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これまでの 10年間を振り返り 10年後を考える機会に 

 
2020年は温室効果ガス排出 1990年比-25%の社会です。どんな環境像を描きますか？ 

 

	 新年あけましておめでとうございます。2011（平成 23）年が、みな

さまにとって充実した 1年になるよう、心より祈念申し上げます。 

	 さて、2000（平成 12）年 8月 5日に設立したかわごえ環境ネットも、

10周年という節目を迎え、設立 10周年記念事業として、2月 19日（土）

に「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～」を、東洋大学川越キャンパスにおい

て開催します。 

	 この行事の開催によって、これまでの 10年間を振り返るとともに、

これから 10年先の望ましい環境像を共有して、共通の目標をもって、

環境保全活動を推進していきたいと考えています。 

	 ゆったりとした気分で喫茶と音楽を楽しみながら、狭い意味での

「環境」だけでなく、福祉や観光などの生活や川越の産業に直結する

テーマや、防災や交通などの地域のまちづくりに関する話題など、さ

まざまな関心をもつ方々が集い、テーブルを囲んで語り合うことで、

その答えを見出したいと考えています。みなさまのご参加を心からお

待ちしております。 

	 本会ではもう一つの設立 10周年記念事業として（仮題）『川越の自

然』の出版を、5 月の総会開催時の完成をめざして進めております。

現在の川越の自然の様子が、地区ごとにフルカラーの写真と図でまと

められ、自然観察に必携の本ができます。出版に際して必要な費用を

賄うために、2月 19日まで寄附を募集しております。ご寄附いただい

た方の氏名・企業名を冊子に掲載して出版時に進呈いたします。部会

や会合を通して募集しておりますので、ぜひご協力ください。 

かわごえ環境ネット理事長	 小瀬博之 
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小野浩さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（31）
	 今月の個人会員の地域環境活動を聴く方は、川鶴

地区にお住まいの小野浩さんに決め、お電話でご都

合を伺い伊勢原公民館の会議室にて、様々な環境活

動をお聴きしました。小野浩さんとは、福祉体験ス

クールボランティアグループ活動で、ご一緒してい

る仲間でもあり、気軽にお聴きできる時間が過ごせ

ました。小野さんの環境活動のきっかけは、何時か

ら始められたのですか・・・から、お聴きしました。

「長く会社勤めの転勤族でした。生まれは、三重県

伊勢市。神奈川県川崎市にあるプラスチック原料を

作る会社に勤め、川崎市での独身寮生活から始まり、

横浜、石岡、会津、仙台、金沢での社宅生活を経て、

川越の関係会社で定年前の 58 歳で退職しました。」

「最初の川崎市住まいの頃は、スモッグ多き町で有

名なっていましたね。」「川越市に転勤直後は、鶴ヶ

島に住んでいましたが、間もなく川鶴地区に住まい

を替えて、今に至っています。」「当初勤めていた工

場では、ポリエチレン、ポリスチレンなどの原料製

造でしたが、最後の勤務だった川越市の関係会社で

は、工業用プラスチックの精密成型に取り組み、金

型つくりまで手掛けました。」「プラスチック製品は

顧客からの品質要求が厳しく、不良品も大量に出し

たことなどがあり、環境維持のためには今にして思

えば反省の多い仕事でした。」「退職後は、環境、福

祉、教育に興味を持ち、様々な行事や講座に顔をだ

していろいろな情報に接するうちに、鯨井中学校、

霞ヶ関東中学校の相談員を引き受けたのが、地域活

動の始まりでした。」 

 
市民環境活動の旗振りを語ってくれました 

	 「地域活動として川越の衛生委員を引き受けたの

が、本格的な地域環境活動の始まりになりました。」

「平成 10年にリサイクル推進委員制度が 50名で発

足、その一員として参加しました。」「その後、衛生

委員制度とリサイクル推進員制度が統合され、かわ

ごえ環境推進員制度となり、協議会の会長を 18年度

から 2年間、旗振り役として務めました。」「かわご

え環境推進員は、各地域に全体で約 850名が川越市

長から委任されて配置されています。」「市民への環

境啓豪を行う活動を展開するように勧めました。」

「何事も働きかけが大切で、計画を立て、形になっ

てゆくのが楽しみですね。」このあたりの感性は、私

の環境活動と一致することになり、お聴きしながら

うなずきが多く出ました。 

 
<ゴミ出しお手伝いし隊>が集めたごみ 

	 「かわごえ環境ネットには、組織としての加入は

見送り、個人会員として参加。」「推進委員には環境

ネットで得た情報を機会あるごとに伝えていまし

た。」「特に環境に対する市民の関心を高めることを

心がけ、アースデイの展示参加。そして、映画館へ

の足運びとして、環境映画会を川越スカラ座にて開

催しました。」「題名は<不都合な真実>で、ゴア元ア

メリカ副大統領の地球温暖化に取り組む姿を中心に

したドキュメンタリー映画でした。多くの市民に地

球環境への関心を寄せてもらえました。」「地域の自

治会役員も引き受けており、地域の高齢者支援とし

て、「お手伝いし隊」を結成し、地域住民への声掛け、

ごみ出し等のお手伝いを行っています。」現在、体調

を崩しており、体と相談しながら身近な所での活動

となっています。」「これまでに体験してきた環境活

動等で溜めて来た資料を残せればと考え、整理して

いるところです。」お聴きするうちに、小野さんの温

かい人柄が浮かび出た、市民環境活動が聴けました。 

（2010年 11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

「小江戸のエコを語り合うワールド・カフェ・サロン」第 6回（最終回）開催報告
	 12月 9日（木）に最終回となる第 6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 7名を含める 19名（大

