が正式に

発足し、広報委員会と 3体制になりました。シンボルマークは公募して 14

年の総会に投票の結果決定しました。川越のシンボル時の鐘、環境のシン

ボルの若葉、ネットワークのNで小瀬理事長の作品です。 

	 各委員会が発足しましたが、役員（幹事）のなり手がなく初めのうちは

苦労しました。初対面の方の集まりで、個々をよく理解していなかったか

らだと思います。しばらく共に活動を続けるうちに体制も整ってきました。

以後発展を続けて今日に至っており、会員各位の活動の熱意、努力に対し

敬意を表します。 

かわごえ環境ネット前理事長	 笠原啓一 

設立後最初のイベント「バードウォッチン

グ」（2000年 9月 23日、川越水上公園） 



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 12月号	 No.050 

- 2 - 

かわごえ環境ネットの活動報告

川越の自然めぐりシリーズ第 9回	 「川越台地の地形と地質」 自然環境部会

日時：2010年 10月 31日（日）9:00～15:00 

参加者：10名 

講師:久津間文隆さん（県立所沢中央高校教諭） 

コース： 

川越駅西口→熊野神社→不老川川原→仙波河岸

史跡公園→龍池弁財天→小仙波貝塚→バスで生

活クラブ生協「くらぶルーム川越」に移動、昼

食→午後は顕微鏡観察など 

	 講師の久津間さんは地団研（地学団体研究会）

の日曜地学ハイクや入間市のアケボノゾウ足跡

化石の発掘などでご活躍の方です。地元川越出

身で、今回のコースも幼少時から遊んだ場所と

のことです。 

	 先ずは高台になっている「熊野神社」（A地点）

から眼下を見渡します。縄文人がここに立つと

目の前には海が広がっていたはずです。 

	 下の模型で新河岸川沿いに崖線が形成されて

いるのがわかります。西側は武蔵野台地、東側

は荒川低地です。この崖線をはさんで地質が全

く異なります。武蔵野台地は今から十数万年前

から多摩川によってつくられた扇状地で、この

表面を何度も火山灰が覆ったので数 m にわた

る関東ローム層が形成されています。 

 
久津間さん作成の立体地形図 

	 東部に拡がる荒川低地は縄文前期には海でし

た。仙波町には「小仙波貝塚跡」という場所が

あり、荒川右岸最奥の貝塚だったのです。やが

て気温が徐々に下がり海が退き広大な陸地にな

りました。 

	 次いで新河岸川・不老川の合流点（B 地点）

です。不老川の川原石はチャートなど山地由来

の岩石ですが、新河岸川の川底は砂泥で岩石は

ほとんど見当たりません。荒川低地の地質がそ

のまま出ているわけです。 

仙波河岸史跡公園（C 地点）の愛宕神社を臨む

崖には武蔵野れき層の路頭があり、武蔵野台地

の地層断面を垣間見ることができます。 

	 午後はくらぶルーム川越で地形、地質に関す

る質疑・応答とローム層の土の鉱物顕微鏡観察

などで内容の濃い学習会になりました。 

 
「椀がけ」赤土を何度も洗って鉱物だけにする 

 
鉱物は長石、輝石、カンラン石など 

（賀登環）
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池辺公園の保全活動（植物調査） 自然環境部会

	 10月 23日（金）の午前 9時より 12時まで恒例の池辺公園における植物調査を行いましたので、

以下に報告致します。 

 
観察風景① 

 
観察風景② 新芽が伸びてきた、ヒガンバナ 

 
生き残ったハグロソウ 

 
頑張って咲く、タチツボスミレ 

 
おめでたい、キチジョウソウの花 

 
酷暑で立ち枯れした、アオキ 

 
ロウ細工の様に美しいキツネノロウソク

確認された植物 
1. アメリカイヌホウズキ 
2. タチツボスミレ 
3. イヌタデ 
4. ツユクサ 
5. オオブタクサ 
6. ツルボ 
7. アオイスミレ 
8. ヒガンバナ 
9. ヤマコウバシ 
10. ヤブカンゾウ 
11. ヨウシュウヤマゴボウ 
12. イヌコズチ 
13. キツネノロウソク 
14. ニガクリタケ 
15. ヒメジソ 
16. カマツカ 
17. キチジョウソウ 
18. ヤブラン 

19. ヒヨドリジョウゴ 
20. ヒメコウゾ 
21. ムラサキケマン 
22. アオキ 
23. ノガリヤス 
24. カキドウシ 
25. カワラダケ 
26. マユミ 
27. ムクノキ 
28. クヌギ 
29. コナラ 
30. ウワミズザクラ 
31. ハシボソ 
32. セイヨウタンポポ 
33. キツネノマゴ 
34. ヒメジョオン 
35. ハコベ 
36. アキノノゲシ 

37. イタチダケ 
38. アキノエノコログサ 
39. メヒシバ 
40. センニンソウ 
41. ミズヒキ 
42. ヨモギ 
43. ヤブマメ 
44. カラムシ 
45. チカラシバ 
46. カナムグラ 
47. アカメガシワ 
48. シソ 
49. サンショウ 
50. ハグロソウ 
51. コスミレ 
52. スッポンダケ 
53. エノキダケ 
54. クワノキ 

（大辻晃夫） 



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 12月号	 No.050 

- 4 - 

「小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・サロン」第 5回開催報告
	 11 月 11 日（木）に第 5 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 1 名を含めて 13 名（大学生 3

