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■理事会 

７月２７日（火）、８月２５日（水）、９月１７日（金）に開かれ、第３回かわごえ環境フォーラムや、

アースデイ・イン・川越 ２００４の企画運営などを主な議題としました。 

■自然環境部会 

自然環境部会は、７月１５日と９月１７日に実施し、それぞれの経過報告と、今後の計画について話

し合いました。 
「残された自然の保全グループ」では、７月１８日と、８月２２日に（財）埼玉県生態系保護協会の

稗島さんを講師に迎え、森林公園予定地で植物、樹木、野鳥の調査を行いました。７月２５日には、同

所にて講師の松本さんの指導で「虫」の観察会を行い、２９種類の虫を発見しました。 
「水辺の自然の保全と再生グループ」では、仙波河岸史跡公園の保全活動と、自然観察会を活発に行

いました。７月１７日に谷津さんを迎え昆虫観察会を行い多くの昆虫を発見しました。８月５日には小

学生の参加で、ザリガニ釣り（外来種排除）、水質浄化活動、樹木の名札立てを行いました。そして９月

２４日には多数の市民に方の参加もいただいて、希少種保護のためのガマの間引きやオオブタクサ、セ

イタカアワダチソウなどの外来植物の排除作業を行いました。 
また、７月８日には第１回の市内の湧水探訪ハイキングを行いました。郭町浄水場を見学すると共に、

浄水場下～仙波河岸史跡公園までを探訪しました。湧水が少なく、保全活動の必要性を強く感じました。

次回は１１月に笠幡地区の湧水探訪を計画していますが、ここは、堀の３面護岸化が進んでおり、残さ

れた場所を、多自然型護岸にするよう活動を始めた場所でもあります。９月２３日のアースデイには、

前記、活動状況を掲示すると共に、仙波河岸史跡公園の魚類を展示しました。（記事：原嶋） 

■社会環境部会 

 ７月２１日（水）、８月１８日（水）、９月１５日（水）に開かれ、法令研修会グループ、化学物質（リ

スコミ）グループ、省エネ・地球温暖化防止グループ、街美化運動グループ、ごみ減量・リサイクルグ

ループ（計６グループ）の活動報告や、アースデイや北かんきょう祭りなどの検討をしました。 
地域通貨（エコマネー）グループでは、各方面の実施状況の調査をし、来年度から川越での実施の可

能性を探っています。 

--- 第１６号のトピックス --- 

・ 理事会、自然環境部会、社会環境部会からの事業報告（1 ページ） 

・ アースデイ・イン・川越 ２００４の報告（2～４ページ） 

・ 団体会員の紹介 / 会員の広場（一言コーナー）（５～７ページ） 

・ 団体の 10～12 月の行事予定（８ページ） 
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 環境ネット 会場風景 

会 場 配 置 図
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今にも降り出しそうな曇り空の下、標題のテーマで開催

された今年のアースデイは昨年を３０%上回る約８，００
０人の子どもや家族を集め、盛大に、そして賑やかに開催

された。第６回目になる今回は、難産の末やっとこさっと

こ開催にこぎつけたもので、一時はどうなることか？！と

思わせる難問が相次いで起きたのだ。 
新米実行委員の私は呆然とするだけだった。たとえば、

昨年まで市が中心になって賄えた備品や人員が国体との関

連で殆ど期待できなくなり、主催者や出展者（約２０）ブ

ースのテント調達とパーティション４０セットなどの搬送、設置要員が確保できない。埼玉 YMCA の
川越事務局が改装中で、昨年まで利用していたテーブルやイスが使えない。更に、川越駅西口から会場

まで来場者をピストン輸送したり、備品搬送などにフル回転していたYMCAのバスが使えない。また、
学生ボランティアの中心になって地味な縁の下の力持ちをやってくれた東京国際大の協力が得られそう

もない等々・・・。私が責任者なら、とっくに投げ出してしまうであろう事態だった。だが、ベテラン

実行委員の皆さんは、したたかな粘り腰でこれらを解決してしまったのだ！長くなるので詳細は省くが、

その手腕の見事さには感服した。もっとも、担当された方は大変な苦労をされたであろうが、その甲斐

あって無事開催することが出来たのだった。 
ところで今年の会場配置だが、例年とは大きく異なり中央に「多目的広場」が設けられた。 
これは中高生を対象とした新しい企画、「アースデイ・ウルトラ 環境 クイズ」の会場として設定され
たものである。 
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このウルトラクイズは、従来の小学生を対象と

