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■平成 17 年度かわごえ環境ネット総会 

平成 17 年度かわごえ環境ネットの総会が、5 月 14 日（土）午前 10 時より市立博物館視聴覚ホール

で開かれます。議案の審議、質疑応答で 11 時半散会を予定、その後、市民会館前の「どんぐりの樹」

で懇親会を予定しています。事務局の準備の都合もあり、4月 22日までの回答をお願いします。 

■理事会 

 1～3 月の理事会は、1 月 25 日（火）、2 月 22 日（火）、3 月 30 日(水)に開かれました。1・2 月は 2
月 26日に開かれる第3回かわごえ環境フォーラムの運営に関する検討がなされました。また、9月のア

ースデーの報告と、来年度の実施について問題提起がなされました。時期や会場についても、関係者の

意向をアンケートなどで取りまとめ、早い段階で方向を決めることとしました。3 月の理事会では、環

境フォーラムの報告、総会準備などが検討されました。なお、3月28 日(月)の午後、小瀬理事長、吉田

（庄）・村上両副理事長、自然・社会の各担当理事、担当委員など 10 名の参加で、ネットの運動方針、

活性化対策について忌憚の無い意見の交換が行われました。 

■自然環境部会 

「残された自然の保全グループ」では川越市森林公園計画地の自然観察会を 1 月 23 日、2 月 27 日、

3 月 27 日に開催しました。また、くぬぎ山再生協議会が 1 月 22 日、2 月 11 日、3 月 12 日に開催され

ました。 
「水辺の自然の保全と再生グループ」は仙波河岸史跡公園での自然観察会と保全活動を行いました。

1 月 29 日に生態系保護協会の稗島さんによる冬鳥の観察と池の水質調査や外来植物の駆除などの保全

活動を行いました。3月 19 日には愛川さんによる植物観察と池の水質、魚類調査を行いました。 
3 月 17 日は笠幡北小畔川沿い用水路と霞ヶ関カンツリークラブ北側の湧水路の多自然型護岸化の第

一回打ち合わせを市の河川課と行いました。 
「自然環境部会」は1月 20 日、2月22日、3月17日に開催され、主に平成17 年度の事業計画につ

いて話し合いを行いました。（以上、大辻晃夫記） 

■社会環境部会 

1月 19日、2月 16日、3月 16日の、何れも第3水曜日の午後3時から開かれました。テーマ別行動

計画表について、今までの方針を踏襲、休眠状況のグループの活性化について今後検討することとし、

2月 3月の例会で少し時間をとって討論を重ねました。川越市にとっても焦眉の急である「ごみ減量リ

サイクル」についてのチームリーダー補充の必要が強調されましたが、立候補者が無くて苦慮していま

す。まち美化グループでは、啓発行動参加者の数が増えない悩みが述べられ、ネットのバックアップの

範囲についての意見の相違などの調整が課題として残りました。法令研修は3月 23日、やまぶき会館

で「環境アセスメント」について県の環境推進課職員による研修がなされました。 
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第 3 回かわごえ環境フォーラムの報告 