名、主婦 3名、男性 7名）の参加者とともに、

「川越の魅力ある街づくり～ソフト編その 2

～」について語り合いました。 

 
日頃の活動を紹介していただいた鎌田政稔さん 

（川越中央ロータリークラブ） 

	 はじめに、鎌田さんから、川越で活動してい

るご自身のお話をしていただきました。鎌田さ

んは、川越まつり文化研究会の会員であり、NP

O 法人武蔵観研の運営委員を務め、新たにアマ

チュア・ミュージック・フェスティバルという

ジャズイベントの実行委員を務めています。伝

統ある祭りによって人とつながり、それを観光

という切り口で、全国の祭り団体と交流を深め、

新たに音楽イベントによって若い世代との交流

をもつことで新たな街づくりを模索しています。

鎌田さんからの活動を紹介していただいたあと

に、3ラウンド対話をしました。 

問 1：「川越に住んでよかった」といえる“川

越の魅力”について話してください 

問 2・3：皆さんの日頃の活動をお話下さい。

その活動の内容は“川越の魅力”につながって

いますか？ 

	 最後の全体セッションでは、1人 1人に、“川

越の魅力”についてキーワードを挙げてもらい、

魅力ある街の 6つの要素に分けて対話しました。 

◆「魅力ある街	 6つの要素※」 

①The Cheers Factor（人々が打ち解け合える場） 

公民館活動が盛ん/協力的な人が多い/ある程度

自由に市民活動/かわごえ環境ネットの存在 

②The Foot Factor（徒歩で買物や用事ができる） 

買物がしやすい/自転車道がある/便利/東京まで

日帰りできる/寺・神社/交通の便が良い 

③The Cake Factor（文化的・自然的な快適さ） 

蔵造りの町並み/歴史がある/川越まつり/歩けば

自然・雑木林がある/便利さと自然の融合 

④The Someplace Factor（固有な何か） 

「川越」というブランド力/歴史/川越気質 

⑤The Comfort Factor（居心地・気候の良さ） 

気候が安定/災害が少ない/地産地消が可能/程々

の住み易さ/ほどよい/街中と自然の近さ 

⑥The Fudge Factor（意外性のあること） 

ジャズのまち/アートと音楽/寺でイベント 

 
全体セッションの様子 

	 それぞれが挙げた“川越の魅力”について、6

つの要素ごとに整理して、全体共有をしました。 

川越という街は、歴史がある一方、伝統の古い

神社や寺でコンサートをするといったアートと

融合していたり、少し足を伸ばせば、東京に行

けるし、田舎にも行けたりする。さらに、歩い

て買物にも行けるし、癒しの場である雑木林に

も行ける。新時代と旧時代、都会と田舎など相

反するものが共有できる「ほどよさ」が川越の

街の良さであることを再認識しました。 

	 この“ほどよさ”を生かした街づくりをみな

さんと、今後も考えていければと思います。 

（飯島希） 

 
※米国作家テリー・ビンデルの著書“A Good Place to Li
ve”の中で、街の魅力を構成する要素を 6つ挙げています。 
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（株）日野自動車グリーンファンド	 助成金贈呈式に参加して

 
授与式の様子 

	 11 月 13 日八王子

みなみ野にある日野

自動車 21 世紀セン

ターにおける助成金

贈呈式に参加して助

成金 50 万円をいた

だいてきました。 

	 日野自動車グリー

ンファンドは平成 3

年に発足し、「社会環

境との調和」を基本理念としています。「地球規

模で考え、足元から行動する」をモットーに助

成事業のみでなく、自主事業も手広く行ってい

ます。 

	 今年の日野自動車グリーンファンドには 60

件の応募があり、17件が助成対象となりました。

選考のポイントは地道な活動で、活動実績があ

ることだそうで、かわごえ環境ネットの活動を

認めていただき一安心です。助成先は北海道か

ら徳島まで広範囲に渡っています。ちなみに埼

玉県は 1件でした。昨年度の報告では NPO法人

流域自然研究会の「いるか丘陵ウォーキングガ

イド出版と本書を活用した自然観察会の実施」

がとても似た提案で、出版された本を購入し、

活動内容を興味深く聞いてきました。 

	 今回の助成金は 10周年の記念冊子作成（印刷

代）の一部となり、来年の総会において（仮称）

「川越の自然」冊子配布の予定です。現在原稿

をまとめていて、間もなく印刷所にお願いする

事になります。なお、冊子印刷は助成金だけで

は足りませんので、冊子希望の方には寄付をお

願いしたいと思います。趣意書を作成中ですの

で、詳細が決まりましたらよろしくお願いいた

します。 

（横山三枝子） 

北公民館かんきょう祭り

 
学校給食の現状について 

 
不老川応援歌を演奏する福原中 

 
ユーモアあふれる環境川柳 

 
広場では子供らが竹馬遊びなど 

 
こんなところは？環境などの写真 

	 	 あいアイ美術館の絵の展示 

	 	  	  

助成金贈呈書 
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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」をメインテーマに