学生 8名、主婦 3名、男性 8名）の参加者とと

もに、「魅力ある街とは～観光・環境・福祉をみ

つめて～」について語り合いました。 

 
テーブルを囲んで語り合う様子 

	 本サロンは、来年 2月 19日に開催されるかわ

ごえ環境ネット設立 10周年記念事業「かわごえ

カフェ」のリハーサルと位置づけて行いました。

テーブルごとに「観光」「環境」「福祉」「交通・

街デザイン」のテーマを設定し、そのテーマに

ついて 3ラウンド話し合いをしました。 

問 1・2：「（低炭素化が実現と仮定）すみたいと

思う街は、各テーマがどのような充実した街で

すか？」 

問 3：すみたい街に近づけるためには、何が障

害になっていますか？それを改善するために

は、何が必要ですか？ 

◆全体セッション 

全体セッションでは、対話中に書いた模造紙を

見せながら、各テーブルホストがテーマについ

て、充実した街とはどういうものか、そのため

には何が必要なのかを発表してもらいました。 

①「環境」がテーマのテーブル 

	 環境といっても、自然環境、社会環境などが

あります。メンバーは、「人間環境」にフォーカ

スして話がすすみました。現在の自然環境への

負荷原因は、便利になりすぎたことにより、家

に閉じこもり、孤立化が原因であると仮説をた

てました。つまり、人と人とのつながりが希薄

になった人間環境を改善することが、自然と人

間とのバランスを取り戻すことになり、そのた

めには、コミュニケーションを活発にすること

が大事であると結びました。 

②「観光」がテーマのテーブル 

	 現在は観光客のための観光地づくりとなって

いる感が強いが、理想は、住民参加の観光地づ

くりである。低炭素化が実現した未来では、歩

いて楽しい街、歩いて買物できる街を作ること

が、住民も観光客も楽しめる。それにはやはり

人と人とのつながりが鍵になるうえに、後継者

を育てるという世代と世代をつなぐことも重要

であると結びました。 

③「福祉」がテーマのテーブル 

	 高齢者への福祉サービスを充実するのではな

く、理想は、寝たきりや病院通いとは縁遠い元

気に出歩ける高齢者を増やすことが理想である。

そのためには、やはり普段からコミュニケーシ

ョンを盛んにしておくことが重要であると結び

ました。 

④「交通・街デザイン」がテーマのテーブル 

	 低炭素化が実現した未来にとっては、公共交

通が充実していることが重要。そのためには車

社会から転換しなければいけない。LRTや路面

バス、パークアンドライドなどへの転換が必要

だが、それには不便を感じざるを得ないだろう

という意見が多く、具体的な良策は見つからな

いまま時間が終了してしまいました。 

	 テーブル毎に話し合うテーマを変えたものの、

「人と人とのつながり」が共通のキーワードで

あったことが非常に興味深く思いました。 

なお、テーブル毎にテーマを設定して行ったワ

ールドカフェでしたが、それによる混乱はなく、

むしろ、テーマが絞れたこと、強制的にテーマ

が変わることで視野が広くなるという意見をい

ただきました。終了後、みなさまからいただい

たアンケート結果をもとに改善点を探り、本番

のかわごえカフェの成功へむけ取り組みたいと

思います。           （飯島希） 
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エコドライブ講習会 かわごえ環境ネット・川越市環境政策課

	 昨年に引続きエコドライブ教習会が、農業ふ

れあいセンターで 11月 14日行われました。今

年は、川越市環境政策課とかわごえ環境ネット

の共催になりました。本会会員は、不慣れのと

ころスタッフとして 6名応援しました。 

	 参加者は 12名で 3人 1グループの 5台の車で

実地教習を行いました。まず、通常の運転で伊

佐沼周辺 3km を一回りしてから研修室に戻り、

スライドで「エコドライブの必要性、操作方法」

について講義がありました。再度、実践走行を

行いました。特に、参加者の中には、普段操作

してないアイドリングストップ、ふんわりアク

セルについて戸惑った様子の方もいました。そ

の後、研修室に戻り運転操作以外で日常注意す

べき点について説明がありました。参加者の運

転データを平均すると教習後の走行は、燃費改

善率が 11.7%という結果が出ました。参加者の

うち 19.2km/Lという方もいました。グループ毎

に、同乗した指導員から各人のデータによる説

明があり、あわせて、エコドライブ以外の地球

温暖化防止対策の実施例について意見交換があ

りました。参加者が成果を広めていただけると

ありがたいと思います。 

（原嶋昇治）

 
運転走行前の風景 

 
講師の話を熱心に聴き入る参加者 

「低炭素まちづくりフォーラム in埼玉“冷やせ！彩の国”」県内の環境団体集めて開催

 
かわごえ環境ネットと川越市の展示 

 
	 さやま環境ネットの展示 

 
太陽光発電分科会の発表

「低炭素まちづくりフォーラム in 埼玉“冷や

せ！彩の国”」 

	 埼玉県が毎年開いている「冷やせ彩の国」運

動の表彰と、9 回続いた「環境まちづくりフォ

ーラム・イン埼玉」を継承したイベントが「低

炭素まちづくりフォーラム in埼玉“冷やせ彩の

国”」と銘打って、11月 20日に大宮ソニックシ

ティ市民ホールで関係環境団体や県民が参加し

て開かれました。 

	 午前 10時開会後の講演は、東京大学大学院新

領域創成科学研究科環境学専攻教授の松橋隆治

さんの「低炭素社会の実現に向けて」でした。

約 1時間の話から、県民啓発の大切さを痛感さ

せた講演でした。次の表彰では、埼玉県知事賞

に、新座市内の小学校に緑のカーテン事業を進

めた「環境まちづくり地域協議会 inにいざ」に、

メディア賞：埼玉新聞社賞は、工場内の配電盤

に緑のカーテンの覆いをつけた「共同印刷鶴ヶ
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島工場」が、メディア賞：テレビ埼玉賞は涼エ