した「クイズラリー」とは別に、中高生を対象に

環境問題を○×で競わせる形式で、ある程度高額

の賞品を用意し事前にチラシを各学校に配布した

効果もあってか、多数が参加した。次回以降の目

玉になりそうな予感をさせるイベントとなった。 
また、環境ネットに関わる諸団体のブースもＮ-
７ゾーン（前頁の図を参照）１ヶ所にまとめたこ

とで、環境ネットの活動が一目で分かるような演

出が可能となった。 
今回の環境ネットブースでは、自然環境部会が「仙波河岸史跡公園」をテーマに公園の植生などを紹

介するパネル展示と池に棲息する生物を水槽で見せ、生活クラブ生協ではクラブの活動を紹介するパネ

ル展示と環境に優しい石けん配布などを行なった。また、後述の東京電力が地球温暖化防止をテーマに

社会環境部会に参加した。 
社会環境部会では、この１０月から「その他プラスチック容器包装」の分別収集が始まるのを契機に、

環境やプラスチックなどに関するマークを展示パネルで紹介すると共に市が作成したパンフレットを配

布した。更に、分別が難しいプラスチック容器や包装の現物をブース前面に置き、これを来場者にその

場で分別してもらうことを仕掛けた。これにチャレンジすると国体グッズのバンダナと花の種がもらえ

る特典も用意した。その結果は多数の父母がチャレンジしてくれて大成功であったが、正答率は非常に

低く、予測していた通りの前途多難を裏付けた。 
中には環境推進員だという主婦がいて、正解どころかこちらが曖昧に説明すると鋭く突っ込んでくる

ので、何でそんなに詳しいのかと聞くと「疑問があったら直ぐに市の担当者に聞くの！」と言われてし

まった。参った！ 
我田引水で自分の部会に力を入れすぎたため他の環境団体の紹介が遅れたが、我々のブースに隣接し

た「EMクリーンクラブ」では、EM菌を活用した生ごみ堆肥化や環境浄化手法、廃油を利用したプリ
ン石けん実演などを展開し、その背中あわせに「小江戸ケナフの会」がケナフの水環境浄化作用や温暖

化防止に役立ち、紙製品などにも加工されていることなどを紹介。その隣りには「クリーン川越めざす

会」がキャンペーン用の自転車を展示し、ごみのポイ捨て禁止決議を市議会で可決させた経緯や、会員

が街頭でごみ拾いをしている活動の実態を訴えた。 
更にそのとなり（我々の背面）では「ネットワーク地球村」が、アフガニスタンの戦争が如何に人々

を苦しめ環境を破壊しているか、その実態を訴えるキャンペーンを張り、来場者の支援を喚起していた。

異色だったのは東京電力で、これらの囲まれたブースの外に現物の一人乗り電気自動車を持ち込み、こ

れを実際に運転して見せたことだろう。（実情は、このゾーン担当者が自宅から会場へ通う足代わりにし

ていたのだが・・・！）結果としてこの配置は、それ

ぞれがそれぞれの立場で如何に真剣に取り組んでいる

か、が良く分かり、しかもこれらの団体がすべて「環

境」をテーマに活動しているのだ、ということを来場

者に知らしめた意味において成功であったと自画自賛

している。 
 

ウルトラクイズ 会場風景 

「その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装」分別チャレンジ風景 
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- アースデイに関する資料 - 
1.主  催：「アースデイ・イン・川越」実行委員会 
   実行委員：（財）埼玉ＹＭＣＡ、川越ワイズメンズクラブ、川越市環境部（鈴木、渡邉）、 

国際交流室、川越環境保全連絡協議会、ボーイスカウト川越地区、 
かわごえ環境ネット（社会環境部会：淺川、自然環境部会：平田） 

        アラス国際グループ、芝浦工業大学、跡見女子大、聖望学園、 
川越総合高校の各ボランティア 

2.後  援：埼玉県、川越市、川越市教育委員会、川越自治会連合会、川越商工会議所 
        川越環境保全連絡協議会 

3.事 務 局：（財）埼玉ＹＭＣＡ 
4.開催日時：２００４年９月２３日（秋分の日）９：３０～１６：００  
5.開催場所：川越水上公園 

6. 統一テーマ：めざそう！eco
エコ

-
・

mode
モード

 地球人 

7イベント宣言：（1）私たちは、地球環境を守ってより良い世界を次世代に残すために、 
一人ひとりの努力が最も必要なことを認識します。 

（2）私たちは、今すぐゴミを減らし、エネルギーを節約する努力を始めます。 
（3）私たちは、人種、民族、宗教をこえて世界の人々と互いに手を結び、 

争いのない平和で安全な世界を築く努力を続けます。 
8.イベント内容：（1）参加団体によるゴミ公害、地球温暖化対策などの啓発展示 
          （2）これとタイアップして、小学生ファミリーを対象としたクイズラリー（昨年同