各団体の展示や活動報告がありました。午前の

講演は、身近な食の安全と食育を学校給食の現

場からの報告を交えて学校給食課の栄養士さん

からの講演がありました。さまざまな食物に囲

まれて育った今の子供たちに、大事な栄養素を

十分に取れるよう工夫をこらしていますが、食

べ残しに苦労は多いようでした。好き嫌いの激

しい子や、食べるのに時間がかかって食べ残す

など、手のかかる子供らの実態は予想以上でし

た。将来の日本を担う子供らの健康と豊かな情

緒を育むための「食育」に、さらなる工夫と努

力が求められています。 

	 講演のあとは登録団体の演技、関係団体の展

示、子供広場などでにぎわいました。市民から

寄せられた恒例の「環境標語」「環境川柳」「環

境都都逸」「環境写真」数十点が展示され、参会

者の投票で選ばれた作品が、月替わりで披露さ

れます。「環境標語」の優秀作品は「マイカーを

	 ペダルに変えて	 風を知る」、「環境川柳」は

「くず野菜	 おかずに変える	 祖母の知恵」、

「環境都都逸」は「緑豊かで	 湧水あふれ	 こ

んな川越	 夢でない」となりました。 

	 2 階の環境活動展コーナーは、市の環境政策

課の温暖化対策と資源循環推進課のごみ減量啓

発をはじめ、リサイクル啓発関係などのグルー

プの展示と実地指導などがなされました。かわ

ごえ環境ネットは「アジェンダ 21」のチェック

シートの紹介と記入を呼びかけ、予想を超える

70人の人が協力してくれました。 

	 1 階では、リサイクルバザー、難民支援の手

づくり作品コーナー、体組成検査や骨粗しょう

症検査のコーナー、有機野菜販売があり、合唱

や大正琴、フラダンスなどの発表もあって、昨

年を上回る来館者でにぎわいました。 

外の広場を「子供広場」とし、竹馬やだるま

落としなどの昔の遊び体験を行い、かわごえ環

境ネットの会員らがアシスタントとして子供ら

の相手をしました。太陽光発電パネルでできた

電気を使ってシャボン玉をどんどんつくる装置

が人気を呼び、次々と上から降ってくるシャボ

ン玉を追いかけていました。また、菓子屋横丁

に展示されている発泡スチロールを材料に作ら

れた話題のパンダの大きな模型が置かれ、人気

を集めました。	 	 	 	 	 	 	 （武田侃蔵） 

 

こども野菜クラブの発表	 

 

新河岸川を守る会などの展示	 

 
ユニークな文句もあった環境標語 

 

太
陽
光
に
よ
る
し
勃
ぼ
ん
玉	 
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会員からの報告

自然再生に思うこと	 ‐COP10を機会に川越も生物多様性を守る自治体に‐ 

	 COP（国際いきもの会議）は国際ルールの名

古屋議定書と名古屋ターゲットの多様性保全が

決められました。2020年までに私達もこの国際

条約を守るための行動を起こさなければなりま

せん。温暖化防止と生物の多様性を守ることは

車の両輪のように互いに絆をもった条約ですが、

川越での温暖化防止の実践はかわごえアジェン

ダ 21で成果が見られますが、多様性の保全はそ

の具体策がまだ決定されておらず、川越の自然

（水田、河川、河畔林、それに雑木林）は多様

性を保全することに多くの課題を抱えています。 

雑木林を例に考えてみると、雑木林はコナラを

中心として、絶滅危惧種のキンランなどを含む

野草、それらを食草とする昆虫やその幼虫、そ

してこれらを餌として子育てをする野鳥と互い

に関係しながら生態系を形作っています。林の

活用は「くずはき」が有名ですが、10年ほど前

まではセンブリが民間薬として、チチタケやア

ミタケがうどんと一緒に食べられていました。

真竹は籠や熊手に加工され、タケノコは初夏に

食されていました。 

	 9 月 18 日“「農」と里山シンポジウム”が所

沢でありました。私たちは、里山は食料・木材

などの供給サービス、気候や防災などの調節型

サービス、レクリエーションや環境学習の文化

的サービスおよび物質生産・循環や生物多様性

の基礎的サービスを総合した生態的サービスを

受けています。三富新田で伝統的農法を実践し

ている農家は市民の力を借りて落ち葉はきや里

山の再生に取り組み、落ち葉堆肥で作った特産

品を販売して循環型農業を“持続可能な発展”

としてイニシアチブを発揮しています。 

	 私は、川越の里山、雑木林に 20年以上関わり、

雑木林の再生に取り組み、手の入らない林で常

緑低木と孟宗竹を伐採して、林床に光を当てる

ことで、植生を回復し、昆虫や野鳥が多く棲め

る林を作る努力を行っています。そして、貴重

種だけでなく雑木林の生態系を守るために、生

物の復活ができるような順応的な管理を進めて

います。 

	 自然再生は少しずつ取り組みが前進していま

すが、その再生は潜在植生に戻すこと、保護区

を設けて貴重種を保護すること、など多様性を

尊重しての自然回復を進めることが必要である

と思います。そのような取り組みを進めている

個人の頑張りをどう広げていくかがカギとなっ

ており、多くの人の参加と発言が求められてい

ると思います。 

（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＜第 9回かわごえ環境フォーラム＞ 

「すみたい街	 かわごえカフェ	 ～みんなで語ろう環境・福祉・観光など～」 

	 2000年 8月に設立されたかわごえ環境ネットの設立 10周年記念事業として、第 9回かわごえ

環境フォーラムにおいて「すみたい街	 かわごえカフェ	 ～みんなで語ろう環境・福祉・観光

など～」（タイトルを変更しました）を 2011 年 2 月 19 日（土）13:00 から東洋大学川越キャン

パスにおいて開催します。カフェのようなくつろいだ雰囲気でこれからのまちづくりを語り合

う企画です。参加者は 100名を目標としています。ぜひご参加ください。 
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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」を開催 東洋大学 