コライフ&暖エコライフの推進をすすめた「さ

いたま市環境会議」がそれぞれ受賞しました。

ほかに「鴻巣の環境を考える会」など 6団体が

コメンテーター賞を受けました。その他、アイ

デア部門賞、ポスターコンテストと表彰と続き

ました。 

	 午後は、県央地域が担当した「生物多様性分

科会」、東部地域担当の「暮らしのエコ分科会」、

西部地域（川越）担当の「太陽光発電分科会」、

西部地域（新座）担当の「環境教育分科会」に

分れて発表と討論を重ねました。 

	 第 3分科会の太陽光発電部門では、米澤代表

のあいさつのあと、埼玉県温暖化対策課の原田

英一主幹の「太陽光発電の普及拡大に向けて」

と題し、埼玉県の積極的の推進体制を解説しま

した。続いて、太陽光発電に民間の立場から積

極的に取り組んでいる NPO 法人さやま環境市

民ネットワークの桑原さんが「太陽光発電施設

のメンテナンス」など豊富な経験からのアドバ

イスがありました。ついで市民の寄付や助成金、

補助金で「市民太陽光発電」設置の過程を同じ

狭山市の児玉さんから報告があり、12月に点灯

するまでの苦心が語られました。 

最後に、かわごえ環境ネットが地球温暖化対策

地域協議会で環境省に登録していますので、そ

の立場から川越市の太陽光発電施設の設置に積

極的な施策を紹介するとともに、かわごえ環境

ネットの幅広い活動を武田副理事長が報告しま

した。 

 

西埼玉温暖化対策ネットワーク（略称西温ネッ

ト）の設立 

	 2010 年 3 月に川越市で開かれた「「第 9 回環

境まちづくりフォーラム・埼玉」に参加した、

川越市を中心にした10市2町の関係者が集まっ

て、相互の連携と行政への働きかけを強める組

織として「西埼玉温暖化対策ネットワーク（略

称西温ネット）」を立ち上げる総会が、12月 12

日（日）に川越市大東南公民館で開かれました。 

	 最初に埼玉県環境科学国際センターの米倉研

究員の「地球温暖化の現状と必要な対応」と題

した記念講演がありました。そのあと、設立総

会に移り、会則を承認、役員を選出しました。 

	 かわごえ環境ネットの米澤忠弘さんが会長に、

狭山市の土淵昭さんが事務局長になり、川越・

所沢・狭山・入間・飯能・坂戸・鶴ヶ島・日高・

ふじみ野・富士見・毛呂山・三芳の 10市 2町の

関係者でスタートしました。 

 （武田侃蔵）

環境施設めぐり 社会環境部会

 
施設の概要説明に聴き入る参加者 

 
埋立地 498,000m3

・10年後に満杯 

	 社会環境部会の 2010（平成 22）年度啓発事業

として、寄居町の埼玉県環境整備センターの施

設見学を企画しました。11 月 26 日に、市の広

報を見て参加した人を含めて 29 人が参加して

行われ、施設見学のあと川の博物館、自然の博

物館に立ち寄り環境について理解を深めました。 
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	 定刻前 8時 35分川越駅西口を出発、高速にの