様）と、新規に中高生対象の「アースデイ・ウルトラ環境クイズ」を企画。 
（3）昨年と同様、エコマネー（アース）を活用した飲料容器デポジット制と、 

        有料ゴミ袋、マイ箸、マイ皿などの実験とアンケート調査 
（4）リサイクルバザー（１２０ブース） 
（5）世界２０数カ国の物産、食品店の出店 

 
記事：かわごえ環境ネット社会環境部会 

本大会実行委員 淺川 英雄 
 
◆◆◆川越市エコチャレンジイベント、９月より始まる！◆◆◆ 

認定の条件は、（１）誰でも参加できる、（２）１，０００人以上の参加者、 

（３）環境政策課で配布しているチェックシートにある環境配慮項目の６０％

以上に取り組むことなどがあります。 
この「アースデイ・イン・川越 ２００４」が記念すべき第１号に認定され
ました。また、１０月２日に行われた、第６回安比奈親水公園まつりが第２号

で認定されました。続いて、１１月１３日開催予定の、北公民館かんきょう祭

り等も認定されています。 
 

◆◆◆川越市環境基本計画年次報告書（かわごえの環境（第７号））発行！◆◆◆ 

 １０月８日に公表されました。詳細は市ホームページを閲覧、または環境政策課へお問合わせ下さい。 
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    団体会員の紹介(1) 

「川越緑のサポーター」 

平成１６年９月２７日 
川越 緑のサポーター 

代表 金子 晃 
川越市の南部に広がる平地林、国木田独歩が武蔵野の雑木林と書いてから広まった雑木林の名称。地

元の農家では、「やま」と表現してクヌギ・コナラを植林し成長させ萌芽更新で木を伐採生活の燃料とし

た。そして落ち葉を堆肥として循環型農業を営んできた。 
時代の変革で燃料としての薪は不要となり、堆肥は化学肥料で間に合わせ、農家の人手は都市部への

流出で雑木林は放置され続けて２０年３０年、荒廃が続いた林が多くなった。こんな雑木林を見てボラ

ンティアにて林を再生する情熱の持主が集まり、「緑のサポーター」が３年前に結成された。ベースには、

大東公民館事業で月に１回、１０ヶ月間の市民大学講座「緑のサポーター」が開催され、雑木林の歴史

から生態系の大切な緑を学び、樹木の間伐、下草刈り等を学習した。この講座の学習体験を活そうと修

了者が集まり、荒れ果てた雑木林再生の手入れを行うボランティアグループを結成した。 
当初１７名が緑のサポーター仲間になったが、年々の増加で現在は３８名の会員となり、雑木林の再

生活動は、月に３回を行うまでになった。第１水曜日、第２土曜日、第３土曜日に南文化会館に１０時

に集まる。個人所有の荒れて人も入りにくい雑木林を、見通しのよい雑木林にし、落ち葉掃きを行い地

面に光りが届くような再生に取り組んできた。この３年間で間伐下草刈りで再生した雑木林は約１万６

千平米になる。 
林床は、長い間下草刈りがなされなかったため、茶の木と笹が全面に伸び放題で下草というより笹刈

りが主になる活動でもあった。 
冬、林の中で落ち葉のカサコソの音と、目線に入る小枝越しの透き通った青空を眺め、明るくなった

林床で丸太に跨がり食べるおにぎり昼食、特製スープで体を暖めるひと時は、雑木林の再生が出来たと

満足感が味わえる。 
体験を増したなかで、近隣の中学校から総合学習支援の依頼で、３日間の体験学習を引き受け、ノコ

ギリを使って萌芽更新の伐採と体験を通して生態系の話、地球環境における樹木の役割り、緑の大切さ

を広げるボランティア活動の意義も含めた体験学習を２年間続けている。 
私達の学習も終わることなく、毎年のように会員学習として、１４年度は都幾川村での森林学習、１

５年度は北本の自然学習センター、１６年度の今年は、奥多摩都民の森で自然学習、と学びの体制を維

持している「緑のサポーター」でもある。 
また、今年から雑木林に捨てられる産業廃棄物、生活ゴミの清掃活動を毎週水曜日に実施している会

員もおり、この心意気を受けて第１水曜日は会の清掃活動日にしている。集めたゴミ、廃棄物は、川越

市環境部で作成された運搬リヤカーを借り、南文化会館のゴミ置き場に搬入、量も数人が引き手、押し

手で運ぶほどの満杯の状況でもある。不心得者の投棄と競争の清掃活動であるが、何時かは勝ちたい「緑

のサポーター」の活動でもある。この雑木林が公園化される来年度には、再生後の雑木林の活用にも役

立ちたいと思っています。 
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    団体会員の紹介(2) 