かわごえ環境ネットにとっての主要な活動の一つである「環境フォーラム」も3回目を数えて、さる

2月26日（土）に市民会館会議室を会場で開かれ、内容も参加者も前回を上回って盛会のうちに閉会し

ました。今回も、パイオニア、東洋インキ、東京電力、武州ガス、昭和工業、環境総合研究所の協賛を

得ました。 

当日は、省エネの斎藤眞之助さん、水の松岡寿賀子さん、団体のＥＭクリーンクラブ、北公かんきょ

うネット、クリーン川越めざす会、小江戸ケナフの会等の団体、昭和工業、ダイトウ、東京電力、パイ

オニア、武州ガス等の事業者、連帯のつるがしま環境ネットワークなどの活動状況が、会議室前のロビ

ーいっぱいに展示され、参会者の関心と興味を集めていました。 

 9 時半開会、小瀬理事長よりかわごえ環境ネ

ットの今後に期待するあいさつを得て、ＮＰＯ

法人むさしの里山研究所理事長の新井裕さん

（右の写真）の「トンボの目から見た自然環境

の題による基調講演をいただきました。トンボ

の暮らしに必要な環境やトンボの一生、減って

いくトンボの種類や人間との関わり、トンボの

保護に向けた動きなど、スライド80枚を駆使し

ての興味深い話に、参加者の感銘を深めました

ついで、トンボの食べ物や産卵についての質問

があり、空中から飛びながらの餌摂りや、光る

水面と間違えてのビニールハウスや車のボンネ

時間の制約もあって、惜しまれながら講演を終えました。 

 休憩後、11時半からつるがしま環境ネッ

」

。

ットにも産卵するという習性の話に会場が沸きました。

トワ

、

会から賀登さん、環境学習支援委員会か

ら

て発表がなされました。第１会議室は、環境まちづくり部門で、

金

ーク理事長鈴木勝行さん（右の写真）より、設

立の経過、活動状況などについての説明があり

湧水や不法投棄問題などについては、近隣市町

との連携を働きかけたいと訴えました。 

続いて、社会環境部会から浅川さんが、自然

環境部

長内さんがそれぞれ活動状況を報告し,今後

の一層の努力を表明しました。 

昼食休憩の後、午後1時半から3つの分科会

に分かれて、18 にわたるテーマについ

子さんの司会で始まりました。①第4回北公民館かんきょうまつりについて、実行委員長の北村さん

よりの報告、②北公かんきょうネットの16年度の活動について安藤さんよりそれぞれ報告がありました。

③クリーン川越実現の方策パートⅡは、昨年の提言に続き、市民参加によるまち美化の方策について、

クリーン川越めざす会代表の武田さんから市議会の特別決議の活用による市民啓発を訴えました。④川

越の町並みから見た都市の音環境について、東洋大学の藤原さんから、他の町との比較も交え、ユニー

クな発表でした。⑤川越中心市街地の景観資源の解析に関する研究と題し、東洋大学と川越市環境政策

課の共同作業によるグリーンマップの概要や景観町作りについて河村さんから発表がありました。次に
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予定された「維持可能な開発のための教育10年の取り組み」について、発表者の長岡さんの都合で取り

