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２００１かわごえ環境ネット事業計画のあらまし 
 先の総会で決定した、事業計画の大要に基づく具体的な活動項目が姿をあらわしてきましたのでお

知らせします。なお、実施に当っての詳細は、各担当部門で逐次詰めていきますので事務局へお問合

せください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かわごえ環境ネット活動項目（既実施を含む） 
     件名（略称）             予 定     担当部門 
１．ｱｰｽ･ﾃﾞｲ･ｲﾝ･川越へ出展        ９/ 22（土）   全  体 
２．ﾌｲｰﾙﾄﾞﾜｰｸ；新河岸川と湧水を訪ねて ９/ 29（土）   自然環境ｸﾞﾙｰﾌ  ゚
３．第5回音風景保全全国大会参加    10/19（金）   全  体 
４．ﾌｲｰﾙﾄﾞﾜｰｸ；不老川と福原雑木林     10 ~ 11月    自然環境ｸﾞﾙｰﾌ  ゚
５．施設見学会（場所未定）          11 月      社会環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
６．第2回ごみアンケート調査        11~ 12 月     社会環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
７．川越  環境法令等研修会         1 ~ 3月         社会環境ｸﾞﾙｰﾌ  ゚

 ◇かわごえ環境ネットの目的に則った、県や市の催す行事、会員通信には一部しか掲載できない加入団体の行

事などについては、事務局等からその都度お知らせしますので、ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの形成にお役立てください。 

ｱｰｽ・ﾃﾞｲ・ｲﾝ・川越２００１出展報告 
 今年のｱｰｽ･ﾃﾞｲ･ｲﾝ･川越は、晴天に恵まれ、川越水上公園で開催されましたが、かわごえ環境ネット

も後援に名を連ね、専用ブースを確保して会の展示を行いました。 
 展示は社会環境ｸﾞﾙｰﾌﾟと広報が中心でしたが、個人会員が展示した、「生ごみ処理用ミミズコンポス

ト」と「暮らしの安全（ﾁﾗｼ）」が当日の参加者の注目をあびました。 
 生ごみ処理容器コンポストや電気式生ごみ処理容器は、市でも補助金を出して推奨していますが、

海外から普及し出したミミズ（貧毛類の環形動物、生ごみ処理にはシマミミズが適しているといわれ

る。）の家庭用コンポストは未だ珍しく、特に渡辺さん手作りの市販の収納箱を利用した低コスト型は

興味津々で、大人から子どもまで目を丸くしてミミズを見たり、熱心に説明を聞いていました。 
 川越の郊外で、「お宅のミミズは元気？」「あたしが最近ﾀﾞｲｴｯﾄを始めたら家のミミズも痩せてきた

わ」なんて会話が聞かれるようになるかもしれません。（みみずのたわごと） 「私にもできる暮らし

の安全」と題した、中山さんのﾁﾗｼも早々に品切れとなり、見本に展示した環境にやさしいグッズの問

合せも多く、関心の深さがうかがえました。‐吉‐ 

 新河岸川と湧水を訪ねて      第2回自然環境ｸﾞﾙｰﾌﾟフｲ―ルドワーク 

９/２９（土）、「残したい、復活したい自然を求めて」をテーマに、新河岸川の畳橋から旭橋間を中心
に会員３３名が参加して実施しました。その結果は追って自然環境ｸﾞﾙｰﾌﾟで取りまとめのうえ報告さ

れます。 
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    団体会員の紹介                  

川越 巨樹 古木の会       連絡先 〒350‐1103 霞ヶ関東５－２０－１５ 

                     会 長  金 子  晃  ℡ 049‐232‐1982 

 川越市内で、何百年もの年輪を重ね、川越の地域と歴史を見続けてき

た巨樹、古木。 
 仲間と共に四季折々に探訪、巨樹の生き続けた環境と歴史を樹の下で

語り合い、会報も発行しています。 
 現在、会員は 30 名ほど、日曜、祭日に駅前に集まり、会で作った探
訪コース入りのマップで歩き、巨樹に会うことを重ねています。 
 テレビや新聞等にも紹介され、会員以外でも巨樹・古木に興味を持た

れた人が多数参加、巨樹への関心が広まっています。 
 「なぜこの木が生きているのか、木を見ながらそんな想像を膨らませ

るのも楽しい…」金子さんの言葉を付け加えておきます。 

 