 
エコツアーガイドの表紙 

	 11月 27日（日）10時より、川越キャンパス

において、総合情報学部「環境コミュニケーシ

ョンゼミ」が主催する第 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」を開催し

ました。この行事は、大学の環境への取組に対

して理解を深めてもらう環境コミュニケーショ

ンの一環として、四季を通じて行っているもの

で、今回でほぼ 1年となります。 

	 晩秋の好天に恵まれ、35名の参加者（近隣住

民の方 12名、小瀬が担当する「環境コミュニケ

ーション論」の履修者 13名、環境コミュニケー

ションゼミのスタッフ 10名）によってツアーを

行いました。 

	 キャンパス内は、紅葉のイロハモミジ、ソメ

イヨシノをはじめ、黄葉のウワミズザクラ、ア

オハダなどがとても美しく色づいており、その

他にも赤い実のなるウメモドキやモチノキ、花

の咲くサザンカ、チャノキ、アツバキミガヨラ

ンなどが見られ、散策をした 1時間半程度の時

間に 44種類の植物を紹介しました。 

 
大越記念庭園の見事な紅葉 

 
落葉を踏みしめながら紅葉を眺める参加者 

	 今回のツアーにあたっては、ゼミ学生と指導

教員が共同で作成したフルカラーの「東洋大学

川越キャンパスエコツアーガイド 2010秋」を配

布しました。これは、総合情報学部の演習科目

「総合情報プラクティス II」における「川越キ

ャンパス生態系データベース」の成果も利用し

て、キャンパス内にある主な植物とその場所を

わかりやすく紹介したものです。 

	 環境コミュニケーションゼミでは、これから

も大学内外の環境コミュニケーションを推進す

る行事や取組を実施するとともに、地域の団体

が行う行事に積極的に参加して、双方向の環境

コミュニケーションを実践していきます。 
 
参考資料 
	 総合情報学部の演習「総合情報プラクティス II」（1年生
以上）で作成したキャンパス内の樹木種を中心とした調査

結果をオンラインで見ることができます。 
・川越キャンパス生態系データベース 2009 
（http://team-6.eng.toyo.ac.jp/practice2-2009/） 
・川越キャンパス生態系データベース 2010 
（http://team-6.eng.toyo.ac.jp/eco-database2010/） 
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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」8回目報告 クリーン&ハートフル川越