やめとなり、予定より早く終了しました。 

第2会議室では、市民が取り組む環境保全部

門で、賀登さんの司会で6人の発表がなされま

し

で触れた貴重な発表でした。④水は命の源と、家庭の主

と題し、東洋インキ製造の太田さんによ

た（右の写真）。①我が家の省エネ活動につい

て斎藤さんより2年間の実績をデータで示し、

やれば出来ることを立証しました。②楽しみな

がら環境に良いことをしようと、小江戸ケナフ

の会の仲井さんより、ケナフ栽培を通して環境

問題を考える活動報告でした。③折版屋根緑化

における植物の生育と熱環境に関する研究で、

昭和工業と東洋大学との共同開発で、ヒートア

イランド対策としての実験から開発の可能性ま

婦の立場から松岡さんが水環境を守ることの大事さを切々と訴えました。⑤ＥＭによる環境浄化活動に

ついて、ＥＭクリーンクラブの泉山さんが、ＥＭ菌による河川浄化の実績についての発表でした。⑥サ

ケ放流による河川の浄化運動について、入間川にサケを放流する会の杉浦会長より、運動のきっかけと

狙い、経過などが発表され、市民の身近な環境との取り組みの多様さが参会者の関心を呼びました。 

 第3会議室では、事業者が取り組む環境活動部門と銘うって，原嶋さんの司会のもとに活発な発表が

行われました。①副生油ボイラーによる炭酸ガス発生量の削減

る資源有効活用と環境保全の観点から、副生油ボイラーを導入した効果等を発表しました。②グリーン

購入の推進は、パイオニアの豊泉さんから、環境にやさしい負担の少ない製品を購入し，省エネにも積

極的に寄与している実体を報告されました。③事業者としての地球温暖化対策という大きな命題で発表

したのは、東京電力の吉田さん。エネルギーを削減しながら電気をクリーンにつくり供給して行こうと

いう、国民期待の方策の披瀝でした。④武州ガスにおける環境保全活動の取り組みについて、佐藤さん

より環境負荷の低減を図ってきた経緯の報告でした。⑤東洋大学川越キャンパスのGlean＆Gleanキャン

ペーン⑥東洋大学川越キャンパスのごみ削減活動に関する研究⑦東洋大学川越キャンパスの節電活動に

関する研究の3題を一括して東洋大学の小瀬さんより発表がありました。５千人を超えるキャンパス内

のごみの分別、省エネなどの川越市の環境基本計画に基づく取り組みの成果などが発表されました。 

休憩の後、14時から全体会議を開き、各分科会の報告と意見交換があり、14時半、村上副理事長の 

閉会の挨拶のもと、実り多い環境フォーラムの一日を力強い拍手で締めくくりました。(平田記) 

 

ポスター                 展示ブースの模様 
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■来場者アンケート結果 （回答者数 28 人） 
問１．いずれの事業に参加しましたか？（当てはまるものすべてに○）    問 2．何で知りましたか？ 

回答率(%)

32.1

14.3
10.7

10.7

7.1

7.1

21.4

28.6

会員通信

知人友人

メールニュース

ちらし

広報川越

ホームページ

ポスター

その他

60.7
53.6
53.6

25.0
14.3
14.3

75.0

39.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

基調講演

かわごえ環境ネットの活動報告

開会式

市民が取り組む環境保全部門

展示　交流会

事業者が取り組む環境保全部門

環境まちつくり部門

閉会式

回答率
(%)

 
問3．参加してみてどうでしたか。     問4．良かった点は？～27個の意見から多かったものを一部抜粋 

・「トンボの目から見た自然環境」トンボの生態系の説明がわかりやすく、

生活できる環境など自然の破壊者は人間だということがわかった。また内

容に深く感動した。基調講演のテーマとしてはベターだった。（8 人） 

・様々な環境団体の人と交流がもてたこと。各分野の活発な活動が素晴ら

しい。（5 人） 

・企業と大学が共同で調査研究は今後も続くけてほしいし、結果に期待し

たい。（2 人） 

 回答率(%)3.6

35.7
60.7

よかった

とてもよかった

どちらともいえない

 

 

 

 

 

 

問 5．今後こうしたらもっとよくなるという点がありましたら具体的にご記入ください。（一部抜粋） 

 

 

 

・行政側の発表も聞きたかった。また市民と子供を加えての場がもっとほしい。（3 人） 

・基調講演のあと、若い人と高齢者で討論会をしてみてはどうか。また参加者同士の意見交換の場があっても良いの

ではないか。（2 人） 

問6．来年の「第4回かわごえ環境フォーラム」でこんなことをやってほしいですか。かわごえ環境ネットで取り

組むべき事業など、要望がありましたら自由にお書きください。（一部抜粋） 

 

 

 

 

・新井さんの講演を聴いて、環境保全活動には農家の協力の重大さに気がついた。これからもこのような講師

に期待する。 
・企業が環境問題に取り組んでいることや、トンボのような静物を対象にした研究に興味を覚えました。 
・会員の出席率が悪いのでもっと動員をかけるべきだと思います。 

問 7．回答者属性 

年代（%）

30～39歳
7.1%60～69歳

42.9%

20～29歳
32.1%

70～79歳
17.9%

勤務地（%）

隣接市町
14.3

無回答
35.7

川越市内
39.3

埼玉県外
10.7

住居地（%）

川越市内
46.4

埼玉県外
10.7

隣接市町
28.6

その他
県内
14.3

性別（%）

男性
67.9

女性
32.1

 