「東京国際大学」 

第1キャンパス管理事務部庶務課  小久保泰雄 
連絡先：〒３５０－１１９７川越市的場北１－１３－１ 

TEL：０４９－２３２－１１１１ 
 
東京国際大学は川越市に２つと新宿区に１つの

キャンパス持ち、５学部、大学院5研究科、学生、
大学院生合わせて約７，０００名を擁する文科系

総合大学です。以下に本学の環境問題への取り組

みをご紹介いたします。 
まず川越市の環境政策に対する取り組みとして

エコオフィスの認証取得に取り組み、第１キャン

パスが第１号、第２キャンパスが第２号のゴール

ドエコオフィスの認証を受けました。認証が形骸

化しないよう環境負荷低減に向けての取り組みを

継続的に続けております。 
周辺の環境美化への取り組みとしては的場工業

団地のクリーンアップキャンペーンに参加させて

いただき工業団地及び第２キャンパス周辺の清掃

活動を行っております。 
大学内では建物の新築、改修工事等の際には環境負荷の少ない仕様を心がけております。具体的には

人感センサー付照明器具を設置し省電力化を図ったり、雨水槽を地下に設置し雨水を集めてトイレの水

などに使用するなどです。また大学から排出されるゴミについてもリサイクル率の向上に取り組んでお

ります。 
 
大学は学生、教員、事務職員と

いう立場の違う人間が一緒にいる

ため総合的な環境問題への取り組

みを実行に移すには難しい問題を

乗り越えなくてはなりませんが根

気強くできるところから取り組ん

でいきたいと思っておりますので

皆様方のご指導を宜しくお願い致

します。 
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花とまちづくり 

加藤 昇

 
“花は人の心を育て地域を明るくしてくれる。” 
 
国体が川越運動公園で開催される際に、飾る花

を北公民館より苗を預かり約３ヶ月育てた。今年

の夏は異常な暑さが連日続き、毎日の水やりは大

変だったが花はどうにか咲いてくれた。 
 
先日運動公園でサッカーの試合があり観戦に行

ったところ、市民の皆さんが育ててくれた沢山の

花が出迎えてくれ、運動公園も普段より明るく華

やかに感じられ、私の心も明るくなった。 
 
花は人も心を明るく元気にしてくれる。花はま

ちを明るくし美しくしてくれる。 
花があれば、ゴミも捨てないし、犯罪もきっと

減ると思う。 
花のある環境は、子供の心を育て明るくしてく

れると思う。 
駅前に、繁華街に、蔵のまちに、川越のまちの

中にもっと花があれば！！ 
まちの中にもっと花を増やそう、そうすれば私

たちも気持ちいいし、観光客も気持ちいいと思う。

「私と環境」について・・・ 

（現状と､方針と、お願いと・・・） 
鈴木 昇

 
私は現在、「埼玉県環境教育アシスタント」をし

て居ります。「この制度は2年前から始まり県内の
小・中学校を対象に､「環境教育」を実施しようと

する各々の学校での長から県への申請に依って､

県では登録された人材を派遣しその授業の支援を

図るものです。今の時点では県内の小・中学校で

は実施する学校は少ない様です。とは言うものの

私自身これまで環境の知識は殆ど持っておりませ

んでした。そこで埼玉県環境科学国際センターの

環境大学で受講し､先づ「身近な環境観察局」で「環

境マップ作り」や「大気調査」「水質調査」「酸性

雨調査」等を学び更に「環境基礎課程」「実践課程」

を経て少しばかりの知識を習得した次第です。又

学校での授業では「川下作戦」を取り入れて指導

しています。紙面の都合上別の機会に述べさせて

戴きます。 
最後になりますが､皆様方にお願い・・・。 
サミットでは多勢の方達が､それぞれの企業や団

体、グループで環境活動を盛んに実施して居りま

すが、当個人会員､並びにこれから入会を希望して

いる人達も又、多勢居ることも事実であります。

そこで､この個人会員や入会希望する人達の為に、

その受け皿や方法、対策を再度検討してほしいの

です。「例えば総会とは別に会員や入会希望者の為

に「１日環境コミュニティの日」等設定し、「広報」

等でＰＲしたり、自分達の活動内容等をＰＲした

りしての入会を誘う方法です。少しでも多くの方

達が共同して活動してほしいし、又､個人会員達

も、自分自身勇気をもってグループに入会し活動

することを切に望む者であります。 
（環境大学ＯＢの会、かわごえ環境ネット会員）

    会員の広場（一言コーナー） 

 