「水と緑と伝統のまち川越 12 回探訪・つい

でにクリーン」の第８回目は、歴史に残る「寛

保の大水害」のあとを訪ねました。参加者の都

合で 11 月 21 日の日曜日、9 時に南古谷駅に集

合、久下戸の県道の両側をごみ拾いしながら、

南古谷中学校方面に向かいました。秋のゴミゼ

ロデーが中止になったため、歩道の両側にタバ

コの吸殻や空き缶などが散乱しており、両手に

いっぱいのごみ袋を下げて歩きました。「ご苦労

様」と缶コーヒーの差し入れもありました。	 久

下戸地区の旧名主で、寛保の大水害に際しては

私財を投じて農民の救済にあたり、後々まで土

地の人に敬愛されている奥貫家に向かいました。

市の史跡になって奥貫友山の墓の向かいにある

「長屋門」は、鬱蒼とした屋敷林のすばらしさ

とともに、時代を感じさせる景観でした。その

前の道で休んでいると、近所の老夫婦が「ごみ

を預かります」と申し出てくれ、庭先に置かせ

てもらいました。さらにお茶のご接待に預かり、

みかんやお菓子を貰い感激しました。 

	 久下戸の氷川神社に向かう途中で新築の住宅

が並び、20戸ほどの団地はどの屋根にも太陽光

パネルが設置されたエコ住宅でした。川越市で

の宅地のスプロール化の実態を垣間見ました。 

久下戸の氷川神社は、由緒ある神社でした。境

内入り口左側に築山がありましたが、9m 以上

あるこの高さまでの大洪水が押し寄せたそうで

す。この「寛保の大水害」について「明治生ま

れの婆さんらは首まで水に浸かった」と聞かさ

れたと、境内にいた氏子さんの話でした。 

	 次いでビン沼を見ようと廻りましたが、道沿

いにずっと金網がめぐらされ、ビン沼萱沼（か

いぬま）公園まで河川敷に入れませんでした。

この公園は、築山や芝生もある憩いの場所です

が、交通の便も悪く人影を見かけませんでした。 

	 ついで川越東高校へ向かう道で、庭先に赤ん

坊の頭より大きい柚子（シシユズ）がなってい

ました。「珍しいですね」と話しかけると、気前

良く枝からもぎ取ってみんなに分けてくれまし

た。3度目のご接待に感謝の極みでした。 

	 川越東高校のグランドなどは、運動部員の練

習の声が響いていました。その先から新興住宅

街になり、用水堀が汚れているのは問題でした。 

	 古谷地区の守り神である古尾谷八幡神社と、

隣り合う天台宗の潅頂院に参りました。川越市

内では歴史的に大事な神社と仏閣ですが、訪れ

る人もなく、支えてきた農家も少なくなった今

後を心配しながら解散しました。	 （武田侃蔵） 

 
南古谷中学校の学校菜園 

 
太陽光発電パネルがある新住宅地	 

 
塚の前の由来を示す立て札 

 
奥貫家の歴代の墓と長屋門 

 
寛保５年の大水害９ｍ余の高さの塚 

 
古尾谷八幡神社 
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流域・近隣市の環境活動

新河岸川流域をめぐる動き	 視点の異なる 3つの会合の報告 
◆県土事務所「新

河岸川流域川つく

り懇談会」 

	 11月 6日（土） 

朝霞市のリサイク

ルプラザ会議室で、

埼玉県総合治水事

務所主催による第 8回の「新河岸川流域懇談会」

が、朝霞・川越・飯能の各県土事務所の河川関

係の幹部職員と、関係地域の多数の市民団体、

国の荒川下流河川事務所も加えて開かれました。

かわごえ環境ネットからも 5人が参加しました。 

	 最初に、「アユのすめる川」を「川づくり」の

指標としている埼玉県環境科学研究所の金沢主

任研究員の講演があり、今後の川づくりの方向

に貴重な助言が得られました。 

	 ついで、3 県土事務所管内の主要河川工事の

本年度事業紹介が順次行われ、そのなかの「水

辺再生 100プラン」工事は、地元との折衝状況

も含めて報告されました。 

	 ついで、朝霞県土事務所関係で「越戸川の水

辺再生 100プラン」について、和光市の市民団

体と県土事務所とのワークショップで計画を練

り上げた粘り強い話し合いの経過が報告されま

した。他市でも参考になるところでした。 

	 川越県土事務所では、川越市内の赤間川公園

から城下橋までの 1800 メートルにわたって行

われた工事の経過と、その後の管理状況などを、

かわごえ環境ネットの武田副理事長が報告しま

した。「賑わいの創出」をめざした今回の再生工

事ですが、今後の川の管理のあり方について、

市民を巻きこんだ検討が待たれます。最後に飯

能県土事務所管内で、日高市の巾着田周辺の高

麗川再生工事の経過が報告されました。 

	 休憩後に、川づくりに市民団体と県土整備事

務所との協働のあり方について意見交換を行い

ました。市民団体の間での相互理解と見解の一

致が必要だとの発言がありました。（武田侃蔵） 

◆新河岸川流域川づくり連絡会 

	 新河岸川等を所管する荒川下流河川事務所主

催の平成 22年度の「第 3回新河岸川流域づくり

連絡会」が、11月 12日（金）17時から、朝霞

市産業文化センター会議室で開かれました。か

わごえ環境ネットのほか、NPO法人エコシティ

志木など 7団体で情報交換をしました。 

	 第 7 回の「川でつながる発表会」を平成 23

年 2月 13日（日）、北区の荒川知水資料館 AM

OA で開き、小型巡視船に乗って新河岸川と荒

川の合流点などを見学する案が出され、大筋を

了承、今後 PRすることにしました。（武田侃蔵） 

◆「新河岸川の歴史と景観を巡るサイクリング」 

	 舟運で栄えた新河岸川の再生を、景観の視点

から魅力を発見し、川作りに生かそうとすすめ

られている「新河岸川広域景観プロジェクト」

の今年度のイベントが、11 月 16 日に行われま

した。主催は「新河岸川広域景観づくり連絡会」

で、事務局を埼玉県田園都市づくり課の景観担

当がつとめワークショップを企画しました。 

	 昨年度作った「新河岸川サイクリングマップ」

を使い、川越市から和光市までの各地から、流

域中央の富士

見市の総合体

育館に集まり

ました。 

	 川越からは

仙波河岸史跡

公園を 9時半

に 6人で出発、途中の景観等を再度検証しなが

らサイクリングの魅力を味わいました。 

	 会場では、参加団体がそれぞれの視点で良い

景観とその維持発展のための方策などをグルー

プごとに発表し、最後に新河岸川の流れを書い

た紙の前で写真（上）を撮り、新河岸川の魅力

発見への努力を確かめ合いました。（武田侃蔵） 

流域懇談会 
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近隣市の環境行政	 富士見市

	 3駅周辺を路上喫煙禁止地区に 

1）富士見市美化推進計画を策定 

 
図	 富士見市の美化推進重点地区	 

	 平成 19年に、議員提案による「富士見市をき

れいにする条例」を制定した富士見市では、富

士見市環境施策推進市民会議を中心に市民啓発

を進めてきました。この効果を上げるために、

昨年から市民、事業者も参加した「富士見市美

化推進計画検討委員会」を立ち上げて協議を重

ね、本年 4月に「富士見市美化推進計画」を策

定しました。 

	 基本方針として①始めよう	 目を向け気づく

	 まちの美化②育てよう	 一人ひとりの	 美化

意識（捨てる人から拾う人へ）③取り組もう	 

「きれい」を守る	 美化活動④広げよう	 チー

ムワークで	 美化活動を掲げ、「富士見市環境施

策推進市民会議」を中心に啓発活動を進めてい

ます。10月 1日からは、図のように市内 3駅周

辺を美化推進重点地区に指定し、区域内の道路

を路上喫煙禁止区域とし、吸殻の落ちていない

きれいな街をめざしています。 

2）ふるさと祭りで「環境問題啓発展」など 

 
写真 富士見ふるさと祭り「環境問題啓発展」の様子 

	 富士見市では、10月 23日に「‘10富士見ふる

さと祭り」が行われました。環境部会では、富

士見市環境施策推進市民会議が中心となり、エ

コキャップ回収やごみ分別クイズ、環境問題啓

発展（写真）等で環境問題についての市民啓発

を図りました。また来場者に「路上喫煙禁止」

等の啓発用ティッシュを配布し、制度の内容を

きめ細かく PRしました。    （武田侃蔵） 

川越市からのおしらせ

平成 22年度版かわごえの環境（第 4号）の公表と意見募集 環境政策課

	 「平成 22年度版か

わごえの環境（第 4

号）	 第二次川越市

環境基本計画年次報

告書」が完成しまし

た。（会員の皆様には

本号と併せて送付さ

せていただきます。） 

また、施策・事業の

推進と計画の見直し

に反映させるために、同報告書に対する意見や

提案を募集しています。募集の締切は 2011年 1

月 31日（月）で、同報告書の中にある意見様式

に、ご意見及び住所、氏名等の必要事項を明記

し、環境政策課まで提出ください。 

	 なお、川越市ホームページからも閲覧、意見

の提出ができます。 

提出先・問い合わせ：川越市環境政策課 

Tel.049-224-5866, Fax.049-225-9800  

E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 
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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（※まだ人数に空きがあります。