◆まとめ 

 このアンケートは134人中28人と2割強のデータであり、回答者の3割近くが学生だったと思われる

が、大方の傾向はつかめたと言えよう。参加者では60歳以上が6割を越え中間層は著しく少なかった。

問6での指摘もあったが、会員の参加率が少なかった。基調講演は最高に好評だった。分科会では市民

生活に密着した身近なテーマに人気があった。多くの大学生が参加し、年輩である市民との交流や大学

企業との共同研究の期待やフォーラムを通して環境問題について認識が高まったと思われる。（平田記、

図表作成は長内） 
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“つるがしま環境ネットワーク”との協働活動に向けて 

～ 第 2 回環境シンポジウムを通じて～ 

 
 隣市の鶴ヶ島市に2003年9月に“つるがしま環境ネットワーク

が設立されました。この団体は、かわごえ環境ネットと同様、市環

境基本計画を推進していくための組織で、現在30数名の会員で活

動しています。 

”

、

ナーシップ組織

シンポジウムの様子～ 80名（市内53名、市外27名）が参加 

なっており

格性

を相互に持っており、それら課題の共

単

目立つところを

 かわごえ環境ネットは2004 年度『かわごえの環境の環（わ）を

「太く」「大きく」「さらにつなげる」』というテーマを掲げており

環境の環をさらにつなげるための目標として、「周辺市の環境パート

との交流を図る。」ことを挙げています。 

会場の様子 

小瀬理事長の挨拶 

そこで、隣市のパートナーシップ型組織「つるがしま環境ネットワーク」との協

働活動ためのスタートとして、2005年2月 26日の第3回かわごえ環境フォーラム

において、鈴木勝行つるがしま環境ネットワーク会長からのご挨拶をいただき、ポ

スター展示等により、初めて交流をしました。そして翌週の3月6日の第2回環境

シンポジウム（於パイオニア(株)総合研究所 コンファレンスホール）において、小

瀬理事長からの挨拶やパネル展示等により相互活動の情報交流が図られました。 
～第2回環境

 つるがしま環境ネットワーク主催の第2 回環境シンポジウムでは2 部構成に 、品川義雄鶴

ヶ島市長のご挨拶の後、第1 部では『環境寄席：テーマ「暮らしと循環型社会について」』を行い、三

遊亭洋楽（ようらく）師匠の古典落語と杉本政光氏の環境四方山話を聞きました。そして第 2 部では、

初めに小瀬理事長から、「両組織と連携して活動を推進していきたい」という挨拶の後、鶴ヶ島市環境基

本計画の説明と進捗状況について、戸口栄鶴ヶ島市生活環境課長と鈴木勝行会長より報告がありました。 
 会場内には、企業や市民団体、鶴ヶ島市等の環境活動の展示PRブースがあり、かわごえ環境ネット

からも、活動紹介パネルやポスターを展示し、

会員通信や第3回かわごえ環境フォーラム報告

集を配布しました（写真参照）。また、鶴ヶ島市

生活環境課に、今後職員やつるがしま環境ネッ

トワーク会員の皆さんに見ていただけるよう、

フォーラム報告集を1冊寄贈しました。 
～これから～ 

パートナーシップ型組織との交流は、組織の性

展性などの課題

に市町村単位のみで解決できることではなく、近隣

られます。それらの課題を少しずつ乗り越えていくた

係を築きあげながら進めていければと考えています。

～具体的な活動がもう始まる！～ 

つるがしま環境ネットワークとかわごえ環境ネット

共同により、両市境の不法投棄が

日（土）に行われます（詳しくはHP またはメール

 

の位置づけを明確にすること

団体会員である「クリーン

清掃する活動プロジェクトが立

かわごえ環境ネット（左) と鶴ヶ島市リサイクル都市づ

有をすることが求められます

市町村との協力があって解決

めに、つるがしま環境ネット

 