雑木林に親しむ会         連絡先（事務局）  過(ｽｸﾞﾙ)昌司 ℡ 049‐246‐1155 

                    会 長  吉 岡  正 雄  

 雑木林は人の手で作られ、維持されてきた身近な自然で
す。そんな自然にもっと親しみたくて、皆で会を作り１４

年になりました。（会員数18名） 会のモットーは、会員
の親睦と交流を柱に、雑木林にこだわりつつ、何でも興味

を持ち、ワイワイと観察を続けています。その上視野を広

げるために“花や民俗”を求めて、南は屋久島北は礼文島

等々を歩いて、多様な自然を見つめ触れてきました。 
 福原の雑木林は、アカシデの芽吹きから始まり、林の至

宝－キンラン・ギンランの珍しい草花、新緑は渡り鳥の美

しい鳴き声、そして夏の涼しい緑陰。足元の秋の花が終わると、林は一瞬の彩りとなり、一年の役割

を終えた葉が散って、林は雑木のまとまりの美しさを保ちます。そんな中を歩くと陽だまりのうれし

さがあります。落ち葉を堆肥に、カヤを屋根葺きに、薬草を民間薬に、キノコをうどんの付け合せに、

と農村生活に結びついた利用がなされていました。人の手が入ることできれいな林となり、多くの草

花が咲き、野鳥がさえずり子育てすることができます。 
 私たちは飽きもせずに、こんな林を見続け、その結果を手引きや報告集として、雑木林の良さを知

ってもらうための努力を積み重ねてきました。 
 福原の雑木林を守る手立ては、地域にあった伝統的な方法で農業との結びつきを回復させることで

す。それで美しく蘇らせることができるのです。そのために楽しみながら等身大の活動を息長く続け

て、農家との連帯を広めることが基本だと考えて、落ち葉かきや下草刈を実施し、その結果がどう植

生に影響しているのかを観察し続けています。ささやかな活動ですが、いくらかでも役に立てばと考

えています。 
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   会員の広場（一言コーナー） 
 まず参加しよう！           環境ネットの果たす役割 
 私は大東公民館を拠点とした、“きんもく   ｱﾒﾘｶ・ｲﾝﾃﾞｲｱﾝ族の物事の決め方は、「これで 
せい“という女性ｸﾞﾙｰﾌﾟに所属し、このｸﾞ  孫の代まで大丈夫か」ということだそうです。 
ﾙｰﾌﾟが加入している川越市女性団体連絡協   環境問題の視点からみると、とても先進的な 
議会を代表して環境ﾈｯﾄに参加しています。  考え方だと思います。 
 “きんもくせい”は、月一回の定例会の   私達の社会はどうでしょう。経済発展とひき 
ほか、他機関で開催される講演会や行事に  かえに失った生態系や自然について国もその保 
参加しています。主に水や植物からの生活、 全や再生にようやく目を向け始めたところです。 
身体への影響など身近な環境問題を学習し   ダイオキシン問題で有名になったくぬぎ山の 
ています。                里山再生事業計画は記憶に新しいところですが、 
 環境ﾈｯﾄでは、理事会、社会環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ   ここに至る道のりは大変だったと思います。 
の会合に出席し、その内容を連絡協議会の   産廃処理場の黒煙が噴出している時期に雑木 
機関紙に発表するなどして報告しています。 林のトラスト運動を展開した人々の強い意志と 
 活動をより活性化し、加入者のよきﾊﾟｰﾄ  行動が積み重なって、行政を動かしたのです。 
ﾅｰｼｯﾌﾟが形成され、環境ﾈｯﾄが個人､ 団体    川越には、くぬぎ山につながる雑木林もあり、 
を問わず、市民全体のものとなり、人にや  入間川、小畔川の豊かな水辺もあります。 
さしく暮らしやすいまちづくりに貢献でき   これらが子、孫の代まで痛めつけられないで 
ればと、ささやかな努力を続けています。  いてほしいと願っています。 
 まず参加して、目を開き、耳を開き口を   そのためにも環境ﾈｯﾄの果たす役割は重要です。 
開き、そして手を出し足を出しましょう。   それぞれ地道な活動をしてきた市民団体の願い 
          （理事 佐野康子）  と情報をﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞし実現に向けることが大切と 
                     考え､私もその一助になりたいと参加しています。 

＜環境キーワード＞                     （個人会員 賀登 環） 

環境ホルモン（endocrine disrupters）                         
 環境省が環境ﾎﾙﾓﾝの疑いがあ 
るとした化学物質の例 
＜化学物質＞    ＜主な用途＞ 
ダイオキシン類       ―― 
ﾎﾟﾘ塩化ビフェニール（PCB）   電気製品 