り嵐山小川 ICを下り寄居に向かいました。途中、

新しい工場を車窓から眺めながら整備センター

に到着しました。丘陵の緑が伐採されるのを見

て複雑な気持ちになりました。 

	 2006（平成 18）年 6月にグランドオープンし

た事務所棟で説明員より 1時間ほどビデオによ

る施設概要説明がありました。広大な敷地には

8 社の資源循環工場が新鋭の設備を使って、環

境に配慮したそれぞれのリサイクル事業を行っ

ています。特に最終処分場は、排水、空気など

の汚染がないように埋立地の 2重防水シートや

水質検査の徹底など十分な配慮がなされており、

寄居町の住民が抜き打ち検査をする体制になっ

ているとのことでした。 

	 施設見学した 2社のうち、オリックス資源循

環(株)では、スイスの「サーモセレクト社」が

開発したものを JFEエンジニアリングが技術導

入し、改良したもので、最新のガス化溶融炉式

の装置により最終処分場に依存せずに完全に再

資源化し、真のゼロエミッションに貢献すると

のことでした。再資源化物には、スラグ（建設

資材に）、メタル、金属、酸化物、工業塩、水、

硫黄、ガス、電気すべて再利用されています。 

	 (株)アイル・クリーンテックでは、業務用食

品残渣をパレット式自動管理システムにより、

約 50日間かけて堆肥化し、さらに農家で使いや

すいような加工をして有益な堆肥として販売し

ており好評とのことでした。残念なことにいず

れの工場も内部見学はできませんでした。 

	 川の博物館では、荒川源流から東京湾まで 17

3km の地形を 1000 分の 1 に縮尺した日本一の

大型模型で県内の地理の勉強ができました。川

の国埼玉（川の面積日本一、川幅日本一）と言

われているのもうなずけます。 

	 長瀞にある自然の博物館では、大昔、この長

瀞まで海だったとのことで多くの化石が展示さ

れていました。また、博物館周辺の紅葉も真っ

盛りでした。帰りの車窓からも秩父の紅葉を満

喫できました。帰りに道の駅に立ち寄り無事帰

着しました。整備センターで厳しい社会環境問

題にふれ、また博物館で豊かな自然環境を学び、

充実した 1日でありました。 

（原嶋昇治）

中心市街地まち美化活動 社会環境部会

	 12月 23日（祝）9:30-12:00に、社会環境部会

まち美化グループが主催する川越中心市街地ま

ち美化活動が開催されました。参加者は、本会

から 6名、東洋大学学生 48名（環境コミュニケ

ーション論履修者の総合情報学部 2年生 39名、

環境コミュニケーションゼミの総合情報学部

1・2 年生 5 名[1 名の授業履修者を含む]、環境

建設学演習 III 履修者の環境建設学科 3 年生 4

名、その他総合情報学部 2年生 1名）、そして私

（小瀬）の計 55名でした。 

	 本会として 2003年から行っている活動で、雨

で中止となった2007年を除き今年で7回目とな

る恒例のイベントですが、今回は、東洋大学で

私が実施している環境コミュニケーション論の

授業の趣旨「大学生として、地域との環境コミ

ュニケーション活動に取り組んでもらい、社会

が求める組織の環境コミュニケーションのあり

方を体得してもらう。」に沿って、授業の一環と

して取り組んでもらいました。 

	 今回は多数の参加があったので、6人単位の 8

班を編成し、各班を 3人ずつのグループに分け

て、2 人がトングを持ってごみ拾いを行い、1

人がごみの数を品目別にカウントする調査活動

も行いました。 

	 9:30 に本川越駅前交番を集合した参加者は、

10:00 ごろから割り当てられたエリアのまち美

化活動を行い、11:30 までに無事旧川越織物市

場に到着しました。各ルートと調査結果は次の

とおりです。 

l  第 1班：本川越駅交番前→中央通り→一番

街→一番街の裏通り→旧川越織物市場 

l  第 2班：本川越駅交番前→川越市駅→六軒
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町交差点→県道さいたま日高線→中央公

民館→旧織物市場 

l  第 3班：本川越駅前交番前→東照宮中院通

り→喜多院→浮島神社→富士見櫓跡→川

越郵便局前→武家屋敷前→七曲り→旧川

越織物市場 

l  第 4班：本川越駅前交番前→脇田町交差点

→赤心堂病院前→川越駅北側踏切→東武

ホテル前→川越市駅入口→脇田町交差点

→本川越駅前 

l  第 5班：本川越駅前交番前→クレアモール

→modi 前→八幡通り→出世稲荷神社前→

連雀町繁栄会商店街→旧川越織物市場前 

l  第 6班：川越駅西口周辺エリア 

l  第 7班：川越駅東口周辺エリア 

l  第 8班：県立川越高校周辺エリア 

	 私の加わった第 3班は、住宅地中心のエリア

であったためか、ごみが相当少なめでしたが、

グラフで他の班の結果も含めてまとめると、と

ても作業がたいへんだったことがうかがえます。

駅前は、住民よりも通行者が多いため、掃除を

する人が足りないことがわかる調査となりまし

た。 

	 55 名の参加者で拾ったごみの数は 2,685 個

（吸いがら 1,281 個、紙類 528 個、その他可燃

ごみ 268個、かん 155個、びん 17個、ペットボ

トル 55個、その他不燃ごみ 196個）、落書き・

張り紙等の発見 30 個、放置自転車の発見 312

台になりました。 

	 これだけの大規模な調査は、この事業では初

めてのことで、学生の協力により果たすことが

できました。本会の役割である普及、啓発活動

に、この結果を活用していきたいと考えていま

す。             （小瀬博之）

 
本川越駅前を出発 

 
まち美化活動の様子 

 
終了後の集合写真

 

 
まち美化活動の集計結果 
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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」9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 9回目は、12月 18日（土）、鶴ヶ島駅