の

ニュースを参照）。     
や活

川越

ち上

くり市

。ま

へ向

ワー

  
動の持続性や発

めざす会」との

がり、4 月 16

民の会（右）の展示ブース 

た、環境問題は

かうことが考え

クと良い協力関

（長内記） 
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     個人会員の紹介

自然環境部会 宮崎富美子 
20 年前、わが子が幼稚園に行き始めたころの話です。小さな庭ですが、そこに約１メートルに伸びた、

山椒の木がありました。毎年アゲハチョウが卵を産みつけ、長い時間をかけ成長し美しい蝶が飛び立っ

ていました。 
ところが、ある日のこと飛び立たない蝶がいたのです。子どもたちは、「どうしたの、どうして飛んで

いかないの」「羽が乾いたら飛ぶわ、きっと明日にはもう飛んでいくでしょう」と、ところが何日たって

も羽がのりでついてしまった薄紙の様になって開かなかったのです。そして一週間頑張っていましたが、

飛ぶこともなく地面に落ちたままになってしまいました。あの時のアゲハチョウの姿、そして見ていた

子どもたちの顔を思い出します。環境を考えると、頭に浮かんでくる出来事でした。我が家の回りもそ

の頃とはだいぶ変わり、秋になると群れ飛んでいたトンボの姿も探さなくては見られなくなりました。 
意識して守らなければ残っていかない自然を感じています。あの時の子供達の姿、蝶を二度と見なく

てもよいように、私も環境ネットの皆様の末席で、私のできることをやっていきたいと思っております。 

「環境ネットに参加して」             中薗 伸（個人会員） 

私は川越市古谷公民館の職員です。公民館が荒川近くの水田地帯にあるため、「水」をテーマにした環

境関連講座を企画したいと考え、情報を得るべく環境ネットに入会して約１年になります。この間に会

員通信や環境フォーラム等を参考に、延べ 10回の講座を企画・開催できました。その際、会員の方に

も講師や参加者としてご協力頂き、この場を借りて厚く感謝申し上げます。今後も学びを通じて環境に

貢献できるよう微力を尽くしたいと思いますのでよろしくお願いします。 
最後に、環境ネットの湧水探訪と仙波河岸史跡公園の感想を書きます。まず湧水ですが、周辺に寺社

や祠が多いことが強く印象に残り、昔の人々がその場所の神聖さに気付いていた証しだと考えるように

なりました。そこで仙波河岸ですが、水神宮の位置が写真と違い、水神様の参道と鳥居が壊れており残

念でした。11月の観察会で郷土史家の方から今後の改善について説明（水神宮を元に戻し、神社との通

路は計画あるとのこと）を聞きほっとしました。このことと公園の湧水の水量変化とを結びつけるのは

非科学的ではありますが、地域で湧水と水神様を大切にする気運が高まるよう願ってやみません。 
日野市環境基本計画見直しシンポジウムで理事長が講演しました 

 

3月13日（日）に、日野市役所会議室にて、日野市環境基本計画見直し会議

の発表会と、5 名のパネリストを招いてのシンポジウムが開かれ、小瀬理事長が

「川越市環境基本計画の推進体制とチェック体制～かわごえ環境ネットの取り

組み」というテーマで講演を行いました。 

日野市環境基本計画の見直しでは、見直しワーキングが2004年7月に発足

し、中央大学の協力の下に、5 年が経過した現計画を改訂する作業が市民主

体でまとめられ、当日に発表会が行われました。日野市環境基本計画は、策定

段階から市民参加で作られた経緯があり、発表会でも環境活動の活発さが実

感できました。 

川越市と日野市は距離も近く、都心からの距離もほぼ同じであることから、今後

も交流を活発にしていきたいと考えています。（小瀬博之 記、写真はいずれも

日野市提供） 
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環境部 トの、行政選出理事が交代。 
環境部長に久都間氏、副部長に芦沢氏。