よろしくお願いいたします。） 

【経費】無料 

【申込み】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。 

 

 
前回の講座の様子 

星空観察の集い 環境政策課

	 大気の観察活動（星空観察）を行い、大気環

境への関心を高め、環境に対する意識の向上を

図ることを目的に実施します。プラネタリウム

の上映や星空観察をします。 

日時：2011年 1月 29日（土）17:30-20:00 

会場：児童センターこどもの城 

（川越市石原町 1-41-2） 

対象：市内在住・在勤で小学生以上（小学生は

保護者同伴） 

定員：40人 

申込：2011年 1月 7日（金）午前 9時から環境

政策課（049-224-5866）へ 
 

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 第 8回理事会を 11月 30日（火）に 6名の出

席者、5名の委任者により行いました。 

	 埼玉県の主催する「さいたま環境賞」に本会

が応募することにしました。一方、低炭素地域

づくり全国フォーラム実行委員会が主催する

「低炭素地域づくり全国フォーラム」への応募

は見送りました。応募等を考慮し、活動の効果

を定量的に計ることを検討することにしました。 

	 川越市より第 9期川越市環境審議会委員の推

薦依頼があり、横山副委員長を推薦しました。 

	 会費が未納となっている個人会員 4名につい

ては、会報を年度末までお送りしながら、引き

続き納入のお願いをしていくことにしました。 

	 10周年記念事業について、すべての会員事業

者に対して環境活動報告集発行のための協賛の

お願いをすることについて了承しました。また、

12 月から 2 月 19 日まで記念冊子発行のための

寄付金を募ることについて了承しました。 

	 個人会員 3名を入会確認しました。会員数は

11 月 30 日現在で、個人 104、民間団体 33、事

業者 31、行政 1の計 169となりました。 

（小瀬博之）
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社会環境部会

	 11 月 10 日（水）の例会は、新しく入会され

た方も加わり 8名が参加して行われました。冒

頭、理事会の概要報告と月刊かわごえ環境ネッ

ト 11月号について意見交換をしました。月刊か

わごえ環境ネットの内容も充実し、川越市周辺

の情報も掲載され、会員に広く読んでもらい行

動の一助として下さいとのこと。 

1）地球温暖化対策グループ 

・斎藤さんが作成した「夏のエコライフ DAY」

集計結果の表について渡辺さんから説明があり

13 日の北公民館かんきょう祭りで掲示するこ

とにしました。 

・ナチュラル・クリーニングで大掃除＝「強力

洗剤が下水処理に影響」＝について松岡さんか

らの資料を報告しました。それは、強力な洗剤

が処理場の微生物を弱らせ処理が遅れ、分解で

きなかったものが川に流れ、水道水に戻ってく

る可能性があるとのこと。また川だけでなく海

までが汚染されてしまうとのこと。 

	 フローリングは、使用済み紅茶のティーパッ

ク 3個を 1Lのお湯で煮出し雑巾で拭きあげる。

また、トイレ、窓ガラス、レンジ周り、などの

掃除は、まめにすることで強力な洗剤を使わず、

環境にやさしい洗剤や掃除グッズを使いきれい

にする裏技があるとのこと。 

2）環境保全･資源化推進グループ 

・資源循環推進課との打合せで、生ごみの堆肥

化として久喜宮代衛生組合の微生物による処理

システムについて出席された益子課長も関心を

もたれました。早い機会に協働で見学会を行う

よう推進することにしました。 

・水辺再生 100プランとして南小畔川が完成、1

1月 27日に披露されました。川越では、工事が

完了しているものも含めこのほか新河岸川、御

伊勢塚、伊佐沼が選定されていますが、いずれ

も工事完了後の維持管理が課題になっています。 

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の結

果報告がありました。エコマネーの利用を地域

に浸透させる為にはさらなる推進が必要である

とのことです。 

・新河岸川（川越市民のやすらぎ）	 きれいな

川へのごみ拾い	 11 月 27 日（土）にふじみ野

市の市民団体と協働で行われました。 

4）そのほかの議題 

北公民館かんきょう祭り、エコドライブ講習会

および環境施設めぐりなどの行事について確認

しました。 （社会環境部会代表	 原嶋昇治）

自然環境部会

	 10月 12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 6名の参加

で行いました。 

	 10 月 22 日（金）は、池辺公園において定例

の植物調査を行いました。詳しくは、記事をご

覧ください。 

	 10 月 24 日（日）は、アースデイ・イン・川

越立門前に自然環境部会から 3名の参加で、活

動状況のパネル展示とクイズラリーを行いまし

た。 

	 10 月 31 日（日）は、地質めぐりを行いまし

た。詳しくは、記事をご覧ください。 

	 11月 5日（金）は、仙波河岸史跡公園におい

て、定例の植物調査及びパトロールと水質調査

を行いました。 

	 11月 6日（土）は、古谷地区の江遠島緑地を

流れる麦生川において、川越市環境政策課が主

催する、水辺ふれあいイベントに講師として自

然環境部会より 3名が協力参加しました。 

11 月 9 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 6名の参加

で行いました。 

 	 11月 12日（金）は、川越市役所 7G会議室

に於いて、11 月度・自然環境部会が 12 名の参
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加で開催されました。最初に、部会が初めての