東口に集まり、6人で出発しました。駅舎は鶴ヶ島市

の中かと思いましたが、まだ川越市の管内でした。線

路沿いの道は、しばらく清掃されていないようでした。

東洋大学に近づく道からはきれいになっていました。 

	 新西門から「こもれびの道」を通り、昔の雑木林の

姿を思いながら構内に向かいました。小瀬理事長が企

画した「東洋大学川越キャンパスエコツアーガイド2

010秋」のパンフレットを参考に、大越記念庭園など

をぐるっと廻りました。見事な赤松の伸びやかな姿を

見上げ、厚く積もった足元の落葉をサクサクと踏み歩

き、自然のたたずまいを堪能しました。 

	 東門を出て、隣の「市民の森第1号地」に向かいま

した。敷地に入ってすぐに少し窪んだ道らしいものが

ありましたが、地元の歴史研究グループの手づくりの

案内が立っていました。鎌倉街道の一部であるとあり

ましたが、上州の新田義貞が「いざ鎌倉」と馬を走ら

せたのでしょうかと、しばしの歴史談義に時を過ごし

ました。「市民の森1号地」は、時期はずれとは言え、

人っ子一人いない寂しさが残念でした。 

	 旧名細公民館は埋蔵文化財の資料室に転用されて

いるようでした。その横を通って近くの八幡神社に立

ち寄りました。川越市内で、一番豊富な湧水が出てい

るところだといわれていますが、池は水をいっぱいた

たえて、下の水田に流れる水路に音を立てて落ちてい

ました。石段を登って神社に参拝、裏から名細市民セ

ンターへ向かいました。今年4月に開設した出張所と

公民館との総合施設でした。そこまでに集めたごみを

センターのごみ集積所に預けました。 

	 ついで、大堀山館跡に向かいましたが、途中で、道

路の右側が坂戸市の中小坂、左側が川越市の下広谷で

した。昭和 30年の合併の際に問題があったのでしょ

うか。地元の人に聞きましたがわかる人はいませんで

した。隣り合う下小坂は川越市です。なお、「なかこ

さか」「しもこさか」と読んでいましたが、「おさか」

と読むのが正しいことだとわかりました。 

	 まっすぐ北上して、圏央道近くに大きな森の塊が見

られました。ひっそりとした忘れられた史跡も、圏央

道の建設、霊園の建設で急ぎ埼玉県や川越市の遺跡指

定を受けて、やっと最近市民の関心を呼ぶようになり

ました。しかし、広い敷地内は歩くのに苦労する雑然

とした荒地のままでした。早く、史跡らしい整備が待

たれます。周りをめぐり、市境の大谷川沿いに鶴ヶ島

駅に戻りましたが、新興住宅地が雑然として、自然環

境保持を痛感した探訪でした。   （武田侃蔵） 

 
東洋大学の中庭の龍舌蘭の前で 

 
鎌倉街道の名残を感じさせる窪道 

 
名細の八幡神社の豊富な湧水の池 

 
大堀山館跡の説明板の前で 

 
史跡内の藪の中に小さな祠が 

 
里川の面影がなくなった大谷川
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「水辺再生 100プラン」南小畔川現場披露会報告 
「水辺再生 100プラン」南小畔川現場披露会 

	 埼玉県は、平成 20年度から地域の方々と協力

して川の再生に取り組んでいます。このたび、

水辺再生 100プランの一つである川越市内の南

小畔川で 11月 27日（土）に現場披露会が開催

されました。この行事は、日ごろから南小畔川

に親しまれている地域のみなさまに再生された

姿をお披露目し、今後も愛着を持って南小畔川

を守り育てていっていただくために開催したも

のです。 

	 披露会には、県土整備部遠藤副部長をはじめ

川越市石川副市長、地元自治会、上野育成会、

河川愛護団体、川越市霞ヶ関西中学校の生徒、

川越市霞ヶ関西小学校の児童など約 150人が参

加しました。記念行事では、魚の放流や笹舟流

し、記念植樹などが行われました。今後も、県

民誰もが川に愛着を持ちふるさとを実感できる

「川の国	 埼玉」を実現するため、「川の再生」

のムーブメントが広がるよう、地域の方々とと

もに取組んでいく気運が生まれました。 

	 式では、県土整備部遠藤副部長、地元川越市

石川副市長が挨拶しました。遠藤副部長は、あ

いさつの中で、「この南小畔川を含む県内 100

か所の川のリーディング事業として再生し、さ

らに「川の再生」を県内に拡げていきたい。こ

の事業によりこの水辺空間が、今後ますます地

域の皆様に遊びや憩いの場所として親しまれ、

地元川越市や地域のみなさまが中心となってよ

い環境を守り育てて欲しい。」と述べ、川の再生

への協力を求めました。また、石川副市長は、

「この事業は、川辺空間を取戻し、人々の安ら 

ぎと憩いの場を提供するものでありたいへん素

晴らしいと考えている。市としても県や地域の

みなさまとともに“水辺環境のあるまちづくり”