平成１７年４月１日付けで川越市役所で人事異動があり、かわごえ環境ネットに

環境部長の戸口元夫氏が市長室長になり、後任の環境部長に環境部理事で環境政策課長事務取り扱いの久都間益

美氏が就任、副部長に次長で産業廃棄物指導課長事務取り扱いの芦沢義男氏が就任した。難問山積する環境部の

トップ機能拡充の為に，専任の部長、副部長体制が設けら、外部折衝、内部統括と、コンビの妙の発揮が期待さ

れる。

環境

かわごえ環境ネットの事務局を担当する環境政策課長に、市長室の政策企画課長の根岸孝司氏が５年ぶりに環境

部に戻った。この結果、かわごえ環境ネットの理事が、久都間氏から根岸氏に交代する。また環境政策課の課長

補佐に青少年課課長補佐の岡島博氏が就任した。前任の齊藤洋一氏は、保健福祉部こども家庭課課長補佐として

保育

また、節電・環境マネジメント担当の主幹だった島田友行氏は環境保全課長に昇任、後任に教育委員会の生涯学

習課主査の益子敏明氏が担当主査として、エコシティー川越の看板行政の窓口になった。また、推進係の中山伸

矢さん

環境部の課長級では、環境保全課長の安田正幸氏が、環境部次長で産業廃棄物指導課長事務取扱いとなり、環境

業務課長の小嶋正明氏は環境部参事で環境業務課長事務取扱いと、今までと変わらずごみ収集の先頭に立つこと

にな

新旧

２年 を痛

感した毎日だった。硫酸ピッチの代執行や、エコチャレンジイベント認定制度等の創設、ピュアハート向けの啓

発ゼッケン作成など、新清掃センターの建設延期に伴う環境部のイメージダウンを回復し、明るい雰囲気にする

ことができたのではと思っている。これからは、市民と直結した環境部の経験を生かし、市政に市民の声を反映

させて行きたい」と抱負を語っていた。かわごえ環境ネットとしても、市政トップの理解と後押しが求められる

とき

新任の久都間部長は環境部に来て８年、かわごえ環境ネット発足から理事としてパートナーシップの一翼を担っ

てき が実情

だ。 シン問題の時は，

薮蚊に刺されながら現地調査をやった。税務畑が長かったのでとっつきにくいかもしれないが、よく話はお聞き

しますよ」と、市民に向けた環境部の顔として、親しまれるように努めたい意欲が伝わってきた。これからは、

気楽に部長

芦沢副部長は、ごみ減量、分別収集、中核市移行に伴う産業廃棄物指導と、あっという間の４年間だと言う。不

法投棄の通報制度など、市民や企業の協力が不可欠だと痛感しているので、かわごえ環境ネットが市民に支持さ

れるようにお手伝いをしたい。環境の前は運動公園に９年もいたし、市民相手は苦にならないようだ。５年ぶり

に環境に戻ってきた根岸環境政策課長は、ネット立ち上げの時に環境政策課課長補佐として実務面を担当、議論

の裏も表も の調整の苦労は今に続いていると

思う。昨年の市民会議の試みもいろいろと批判はあろうけれども、市民参加の一里塚として意義はあった。政策

企画課での試みも、環境政策課に共通するのではないかと思っている。ネット立ち上げの熱気を忘れずに、着実

に前進を図って行きたい」と語る。５年間の市政中枢での活躍で、事務屋さんかと思われていたが元は化学屋。

市に入って

岡島環境政策課課長補佐は、市民部が長く環境部は初めて。節電・環境マネジメント担当の益子主査も教育委員

会の社会教育一筋２３年。ともに市民相手の経験で感性豊かな環境行政を期待したい。（編集武田文責） 

で人事異動。かわごえ環境ネッ

 
関係する異動が行われた。 

 
政策課課長に根岸氏、課長補佐に岡島氏。 

園対策を担当することになった。 

が環境省へ出向、石川宣明さんが環境省から戻ってきた。 

った。 
部課長に感想の一言を聞く！ 
間、環境部長を勤め市長室長に変わった戸口さんは、「中核市移行に伴う市民の環境行政への期待の重さ

に、調整役としての強い味方ができたと言うべきだろう。 

た。「ネットへの期待に温度差もあるし、運動の方向や方法にも多様な性格があって難しい面もあるの

しかし着実に前進しているのではなかろうか」と，自信をみせていた。「くぬぎ山のダイオキ

席に立ち寄ってあいさつができそうだ。 