方が出席されたので各自の自己紹介から始まり

ました。続いて、活動テーマの進捗状況と今後

の予定の報告と質疑応答が行われました。次に、

環境政策課より 11月 6日（土）に開催した古谷

地区の江遠島緑地での水辺ふれあいイベントの

結果報告と12月より4回にわたって開催予定の

「シイタケ・堆肥・森づくり」の参加要請があ

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
	 11月 12日（火）第 7回、12月 2日（木）に

第 8回実行委員会を開催しました。ここでは主

に第 8回の審議結果について報告します。 

	 冊子発行のための(財)日野自動車グリーンフ

ァンドから 50 万円の補助金を受領したとの報

告がありました。 

	 記念冊子は、11月末で第 1回投稿を印刷所に

行ったことが報告されました。 

	 記念冊子（仮称）「川越の自然」1500 部発行

のための寄付金を 1口 1,000円、20万円の目標

額を設定して実施することにしました。趣意書

を配布して 12月の部会から 2月 19日のかわご

え環境フォーラム当日までに実施することにし

ました。 

	 環境活動報告集 300部発行の協賛金は、全て

の事業所会員に前年度冊子ととともに依頼する

ことにしました。目標金額を 20万円としました。 

	 会場となる東洋大学の食堂及び事務との折衝

を 12月中に行うことにしました。カフェ参加費

を 300円、懇親会会費を 1,500円と定めました。

1 月中旬を目処に関係方面へ案内することにし

ました。 

	 ワールドカフェは、参加しやすいわかりやす

い名称と広範な内容を明確にすることを意図し

て、タイトルを「すみたい街	 かわごえカフェ

	 ～みんなで語ろう環境・福祉・観光など～」

として実施することにしました。年末送付の郵

送資料でフォーラムのちらしを送付することに

し、イベントのイメージとなる写真を収集する

ことにしました。 

	 ワールドカフェの講師（話題提供者）候補者

を決定し、交渉することにしました。音楽を交

えた内容とする予定です。 

	 フォーラムまでのスケジュール、進行につい

て検討しました。時間と進行について確認しま

したが、具体的な検討は次回以降行うことにし

ました。かわごえカフェは、開催 1週間ほど前

までの事前申込制として、ちらしに申込書も含

めることにしました。また、開催までに招待状

をメール等で送付することにしました。 

	 環境活動報告集への応募は 10 件となってお

り、12 月 21 日のレポート締切まで応募を継続

することにしました。編集は、年明けに横山・

賀登・渡辺の 3委員で行うことになりました。 

（実行委員長	 小瀬博之） 

 

おしらせ

第 6回ワールド・カフェ・サロンを 12月 9日（木）に開催
	 本会では、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。 

	 最終回となる今回は、「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周年記念事業のかわごえ

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：12月 9日（木）10:00-12:30（受付 9:40-） 

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） 
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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、12月 6日（月）

（開催 3日前）までにお申込みください。 

月刊誌発行 50号記念	 広報委員会主催の忘年会を 12月 16日に開催
	 おかげさまで、月刊かわごえ環境ネットは、

本号で第 50号を迎えました。これを記念して、

広報委員会では忘年会を開催します。日頃の活

動をお伺いしながら、広報の役割を再確認した

いと考えております。また、みなさま方にとっ

て懇親の場となることを期待しております。会

員のみなさまは、ぜひお気軽にご参加ください。 

日時：12月 16日（木）18:30-20:30 

場所：初かり亭本店 ホール 

（川越市宮元町 61-4） 

会費：3,300円（酒類なし）、3,800円（酒類あり） 

送迎バス：17:45 川越駅、17:55 本川越駅、18:1

0市役所前、18:20到着 

申込・問い合わせ：12月 9日までに広報委員長

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

 

 

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（12月 21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

「かわごえカフェ」、夜は懇親会（10 周年記念

式典）を行います。 

	 『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については、期限を

延長することにしました。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。 

	 応募方法など、詳しくは事務局に問い合わせ

または第 9回かわごえ環境フォーラムホームペ

ージ（http://forum.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）

●社会環境部会（2010年 12月度） 

日時：12月 8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 1月 12日 

★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 

●自然環境部会（2010年 12月度） 

日時：12月 10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 1月 14日 

◆広報委員会（2010年 12月度） 

日時：12月 14日（火）8:30-9:30 

場所：川越市資源化センター事務所側 2階会議

室（川越市鯨井 782-3） 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：12月 14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 1月 11日。 

★忘年会 

日時：12月 16日（木）18:30-20:30 
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場所：初かり亭本店 ホール 