を引き続き進めていきたいと思っている。」と述

べました。さらに、地元愛護団体の EMネット

ワーク小畔の会長から、今後の活動方針などこ

の川に対する思いを込めた決意表明がされまし

た。その後、上野育成会の皆さんによる太鼓の

演奏が行われました。 

	 また記念行事では、再生されたふるさとの川

「南小畔川」で元気に育つよう願いを込めて、

生徒や児童が副部長、副市長、県議会議員など

と一緒にウグイ 700匹の小魚を放流しました。

その後、笹舟流しや、記念植樹が行われました。 

（参考）南小畔川再生のポイント	  

	 南小畔川では、川越市笠幡地区（河南橋付近）

は、勾配が急であるため川底の土砂が流れ下り、

川の中に段差が生じ、魚などの水生生物がかく

れる場所がなくなり、上下流への移動もしにく

い状況でした。 

	 そこで、川底に石を並べるとともに一部の水

面をいっぱいに拡げ、川の営みにより土砂が移

動し、自然に淵などの魚のすみかとなる場所が

できやすくしました。さらに、訪れた方がより

川を身近に感じ、子供でも安全に遊ぶことがで

きる河原や遊歩道などの整備が行われました。 

（原嶋昇治）

 
子どもたちがウグイの小魚を放流するところ 

 
開会式の様子 
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近隣市の環境活動

入間市の環境パートナーシップ組織「入間市環境まちづくり会議」

	 「入間市環境まちづくり会議」は、今年で発

足 9年目を迎え、市民参加の環境活動が活発に

行われています。「みんなのごみ部会」「地球温

暖化防止部会」の部会を中心に会員も 420人、

市内で活動センターに正式に登録されている環

境団体は 26団体となっています。しかし、各団

体間の情報交換や交流の不足が会員のあいだで

話題になり、平成 22 年 12 月 11 日、熱心な 6

団体が集まってはじめての交流会を開き、意見

交換をしました。 

	 参加したのは「NPO法人	 加治丘陵山林管理

組合グループ」「いるまねこの会」「不老川流域

かわづくり市民の会」「環境ネットワーク市民の

会」「NPO 法人バーブレスフック普及協会」「E

Mネット埼京入間支部」でした。各団体の活動

紹介のなかで、不老川にはメダカがいるのに、

霞川にはいないのはどうしてかが話題になりま

した。結局、不老川はメダカを放流しているこ

とが判明しました。片方では当たり前と思いな

がら、他方では気づかないような例がたくさん

あることがわりました。 

	 また、一番の悩みは①新しい協力者がなかな

か現れない②同じような活動をするグループが

あるようだが、お互いの活動状況が判らない③

市民活動の活性化のために、行政がもっと仲介

の労をとって欲しい等の意見が出されました。

この機会に、今後とも交流を重ねていくこと 

が決まりました。      （武田侃蔵） 

川越市からのおしらせ

平成22年度版川越市地球温暖化対策地域推進計画年次報告書の公表と意見募集 環境政策課

	 川越市では、地球温暖化対策を総合的かつ計

画的に推進していくことを目的として、平成 21

年 3月に「川越市地球温暖化対策地域推進計画」

を策定しました。このたび、この計画に掲げる

目標や重点プロジェクトの進捗状況をまとめた

年次報告書を作成しましたので公表します。ま

た、事業の推進と見直しに反映させるため、同

報告書に対する意見や提案を募集しています。 

	 募集の締切は平成 23年 1月 31日（月）で、

同報告書の中にある意見様式に、ご意見の内容

及び必要事項を明記の上、環境政策課まで提出

（郵送、FAX等）してください。なお、市ホー

ムページからも閲覧できます。 

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 

 

理事会・専門委員会からの報告

理事会／設立 10周年記念事業実行委員会
	 第 9回理事会と第 9回設立 10周年記念事業委

員会は、12 月 21 日（火）に続けて行いました

ので、まとめて報告します。 

理事会 

	 理事会では、川越市から川越市協働事業審査

委員会委員の推薦依頼があり、横山三枝子副理

事長を推薦することにしました。また、設立 10

周年記念事業に関する進捗状況の報告を行いま

した。会員は、個人会員が 1 名入会、1 名退会

となり、会員数は 12月 20日現在で、個人 104、

民間団体 33、事業者 31、行政 1の計 169と前月

と同じとなりました。 

	 原嶋昇治理事より、水辺再生 100プランの南

小畔川現場披露会について報告がありました。

理事へのアンケート回答への協力と、今後の活

動への協力依頼がありました。 
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設立 10周年記念事業実行委員会 

	 設立 10周年記念事業実行委員会では、2月 1

9 日に行われるプログラムの概略の決定、環境

活動報告集の編集日（1月 13日）と編集者の決

定、それに伴う最終の原稿提出期限（1月 7日）

の設定、予算収支の確認、かわごえカフェの講

演者内諾の報告、ちらし・ポスターの作成の状

況報告、会場との打ち合わせ（12月 17日実施）

結果報告、当日のスタッフスケジュール及びキ

ャスティングの検討、かわごえカフェのテーマ

についての検討を行いました。テーマについて

は、実行委員会とは別に、これまでワールド・

カフェ・サロンに参加してきた 6名で企画会議

を設置して 1 月 14 日・25 日に検討することに

なりました。次回の実行委員会は、1月 27日に

会場の下見を兼ねて東洋大学にて実施すること

にしました。 

	 なお、みなさまへお伝えする事項については、

すべて本誌「おしらせ」に掲載しましたのでご

覧ください。         （小瀬博之）

社会環境部会

	 12月の例会は、8日（水）に新参加者も加わ

り、10名で行いました。設立記念事業としての

自然観察ガイドブック「川越の自然」発行にあ

たり 1 口 1,000 円の寄付をお願いし、そのお礼

として 1口に付き 1冊進呈することになった旨

報告し協力を求めました。募集期限は、2月 19

日です。また、ワールドカフェは、参加者 100

名を予定していますので、誘い合わせのうえ参

加をお願いしました。また、環境フォーラムに

おける環境活動報告集のうち社会環境部会とし

ての掲載記事について調整しました。 

1）地球温暖化対策グループ 

・「冬のエコライフ DAY」のチェックシートは、

各公民館などに配布のため2,000部を用意する。 

・齋藤さんより、水車を回す「小水力発電」に

取り組む山梨県都留市へ視察結果について説明

がありました。直径 6m の水車により年間 108

MWhの発電があるとのこと。 

2）環境保全･資源化推進グループ 

・埼玉県環境整備センター見学会における自然

発酵による堆肥の製造「パレット式自動管理シ

ステム」について意見交換を行いました。 

・水辺再生 100プランとして南小畔川の完成式

があり、その後の維持管理体勢について検討を

進めています。近隣の住人が楽しく活動できる

ような提案ができるようにしたいと思います。 

3）まち美化活動グループ 

・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、旭橋～川崎橋間に

20名が参加しました。付近の自治体や企業のボ

ランティアの協力がありました。第 2 回は 12

月 19日（土）9時旭橋集合で実施しました。 

4）その他の議題 

	 次年度より部会は、第 2 金曜日 13 時より 15

時になります。（社会環境部会代表	 原嶋昇治）

自然環境部会

	 11 月 15 日（月）は、鯨井の資源化センター

及び、なぐわし公園（計画地）周辺の湧水堀や

水田において、植物の県民参加モニタリング調

査を行いました。 

	 12月 3日（金）に予定していた、池辺公園の

保全活動（キツネノカミソリの種蒔と落ち葉溜

めづくり）は、雨のため延期しました。 

	 12月 10日（金）は、川越市役所 7G会議室に

おいて 12月度・自然環境部会が 12名の参加で

開催されました。今回は、特に議題がなかった

ため、今後の活動日程の調整を行いました。そ

の結果、なぐわし公園（計画地）南側湧水堀の

護岸工事に関する川越市と工事業者との現場打

ち合わせを 12月 13日（月）に実施すること、



月刊 かわごえ環境ネット	 2011年 1月号	 No.051 

- 12 - 

川越市森林公園計画地での植物調査を 1 月 11

日（火）に実施すること、雨で中止した池辺公

園での保全活動を 2月 4日（金）に実施するこ

とが決まりました。最後に事務局より、「川越の

自然」出版への寄付金協力願いの説明がありま

した。   （自然環境部会代表	 大辻晃夫） 

 

