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災害と環境対策 
 このたびの東北地方太平洋沖地震に被災された皆様に心よりお見

舞い申し上げます。皆さまの安全と 1日も早い復旧を心よりお祈り申

し上げます。 

 

 テレビで流れる大震災の惨状を目の当たりにして心が痛む方が多

いであろう。同時に従来のコマーシャルに代わるメッセージが流れて

くる。「私たちに今できること」「節電」「無駄な買い置きはしない」

など。その中で節電については各企業／各個人が本当に努力している

姿が見えてくる。特にスーパーなどは必要場所以外の照明は消され、

店に入った瞬間、とても暗く感じるが、店を出るころには慣れている

自分に気がつく。買う側としてはまったく問題はない。 

 我が家でも本当にこまめに消灯を行うようになった。「計画停電」

が夜の場合は居間でロウソクを灯し家族で談笑する。今まで忘れてい

た何かを思い出す。今後電力量を確保でき「計画停電」が回避された

としても、このままの節電スタイルを生活の基本にしてもいいのでは

ないかと感じ始めている。 

 これから来る夏場の問題もあるが『工夫と知恵』で乗り越えられる

気がしてきた。会員各位におかれても今の気持ちを継続してもらい皆

で夏場を乗り切る工夫を考えたい。節電は「今一番必要なこと」、そ

して「資源の節約」でもあり、「経費の節約」でもある。そして電力

会社には全力で復旧に取り組んでいただきたい。この「みんなで取り

組む」ことが被災地の復興スピードをより上げる大きな施策である。 

 

 さて、論文調で書いてしまいましたが、少しだけ自己紹介を。今期

より理事を拝命しました石川と申します。「かわごえ環境ネット」に

参加して感じたことは理事長をはじめ副理事長・理事の方々及び事務

局の方々がほんとうにがんばっています。私も微力ながら運営に参加

していきます。今後ともよろしくお願いします。 

 

かわごえ環境ネット理事（川越環境保全連絡協議会） 石川一男 
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「かわごえ環境フォーラム」の詳報
 本誌 3月号に続き、2月 19日（土）に東洋大

学川越キャンパス 学生ホール食堂棟において

開催された「かわごえ環境フォーラム」につい

て報告します。今回は詳報として、第 1部「か

わごえ環境活動報告会」の各発表の概要と第 2

部「すみたい街 かわごえカフェ」の話し合いの

様子をお伝えします。 

 