（川越市宮元町 61-4） 

会費：3,300円（酒類なし）、3,800円（酒類あり） 

送迎バス：17:45 川越駅、17:55 本川越駅、18:1

0市役所前、18:20到着 

申込・問い合わせ：12月 9日までに広報委員長

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

◆理事会（2010年度第 9回） 

日時：12月 21日（火）9:00-10:30 

場所：川越市役所本庁舎 7B会議室 

◆10周年記念事業実行委員会（第 9回） 

日時：12月 21日（火）10:30-12:00 

場所：川越市役所本庁舎 7B会議室 

会員・関係団体の主催行事

●特定非営利活動法人 

武蔵丘陵森林公園の自然を考える会 

問い合わせ：谷津弘子（Tel.049-224-9118） 

☞森林公園かんさつ会 

◆12月 19日（日）・26日（日）当会主催 

	 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 

	 冬越しに訪れたカモやエナガなどの野鳥や、

越冬中の昆虫を観察します。植物の解説は同じ

く大田先生です。 

◆1月 9日（日）公園と当会の共催 

	 参加費無料、入園料大人 280円（団体料金）、

65 歳以上 200 円。公園南口休憩所 10 時ごろ、

終了 15:30 ごろ。日本野鳥の会の安西英明さん

を講師に、冬の雑木林で野鳥や冬越しの昆虫を

観察します。植物の解説は大田先生です。 

●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 

◆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。 

◆1月 8日（土）9:30からの作業 

雑木林の手入れ・落ち葉掃き・豚汁 

	 今後、2 月 12 日は雑木林の手入れ、3 月 12

日は、雑木林手入れ	 焼き芋・スープ・あそぼ

うパンを予定。 

●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） 

◆12月 7日（火）・16日（木） 

◆1月 4日（火）・20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） 

◆12月 12日（日）・1月 9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） 

◆12月 25日（土）・1月 22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。ポイ捨てごみ拾いと落書き消し

実施。11:30 に旧織物市場へ集合。感想聞いて

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 9回 

◆12月 18日（土）9:00-15:00 

	 9 時鶴ヶ島駅東口集合、東洋大学構内の森と
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庭園、市民の森第 1号地、旧鎌倉街道、新しい

名細市民センター、八幡神社の湧水、大堀館跡

などの西部地区探訪。15時鶴ヶ島駅解散。ボラ

ンティア保険加入のため、参加者は 12月 15日

までに武田（090-2521-5770）まで連絡を。 

6.「新河岸川清掃第 2弾」 

◆12月 19日（日）9:00-11:30 

	 新扇橋、旭橋、川崎橋の各右岸に集合。11月

27 日の清掃で十分にできなかったところがあ

ります。新年を前に、再度きれいな新河岸川へ

の挑戦。ボランティア保険加入や道具等準備の

ために 12月 15日までに参加者は武田の携帯に

連絡のこと。 

●(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） 

◆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。 

◆1月 9日（日） 

	 雄のカモたちは繁殖羽に着飾り、雌の気を引

くために求愛のダンスをして、雌との番をつく

ります。ユリカモメは、数百羽を越す群で優雅

な姿を見せます。林では、ジョウビタキ、モズ、

アオジ、カシラダカ、コゲラなどの小鳥たちが

群れています。 

☞「河川環境講習会＆入間川クリーン作戦」 

◆12月 12日（日）13:00-15:00 

	 入間川菅間堰近くの河原の環境調査と研修を

行い、合わせてごみ（テグス）拾いを行います。

集合は、伊佐沼蓮見橋 12:30、菅間緑地駐車場 1

3:00。この事業は、埼玉県生態系保護協会 川越

坂戸鶴ヶ島支部が、武州ガスの助成事業として

企画され、第 2回が 2011年の 2月 13日に行わ

れます。 

広報委員会から
●「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。 

	 2011年 1月号（No.051，12月下旬発行予定）

の掲載原稿は、12 月 10 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 

◆広報の号数を 3けたに設定したとき、遠い道

のりと感じましたが、その半分である 50号を達

成しました。これを祝って忘年会を行います。

私も出席しますのでご参加ください。（こせ） 

◆かわごえ環境ネットの10周年を迎えた今年もあとわず

かとなりました。環境をめぐる課題は山積していますが、

これに取り組む体制は十分とはいえません。エコライフに

しても、水と緑の自然の回復にしても、ごみの減量にして

も、一人一人の行動の積み重ねによって成果が問われます。

なんとしても一人でも多くの参加者が求められています。 

	 われわれの活動のたびに、いつものおなじみのメンバー

ばかりが集まり、なかなか新顔の参加がありません。われ

われ古手の態度が悪いのか反省しています。10 周年を機

に初心にかえって新人の意気込みで新年を迎えたいと思

います。今年1年ご協力ありがとうございました。(KT) 
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イベントカレンダー（12月 5日~1月 26日） 
日 月 火 水 木 金 土 

12/5 
 

6 
 

7  
◎13:30まち
美化啓発運動 

8 
●15:00社会
環境部会 

9 
◎9:30里山保
全ボランティ

ア育成講座 
★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

（県事業） 
12/12 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 
◎13:00河川環境
講習会＆入間川

クリーン作戦 

13 
 

14 
◆8:30広報委
員会 
★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 
●18:30忘年会 

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 

12/19 
◎9:00新河岸
川清掃第 2弾 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

20 
 

21 
◆9:00理事会 
◆10:30 10周
年記念事業実

行委員会 
○「第 9回かわ
ごえ環境フォ

ーラム」レポー

ト投稿締切 

22 
◎9:30里山保
全ボランティ

ア育成講座 

23 
天皇誕生日 
◎9:30「歳末市
内中心部まち

美化」＆「市

内中心部落書

き消し」 

24 
 

25 
◎13:30まち
美化啓発運動 
 

12/26 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

27 
 

28 
 

29 
 

30 31 
 

1/1 
元日 

1/2 
 

3 
 

4 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5 
 

6 7 
 

8 
◎9:30おいし
く楽しく農業

体験 
1/9 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 
◎10:00武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

10 
成人の日 
◎10:00成人
式会場クリー

ン啓発運動 

11 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

12 
●15:00社会
環境部会 

13 
◎9:30里山保
全ボランティ

ア育成講座 

14 
●15:00自然
環境部会 
○本誌 2月号
原稿投稿締切 

15 
◎9:00水と緑と
伝統のまち川越

12回探訪・つい
でにクリーン 

1/16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
◎13:30まち
美化啓発運動 

21 
 

22 
◎9:30里山保
全ボランティ

ア育成講座 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

★：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。 
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