熟知しながら纏め上げた生みの親でもある。「あのころの理想と現実

以来２２年間公害と環境問題に振り回された生き字引である。 

7 
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１２日(日)10:00～蓮見橋集合     ６月２６日(日) 9:00～ジョイフル集合 
       ［問い合わせ先・谷津弘子 049-224-9118］ 

 

２日(日)                               

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。 
）、６月１９日（日）…小中学生からお年寄りまで多数の参加をお

。 

性化は、会員の連帯と行動がカギになろうかと思われ

の道遠いことを痛感します。 

      団体の４～７月の行事予定 
◎ 玉県生態系保護協会                ［問い合わせ先・笠原啓一 049-222-0957］ 埼

［探鳥会・川越伊佐沼］          ［今福雑木林自然観察会日程］ 
４月１０日(日)10:00～蓮見橋集合     ４月２４日(日) 9:00～ジョイフル集合 
５月 ８日(日)10:00～蓮見橋集合     ５月２２日(日) 9:00～ジョイフル集合 
６月

◎ 蔵丘陵森林公園の自然を考える会   武

［森林公園観察会］      ［自然観察会］       ［昆虫観察会・小学生対象］ 
４月１４日(木)         ４月１０日(日)            ４月２４日(日)   
５月１０日(火)        ５月 ８日(日)         ５月1５日(日)                 

６月１０日(金)          ６月１

◎クリーン川越めざす会               ［問い合わせ先・武田侃蔵 049-222-0786］ 
 ゼッケンをつけて、まち美化啓発運動 
 月 ５日(火)、１４日(木)、２３日(土)       午後１時半、４ 川越駅東口アトレ横歩道橋下集合 
 ５月 ３日（火）１２日(木)、２８日(土)、    クレアモールから一番街・市役所まで 
６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

４月１７日（日）、５月１５日（日

願いします！気楽にお出でください。 
◎ ４月１６日（土）つるがしま環境ネットワークとの連帯して「市境の不法投棄回収」作業。 
◎ 午前９時、鶴ヶ島市太田ヶ谷の運動公園駐車場に集合。鶴ヶ島駅西口に８時半車相乗りで。 

各団体の３か月分の行動予定をぜひ環境政策課までお寄せください。 
年度内の予定がありましたら、半年、１年分でもかまいません。 
自然環境部会の例会は、４月以降、第２金曜日午後３時より

社会環境部会の例会は、今までと変わらず、第3水曜日の午後３時より。 

編集担当より 
かわごえ環境ネットも６年目を迎えました。川越市の第３次総合計画の審議が始まり、環境基本計画の

見直しも予定に入りました。「環境にやさしいまち川越」の合言葉がより輝きを増すよう、ネットの役割

と期待は高まるばかりと思われます。ネットの活

ます。気楽に投稿をお寄せください。原稿の整理に困るくらいお寄せくださるのを夢みております。 
ネットの理事長の小瀬さんが、この４月から東洋大学工学部環境建築科の助教授に昇進されました。ま

だ４０歳にならない若さです。川越の環境ネットを強いリーダーシップで引っ張ってほしいものです。 

街角雑感 小江戸川越の観光起点は本川越駅周辺でしょう。鏡山酒造の跡地の利用促進が待たれ

ます。その本川越から東照宮，中院方面に向かう道のお茶屋「吉野園」の脇にある大きな変圧器。その

横がごみの捨て場所になっています。大きく(ここはごみの収集場所ではありません)と張り紙をしてお

いたのに無残に破られていました。そしてその変圧器の陰に、缶・ペットボトル・びんの入った大きい

袋が放置されていました。町のど真ん中でのこの心無い行為。市民啓発
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