第３回かわごえ環境フォーラム日程決まる

 
日時：２００５年２月２６日（土）９：３０～ 
場所：川越市民会館及びやまぶき会館 
環境活動報告募集：１０月２９日（金）締切り 
原稿締切り：１２月２４日（金） 
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    団体の１０～１２月の行事予定 
◎埼玉県生態系保護協会                ［問い合わせ先・笠原啓一 049-222-0957］ 
［探鳥会・川越伊佐沼]          ［今福雑木林自然観察会日程］ 
１０月１０日(日)10:00～蓮見橋集合    ３１日(日) 9:00～ジョイフル集合 
１１月１４日(日)10:00～蓮見橋集合    ２８日(日) 9:00～ジョイフル集合 
１２月１２日(日)10:00～蓮見橋集合    １９日(日) 9:00～ジョイフル集合 

◎武蔵丘陵森林公園の自然を考える会          ［問い合わせ先・谷津弘子 049-224-9118］ 
［森林公園観察会］      ［自然観察会］       ［昆虫観察会・小学生対象］ 
１０月１８日(月)       １０月１７日(日)       １０月１７日(日)ドングリの伝承遊び   
１１月２４日(水)      １１月１４日(日) 
１２月２１日(火)        １２月１２日(日)     １２月１９日(日) 

◎クリーン川越めざす会               ［問い合わせ先・武田侃蔵 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 
 １０月 ５日(火)、１４日(木)、２３日(土)       午後１時半、川越駅東口アトレ横歩道橋下集合 
 １１月 ２日(火)、１１日(木)、２７日(土)    クレアモールから一番街・市役所まで 
１２月 ７日(火)、 ９日(木)、２５日(土)    クリーンウォーク活動をします！ 
○第３日曜日は午前９時半より市内中心部の清掃。本川越駅前交番横９時半集合。２時間活動。 
１０月は川越祭りで中止。１１月２１日(日)、１２月１９日(日)…小中学生からお年寄りまで多数の参
加をお願いします！ 
◎（仮）川越市森林公園予定地観察会          ［問い合わせ先・環境政策課まで連絡を］ 
第９回１０月３１日(日)  内容：植物、樹木、野鳥の観察・調査 
 第１０回１１月２８日(日) 第１１回１２月１９日(日) 第１２回１月２３日(日)を予定 
時間：９時３０分～１３時  集合場所：南文化会館ジョイフル 

◎１０月の理事会    １０月２６日(火)１８時より 市役所７G会議室 
◎１０月の自然環境部会 １０月１９日(火)１５時より  市役所７C会議室 
◎１０月の社会環境部会 １０月２０日(水)１５時より  やまぶき会館A会議室。（例会は毎月第３水曜日） 

■川越９月市議会における「環境関係の一般質問」▽岩崎哲也議員／自然を残した河川、水路整備につ

いて『市内の湧水の状況、三面護岸と自然を取り入れた護岸』▽神田寿雄議員／「川越西清掃センター

について▽菊地実議員／「新清掃センター建設問題について」「異常気象と自治体施策について」▽佐藤

恵士議員／伊佐沼の水質浄化対策について▽大野慶治議員／稼動２６年目の西清掃センターについて 
■編集担当より…１０月からプラスチックゴミの分別が川越市全市で始まりました。また、ごみ出しに

不自由を感じる高齢者などを対象とした『思いやり収集も』もスタート。事前のPRの徹底で、初日の
作業員の報告では「一般生ゴミの量がいつもより少ない」との実感が伝えられました。市民の協力の姿

勢が伺えますが、今後の繰り返し繰り返しのＰＲが必要。一方、「思いやり収集」の方は、９月末までの

申し込みが８４件、条件審査の結果、６１件を対象にスタートしました。初めての試みで、感謝の声が

寄せられたと、担当者からの報告があったとの事。目下、週１０件ぐらいのペースで申し込みがきてい

るそうで、今年度は１００件を予定しているそうです。 
かわごえ環境ネットのホームページには、多くの情報が掲載していますが、印刷して保存するとなる

と、その取捨選択は容易ではありません。この会員通信で、ネットの活動に参加したいと意欲の湧くよ

うな編集に心がけて参りたいと思います。          （広報委員：小瀬・長内・武田・金子） 