 

おしらせ

2月 19日のかわごえ環境フォーラム「すみたい街 かわごえカフェ」参加者 100名募集

 
「すみたい街 かわごえカフェ」参加者募集 

	 かわごえ環境ネットでは、設立 10周年記念事

業のメインイベントとして、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~」を 2 月 19

日（土）13:00-16:30に東洋大学川越キャンパス

 学生ホール・食堂棟で開催します。 

	 行事に先立ち、参加者を会員内外から 100名

募集することにしました。1月 5日（水）から 1

月 21日（金）までに文末のあて先にお誘い合わ

せの上、申し込みください。 

	 かわごえカフェは、ワールド・カフェという

対話方法を採り入れています。カフェにいると

きのようなリラックスした雰囲気の中で、喫茶

と音楽を楽しみながら、テーマに集中した対話

を行うことができる手法です。具体的には、メ

ンバーの組み合わせを変えながら、4 人前後の

小グループで話し合いを続けることにより、あ

たかも参加者全員が話し合っている効果が得ら

れます。 

	 今回のイベントでは、タイトルのとおり「す

みたい街」をテーマに環境、福祉、観光などに

ついて語り合います。 

	 申し込みは、①氏名、②住所、③電話番号、

ファックス番号、E-mailアドレスを明記し、か

わごえ環境ネット事務局（川越市環境政策課環

境推進担当）へファックス又はメールにて申し

込みをお願いします。問い合わせも承ります。 

Fax.049-225-9800 

E-mail: cafe@kawagoekankyo.net 

（カフェ・懇親会参加専用アドレス） 

	 参加費は、お茶代・お菓子代として 300円を

いただきます。当日お支払いください。 

「設立 10周年記念パーティー」の開催 

	 なお、本行事では、17:00-19:00 に設立 10 周

年記念パーティーを同所にて開催します。こち

らも同時にお申し込みください。会費は、飲食

代として1,500円を当日会場にていただきます。 

環境活動報告会の開催 

	 また、同日午前（9:00 開場、9:30 開会、10:0

0-12:00実施）は、かわごえ環境フォーラム恒例

の環境活動報告会を開催します。こちらは事前

申込不要で参加費は無料です。詳しくは、次号

にてお知らせいたします。
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（仮題）『川越の自然』発行に対する寄附のお願い

	 かわごえ環境ネットでは、設立 10周年記念事

業として、（仮題）『川越の自然』（フルカラーA

5 版 160 ページ）を 5 月の本会総会時に刊行す

る予定です。川越で見られる動植物などを地区

ごとに写真と地図を用いてわかりやすく解説し

ており、今後、川越で自然観察をする方必携の

本となります。また、現在の川越の自然を後世

に伝える記録としての側面も持っています。 

	 自然に関して地区ごとにすでに原稿の入稿を

ほぼ終えて、印刷の工程に入ろうとしています。 

	 この出版事業は、財団法人日野自動車グリー

ンファンドの助成をいただいて出版するもので

すが、出版には多くの費用がかかることから、1

口 1,000 円で個人及び事業者からのご寄附をい

ただいて、冊子に芳名及び貴社名を掲載すると

ともに、1口あたり 1冊を進呈するものです。 

	 寄附につきましては、2月 19日に実施される

かわごえ環境フォーラムの会場まで実施するこ

とになっており、それまでに社会環境部会や自

然環境部会等の会合においても理事等がご案内

申し上げます。また、かわごえ環境ネット事務

局窓口（川越市役所本庁舎 5階、環境政策課窓

口）でも受け付けております。 

	 本件についての問い合わせは、かわごえ環境

ネット事務局（Tel.049-224-5866, Fax.049-225-9

800,E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.

jp）までお願いいたします。 

 

 

かわごえ環境フォーラム「環境活動報告集」へのレポート投稿最終期限は 1月 7日必着
	 2月 19日（土）開催の「かわごえ環境フォー

ラム」において発行を予定している「かわごえ

環境活動報告集」へのレポート投稿及び発表申

込は、最終期限を 1月 7日（金）必着とさせて

いただきます。翌週にはページ組みなどの編集

工程に入りますので、何卒ご協力をお願いいた

します。 

	 応募し忘れている方がいらっしゃいましたら、

忘れずにご投稿ください。詳しくは事務局に問

い合わせまたは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）

◆広報委員会（2011年 1月度） 

日時：1月 11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：1月 11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 2月 8日。 

●社会環境部会（2011年 1月度） 

日時：1月 12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 2月 9日。 

◆かわごえカフェ企画会議（第 1回） 

日時：1月 14日（金）11:00すぎ-12:00 

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（2011年 1月度） 

日時：1月 14日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

	 2月は第 2金曜日が祝日のため 18日（金）15:

00-17:00に開催します。 

◆理事会（2010年度第 10回） 

日時：1月 25日（火）9:00-10:30 

場所：川越市役所本庁舎地下階 修養室 

◆かわごえカフェ企画会議（第 2回） 

日時：1月 25日（火）10:30-12:00 
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場所：川越市役所本庁舎地下階 修養室 