第 1部「かわごえ環境活動報告会」の詳報 

 10:00から 12:00まで、9件の環境活動報告が

ありました。 
発表順序・発表題目・発表者 

 自然と向き合った 3件の報告 ・宮岡アイ子/

ふくはら子どもエコクラブの「自然と農業に触

れるエコ体験̶ふくはら子どもエコクラブ活動

報告̶」では、瞳を輝かして発表してくれた 5

人の子どもたちの顔が印象的でした。 

・過昌司さんの「雑木林の観察を通して林の再

生に取り組んで」は、6 年前から福原の雑木林

を地主さんの了解を得て植物や昆虫や野鳥の観

察結果について発表がありました。自然保全の

制度化を強調されていました。 

・後藤ゆかりさんの「田んぼ発 いきいき地域づ

くり－みなみかぜ いきいき田んぼの会のアルバ

ム－」は、この活動を通して子どもからお年寄り

までが安心して集える地域づくりについて紹介

されました。 

・松岡壽賀子さんの「温室効果ガス削減 25%、

あなたの家庭は?」は、エコゲーム・10 年間の

苦労話を通して発表されました。継続していく

には、家族の絆と、ゲーム感覚で楽しく取り組

むのが秘訣とのことでした。 

・三村正巳さんの「地域活動を始めて」は、水

辺再生 100プランをきっかけにイベントを通し

て地域の交流を拡大していきたいとのことでし

た。 

・上山巧さんの「EM による環境浄化活動」で

は、始めて 8年になる仙波河岸史跡公園・河岸

跡池の水質浄化活動の報告があり、新河岸川か

ら荒川までの河川の浄化に想いを持ち続けてい

るとのことでした。 

学校関係・芝浦工業大学・角田拓也さんの「エ

コマネー使用期間拡大が環境イベントにもたら

す影響・効果に関する研究－アースデイ・イン川

越 立門前における社会実験－」では、アンケー

トの分析結果、エコマネーを通して環境に関心

を持つとともに商店街の活性化につながるよう

報告がありました。 

・東洋大学・中川邦昭さんの「まちづくりにお

ける情報システムの活用方法に関する研究」で

は、ICT（情報通信技術）を用いた手法が紹介

されました。 

・東洋大学・木村偉至さんの「東洋大学川越キ

ャンパスにおける電力使用量の推移及び環境配

慮行動の周知に関する研究」では、環境に対す

る意識や知識を高めるためには、学生委員会を

立ち上げるなど積極的に環境に対する取り組み

が必要であるとの研究発表がありました。 

 参加されなかった方、詳しくは、「かわごえ環

境活動報告集」に目を通してください（報告集

は環境政策課にて配布されています）。 

（宮澤宏次） 

1. 『自然と農業に触れるエコ体験―ふくはら子どもエ
コクラブ活動報告 2010―』 

  宮岡アイ子［ふくはら子どもエコクラブ］ 
2. 『雑木林の観察を通して林の再生に取り組んで』 

過昌司 
3. 『田んぼ発 いきいき地域づくり ―みなみかぜ い

きいき田んぼの会のアルバム―』 
  後藤ゆかり［みなみかぜ］ 
4. 『温室効果ガス削減 25%（90年比）、あなたの家庭

は？』松岡壽賀子［ネットワーク"かけはし"川越］ 
5. 『地域活動を始めて』  
  三村正巳・小林久美［小畔川の自然を考える会］ 
6. 『EMによる環境浄化活動』  
  上山巧・三重野義郎［EMクリーンクラブ］ 
7. 『エコマネー使用期間拡大が環境イベントにもたら

す影響・効果に関する研究ーアースデイ・イン川

越 立門前における社会実験ー』  
  角田拓也・中口毅博［芝浦工業大学］ 
8. 『まちづくりにおける情報システムの活用方法に関

する研究』 中川邦昭・小瀬博之［東洋大学］ 
9. 『東洋大学川越キャンパスにおける電力使用量の推

移及び環境配慮行動の周知に関する研究』 
  木村偉至・小瀬博之［東洋大学］ 
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第 2部「すみたい街 かわごえカフェ」 

 初めての試みである“かわごえカフェ”に 10

0 人余りの人が参加しました。かわごえカフェ

のテーマは、「すみたい街について」。その話し

合いのために、副題として、「環境」「福祉」「観

光」「教育」「安全」というサブテーマを設け、

それぞれのサブテーマに絞ったすみたい街につ

いて話し合いをしました。 

 くじで引いたサブテーマのテーブルに 4人ず

つ座り、第 1、第 2、第 3ラウンドと 25分～30

分話し合いをしました。そして最後は全体セッ

ションとして全員で話し合った内容を共有しま

した。このかわごえカフェによって、どのよう

な気づきがもたらされたか、みなさんに提出し

ていただいた“発見シート”を元に報告します。 

 

1. かわごえカフェの問 

 各ラウンドで話し合いをしてもらうために次

の問を設定しました。 
第 1ラウンド 14:25～14:55（くじで引いた席に着席） 
問 1：テーマ（環境・福祉・観光・教育・安全）ごとの、
すみたいと思う街はどんなイメージですか？ 
第 2ラウンド 15:00～15:30（席替えで新しいメンバ
ーで話し合い） 
問 2：テーマごとの、すみたいと思う街はどんなイメー
ジですか？ 
第 3ラウンド 15:35～16:00（最初の席のメンバーで
話し合い） 
問 3：イメージ通りの街をつくるために、あなたは何を
したいですか？ 

 