ヘキサクロロベンゼン（HCB）  殺菌剤 

ぺンタクロロフェノール（PCP）  防腐・除草剤 

DDT             殺虫剤 
ノニルフェノール       界面活性剤 

ビスフェノール A      樹脂原料 

フタル酸ブチルべンジル     プラｽチック可 

                    塑剤 

 人や動物の体内に取り込まれると生殖機能を損ねたり、悪
性腫瘍などを引き起こす恐れがあるといわれる化学物質のこ
とで、正式には外因性の「内分泌かく乱化学物質」という。 
 環境ホルモンの一部は、女性の卵巣から分泌される女性ホルモ
ン、エストロゲンとよく似た働きをするといわれ、環境ホルモン

が体内に入ると、オスのメス化やメスのオス化といった、本来の

ホルモンにとって代わって生態に誤った作用をするといわれてい

る。 
 日本では、環境省が 1998 年に環境ホルモンの疑いがあり、優
先調査研究すべきとして６７物質が公表されているが、その有害

性やメカニズムなど、科学的にはまだ未解明の点が多く、汚染の

実態や人体に与える影響などの調査研究が全世界で続いている。 
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    各団体の 10 月から 12 月の行事予定          

                      

 

ｓ 雑木林に親しむ会 

☆ 秋のﾊｲｷﾝｸﾞ・西沢渓谷   10/13（土） 
☆ 秋の花を求めて      10/27（土） 
☆ ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ（鳩山町）と玉川村 11/10（土） 
☆ 林の紅葉・落ち葉で押し葉つくり11/25（日） 
☆ 望年会・東京下町谷中めぐり 12/ 9（日） 
☆ しめ縄つくり       12/23（祝） 
 
問合せ先；過 昌司 ℡049-246-1155 

 
 
    事務局だより                             
◇第５回音風景保全全国大会    10月19日（金）午後１時～  やまぶき会館 
 第5回音風景保全全国大会が開催されます。鳥越けい子氏の基調講演をはじめ、音風景100選認定
団体による事例発表等があります。ぜひご参加ください。なお、詳細については、環境部からの開催

案内（13．9．14付）をご覧ください。 
◇ ホームページの試験運用開始 
 かわごえ環境ネットのホームページを開設しました。まだ試験運用中ですがアクセスしてみてくだ
さい。また、ホームページの掲載内容について、ご希望、ご意見等ありましたら事務局までご連絡く

ださい。 
  かわごえ環境ネット ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞアドレス kawagoekankyonet.tripod.co.jp/ 
  「yahoo!JAPAN」等の検索エンジンにて「kawagoekankyonet」の入力で検索できます。 
  連絡先；事務局 川越市環境政策課 ℡049‐224‐8811（内線2612） 
                         広報委員会だより      
 前号で、6月に環境の日を、と提案しましたら、8月10日の「道の日」を国民の祝日にしようとい
う運動もやっているとのご指摘をいただきました。国民の一人ひとりが、国土のあり方と道路、交通

安全と道路、生活と道路そして環境と道路などについて考えていく日だそうです。道路といってもハ

イウェーから小路まで日本にはいろいろな道があります。緑道のきわに咲く小さな草花にズボンの裾

を引っかけて、ちょっと失礼 とつぶやきながら行くウォーキングもまた楽しからずやです。 
 毎号のことながら、皆さんのご意見・感想・提案などをお待ちしています。－吉－ 
 

編集 かわごえ環境ネット広

事務局 〒350-8601 川越市元町
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ｓ 武蔵丘陵森林公園の自然を考える会 

☆ 森林公園かんさつ会 
10/26（金）11/20（火）12/26（水） 

☆ 動植物調査 ― 毎月第 1 月曜日 
☆玉原観察会   10/15,16（月,火） 
 
問合せ先：谷津弘子 ℡049-224-9118 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｓ 小畔の会 

☆第 4 回小畔川ﾘﾊﾞｰﾚﾝｼﾞｬｰ 10/13（土） 
☆川鶴地区文化祭     11/3,4（土,日） 
☆ 小畔水鳥の郷公園探鳥会 11/17（土） 
       （芋煮会） 
 
問合せ先；志賀宣宏 ℡049-233-3460 
ｓ 生態系保護協会 川越坂戸鶴ヶ島支部 

☆ おはよう探鳥会（伊佐沼） 
   10/13（土）11/10（土）12/8（土） 
☆ 鶴ヶ島高倉の林探鳥会 12/2（日） 
 
問合せ先；笠原啓一 ℡049‐222‐0957 