◆設立 10周年記念事業実行委員会（第 10回） 

日時：1月 27日（木）10:00-13:00 

場所：東洋大学川越キャンパス 学生ホール・食

堂棟 1階学生食堂（川越市鯨井 2100） 

★設立 10周年記念事業 かわごえ環境フォーラ

ム「環境活動報告会」「すみたい街 かわごえカ

フェ」「設立 10周年記念パーティー」 

日時：2月 19日（土）9:30-19:00 

場所：東洋大学川越キャンパス 学生ホール・食

堂棟 1階学生食堂（川越市鯨井 2100） 

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 

◆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。植物の解説は太田先生です。 

◆2月 13日（日）・16日（水）当会主催 

	 公園南口休憩所 10：20頃集合、15：00頃迄 

参加費 200円、入園料大人 400円、65歳以上 2

00円。昼食、観察用具、雨具持参。雨天決行。 

見所：ルリビタキやジョウビタキなどの野鳥と

冬越しの昆虫を観察します。植物の解説は太田

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 

◆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 

◆2月 12日（土）9:30からの作業 

雑木林の手入れ 

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。 

	 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） 

◆1月 4日（火）・20日（木） 

◆2月 1日（火）・17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） 

◆1月 9日（日）・2月 13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） 

◆1月 22日（土）・2月 26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. 成人式場及び周辺クリーン活動 

◆1月 10日（祝）11:00-15:00 

	 11時川越総合運動公園入口右広場集合（前月

号で 10時集合は誤り）。15時まで広場及び周辺

を清掃。路上喫煙とポイ捨て防止を PR し、ク

リーン活動しながら啓発。 

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 10回 

◆1月 15日（土）9:00-15:00 

	 9時 JR的場駅改札集合、伊勢原団地、御伊勢

塚公園、水鳥の郷公園、小畔川観察、尾崎神社、

さざんか通り、浅間神社、川越西高校、北小畔

川、延命寺、笠幡駅 15時解散予定。参加希望は

1月 13日までに武田（090-2521-5770）まで連絡

を。 
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●(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） 

◆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。 

◆2月 13日（日） 

	 一番寒い時期ですが鳥達は元気です。北の国

や、山にいた鳥は寒さを逃れ、里で冬を過ごし

ます。それを狙ってワシやタカの仲間が現れま

す。温かい服装で参加ください。終了後、ご希

望の方は菅間堰へ移動。13：00から「河川環境

講習会」＆テグス拾いをします。続いてご参加

下さい。12月に続いての催しです。 

☞「河川環境講習会＆入間川クリーン作戦」 

◆2月 13日（日）13:00-15:00 

	 2 回目の催しで、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 13:00。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１回が 2010年の

12月 12日に行われました。 

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 2月号（No.052，1月下旬発行予定）

の掲載原稿は、1月 14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 

◆12 月 26 日、新潟県長岡市山古志地区に向か

う途中で編集しています。こちらは大雪が降っ

た後の状態です。関東地方とは真逆の天気で、

不便を強いられるわけですが、この積雪が中越

の環境を支えています。川越も 12月に大雨が降

り不便がありましたが、雨に感謝して生活する

意識も持ちたいものです。（こせ） 

◆年改まり、かわごえ環境ネットも 11年目を迎

えます。2月 19日に開かれる第 9回のかわごえ

環境フォーラムは、実質 10周年記念イベントに

なります。本誌の 12ページに案内が載っていま

すが、今回は講演とかシンポジウムのようなや

り方ではなく、参加者が主役の“ワールドカフ

ェ”方式を取り入れました。何回かの試行を重

ねて、一歩進めた“かわごえカフェ”と銘うっ

て行います。100 人を超す人を集めて話し合う

ことから、新しい人の繫がりが生まれ、かわご

え環境ネットの活性化につながるものと期待は

高まるばかりです。会場は広く使えるので、ネ

ットの会員が全員参加しても大丈夫のようです。

団体から 1人２人と出て欲しいものです。 

	 合わせて、５月の総会までには出来上がる、

記念誌“川越の自然”にも期待が高まります。

現在の自然を生かし、さらに水と緑を復活させ

て“住みたいまちづくり”の指標となるのでは

と思います。「この大事な自然を残せ」と言う

我々の意見が反映される年になるだろうと、夢

はふくらみます。飛躍・発展の年へ！（TK） 
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イベントカレンダー（12月 29日~2月 26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。 

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	 

◎11:00成人
式会場クリー

ン啓発運動 

11 
◆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 

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 
◆11:00かわごえ
カフェ企画会議 
●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 
○かわごえカ

フェ申込期限 

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 
◆9:00理事会 
◆10:30かわごえ
カフェ企画会議 

26 
 

27 28 29 
◎17:30星空
観察の集い 

1/30 
 

31 
◎川越市報告

書 2件意見募
集締切 

2/1 
 

2 3 4 5 

2/6 
 

7 
 

8 9 
●15:00社会
環境部会 

10 11 
建国記念の日	 

12 
◎9:30おいし
く楽しく農業

体 

2/13 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 
◎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 

14 
 

15 16 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

17 
◎13:30まち
美化啓発運動 

18 
●15:00自然
環境部会 

19 
かわごえ環境

フォーラム 
★9:30開会・環
境活動報告会 
★13:00すみた
い街 かわごえ
カフェ 
★17:00設立10
周年記念パーテ

ィー 
2/20 
 

21 
 

22 23 24 25	 26 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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