2. 全体セッション 

 かわごえカフェで対話したことで気づいたこ

とを挙手にて発表してもらいました。 

 最初に発表してくれたのは、「教育」テーブル

の東洋大学の学生さん。持続可能な街のために

どんな教育をすべきかについての意見は、「記憶

を次世代に繋ぐこと」。そのために、もっと親が

人として成長してほしい。そのために、例えば、

川越の農家では滞在型のエコツアーを企画し、

親子で参加してもらう。農家ではエコツアーが

ビジネスになるし、親子で参加することで親も

成長するのではないかとの提案をいただきまし

た。 

 次に発表してくれたのは「福祉」テーブルの

東洋大学の学生さん。持続可能な街のためにど

んな福祉であるべきかについての意見は、「人と

の繋がりが大切。心がケアされないとよくなら

ない」ということでした。 

 「安全」テーブルからは、「他責にしないで、

自らが実行し、まず第一歩を踏み出すことが大

切」であるという意見がでました。自らが声を

かけ、近所つきあいを広げていくことが安全の

見守りになるという考えでした。 

 「環境」テーブルからは、持続可能な街のた

めに環境をどうすべきであるかという議論では、

「CO2 を減らそう、省エネしようという話には

ならず、結局は生活が大切であり、生活難民を

なくし孤立しないしくみが必要」という意見で

した。 

 「観光」テーブルからは、市民自体がこの川

越をどれだけ知っているのか。川越を知ってい

るようで市民はよく知らないのではないか。ま

ずは街を歩いて川越を知ろうという意見でした。 

 

 それぞれのテーマから気づいたことを発表し

てもらいましたが、各テーマの根底には「人と

人との繋がり」が共通のキーワードのように感

じます。福祉で言われた「人と人との繋がり」。

これは「安全」にもいえます。“声をかける”、

“近所付き合いをする”、そうした人との繋がり

が街の見守りにもなり、安全になっていきます。

そして、「環境」でも人と人が繋がることが孤立

を回避でき、生活難民を防ぎます。人と人が繋

がれば、川越の街を歩き、街を知りそれを拡げ

ていくことができます。そしてそれは、次世代

へとつなぐ教育にもつながっていきます。 

 初めての試みとして開催したかわごえカフェ。

環境、福祉、観光、教育、安全と 5つのサブテ

ーマにわけ、持続可能なすみたい街について話

し合ってもらいました。難しい内容ではあった

ものの、みなさんが話し合って浮かび上がった

キーワードは「人と人との繋がり」であり「絆」
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ではないでしょうか？そこをしっかりと見据え

た取り組みをすることが、多くの課題の解決に

も繋がるのかもしれません。そのためには、人

と人を繋げるコーディネーターの育成や繋がる

場が必要なのかもしれません（繋がる場がかわ

ごえ環境ネットになるようにしたいと思いまし

た）。そんなことを感じたかわごえカフェでした。 

 

3. みなさんからいただいた発見シートの意見 
・ 安全について話し合いをしましたが、つまるところ
人との繋がりの良いところは、地域の安全に繋がると

いう結論でした。また、「あいさつ」が人との繋がりの

基本という意見があり、まずはご近所の人との挨拶か

ら大切にしたいねと話しました。 
・街づくりは人づくりだね。コミュニケーションの大

切さ。親から「ありがとう」ということで子供も感謝

の表現としてこの言葉を使うようになる。 
・何事もまず自ら行動すること、一歩踏み出すこと、

他責にしないことが重要である。 
・観光について話したが、客を迎える側にたって一人

ひとりができることは、川越を愛し、川越を知り、川

越を歩くとともに温かく観光客を迎える心遣いを持

ち、何回も訪れたい街にしていきたい 
・環境について話したが、環境は生活であり、生活の

中に 5つのテーマが存在することが今日の結論かもし
れない 
・気軽に近所の人に声をかけられるような社会が良い 
・気持ちが人を動かす。記憶を次世代に伝える。相手

を教育することは自分を「教育」することになる 
・人の考えは千差万別であるが、求める理想の形は似

通っていることを感じた 
・昔の環境を取り戻すのではなく、新しい時代の環境

づくりが必要。そのためには、新しいコミュニケーシ

ョンの形が求められる→その意味でかわごえカフェは

すばらしい! 
・福祉、環境、教育、安全、観光・・・いろいろな人

とのつがなりが大切 
・人と人とが繋がっていけるたまり場（カフェ）が大

切だと思います 
・街づくりをするためには、まず自分の街を好きなる

ことが重要 
・価値観がなくなっている事が様々な問題が発生。子

供の教育から価値観をうえつけよう。 

 なお、みなさまからいただいた発見シートの

内容は、かわごえ環境ネットのホームページで

すべて閲覧できるようにしています。（http://ka

wagoekankyo.net/news/にアクセスして「かわご

えカフェ」で検索してください。） 

 初めて行った「かわごえカフェ」に対して、

参加者の多くの方から参加してよかった、いろ

いろな人と会話し、多様な考えがあることに気

づいた、またぜひ開催してほしいといった好意

的な感想をいただきました。ありがとうござい

ました。また、かわごえカフェでは、みなさん

にリラックスして対話できるようにお茶やお菓

子の準備を生活クラブ生協川越まちづくり専門

部会メンバーに手伝っていただきました。お茶

菓子の一部（饅頭、シュークリーム）も生活ク

ラブ生協より提供されたものです。この場をか

りてお礼申し上げます。     （飯島希） 

 
テーブルレイアウト

 
進行役の飯島希さん 

 
会場全体の様子

話し合いの様子 
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会員からの活動報告

「水と緑と伝統のまち川越12回探訪・ついでにクリーン」12回目報告 クリーン&ハートフル川越

 昨年 4月から始めた「水と緑と伝統のまち川越 12

回探訪・ついでにクリーン」も最後を迎えました。今

回は入間川河畔など長距離が予想されましたので自

転車で廻ることにしました。3月 19日（土）東上線

川越市駅前に集まり4人で出発しました。月越小学校

横、今成給食センター横を通って、北環状線の建設状

況を見ました。JR と東上線の跨線橋の部分も用地買

収が済み、あとは予算の関係だと地元の人が早期開通

を心待ちにしていました。この付近の大きな家の屋根

瓦が3月11日の地震の影響で壊れていました。 

 次に上寺山の観音堂を拝観、彼岸の入りで地元の人

が墓参りをしていましたが、寺院とは違う昔ながらの

信仰の姿を見ました。ついで雁見橋そばの観蔵院によ

って八咫神社に向かいました。すぐ横の入間川の土手

は排水溝が整備されていました。この神社は、五穀豊

穣と治水を願う「まんぐり」と呼ばれているお祭りで

有名です。周辺は新興住宅が増えており、農業に連な

る民俗行事の行く末が案じられました。 

 土手に上がり、「まんぐり」のみこしが水に入る寺

山の堰を見て平塚橋へ向かいました。この辺は水量が

少なく、流路も狭くて豊かな流れの面影はありません

でした。県道片柳川越線を通って小畔川を越え、下小

坂の白髭神社に向かいました。遠くからも見事な枝振

りが見られましたが、幹回り6メートルを越す2本の

大ケヤキが根っこを絡ませてそそり立つ姿は、川越一 

に相応しい威容を誇っていました。 

 小畔川左岸の土手の上を行くと、左側に小畔クリー

ンセンターが見えました。焼却灰などの最終処分場で

すが、きれいに整備されていました。隣はヘリコプタ

ーの朝日航洋の本社とヘリポートがありましたが、災

害出動のためか、1機しかありませんでした。この小

畔川の左岸道路が落合橋につながる手前に、入間川治

水に生涯をかけた、武州ガス創設の原次郎さんの顕彰

碑がありました。入間川、小畔川、越辺川と並んで流

れるこの辺は、河川敷の幅が800メートルとなり、昔

から治水の闘いの苦労がうかがわれました。その碑の

周りの吸殻や空き缶を拾って、遺徳を偲びました。 

 落合橋を渡って入間川右岸の桜がいっぱいの芝生

で一休みをして釘無橋から菅間堰へ向かいました。冬

の大雪で倒れた木が2本、流れて堰につっかえたまま

でした。ごみも護岸回りにいっぱい散乱していました。 

ついで菅間緑地に寄りましたが人気はありませんで

した。それでもポイ捨てされた空き缶や吸殻があり回

収しました。帰路に正月の筒粥神事で有名な石田の藤

宮神社を参拝、ついで山田の八幡神社に寄りました。

ここの宮司さんは神社本庁入間支部長で、伊勢神宮の

ポスターの顔になっていました。最後に浄国寺を訪ね

た21キロ余の行程でした。     （武田侃蔵） 

 
地元の信仰を集める観音堂 

 
「まんぐり」で有名な八咫神社 

 
 白髭神社にある川越一の大ケヤキ

 
小畔川沿いにある川越市の最終処分場 

 
入間川の治水をたたえる原さんの碑 

 
大きな木が 2本もつっかえた菅間堰 
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流域・近隣行政の活動

川にまつわる話題

「新河岸川一斉清掃」一部で有志が実施 

 「新河岸川広域景観づくり連絡会」の呼びか

けで、川越市から和光市までの新河岸川の一斉

清掃を 3月 20日（日）に予定していましたが、

東日本大地震の影響で、一部団体の参加等が困

難になり、自由参加で実施しました。川越市で

も、かわごえ環境ネット会員と地元自治会員ら

20人が参加、新扇橋から旭橋、川崎橋周辺をき

れいにしました。旭橋左岸の橋脚下に大量のご

みが放置されていましたが、まとめて処理しま

した。しかし 25日にはまたごみが置かれ残念な

思いでした。当初は、29日に川合川越市長が旭

橋から舟で志木市まで行く予定でしたが取りや

めになりました。       （武田侃蔵） 

 
旭橋の橋脚下のごみ清掃 

 
土手の下でごみ拾い

「仙波地区の新河岸川がきれいに」 

 川越市内を流れる新河岸川も、赤間川公園横

から城下橋までは、県の「水辺再生事業」で改

善されましたが、その下流が景観的に望ましく

ない状況になっています。水草が流れいっぱい

に繁茂して、その上にごみが絡んでいました。

それでも 6年前に天皇陛下が川越市にお出でに

なられた時は、琵琶橋周辺はきれいに浚渫され

ましたが、その後放置されて元の木阿弥になっ

てしまいました。 

 川越県土整備事務所では、新河岸川の清身場

橋から琵琶橋までの約 800メートルの浚渫工事

を 3月中にやっています。23年度は続いて杉下

橋まで浚渫を予定しています。この機会に、き

れいな新河岸川再生の方策を市民が主体となっ

て検討したいものです。    （武田侃蔵） 

 
昨年の貝塚橋下流の新河岸川の状況 

 
浚渫できれいになった同じ場所の新河岸川 
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近隣行政の環境関連事業報告＜国土交通省荒川上流河川事務所＞ 
 川越市内の入間川や小畔川の一部を管理して

いる国土交通省の荒川上流河川事務所は、堤防

上部の舗装等や、排水溝の整備を進めています。

平成 23（2011）年度も落合橋上流小畔川右岸堤

防上部の 3メートル幅舗装を予定し、快適なサ

イクリングが可能になります。 

 また、同事務所の河川環境課では、河川環境

の保全と新たな自然創出への取組を、地域の市

民団体と連携して積極的に進めています。川越

市周辺では、高麗川浅羽地区、越辺川ビオトー

プ、荒川太郎右衛門地区、三ツ又沼ビオトープ

などがあります。一部川越市にかかっている三

ツ又沼ビオトープの保全活動をしている市民団

体は 7団体で、現在のところ全部上尾市に連絡

所を置いています。川越市民で保全活動に参加

している人も多数あると聞いています。かわご

え環境ネットが音頭を取って川越市民のグルー

プ作りを進めたいと思いました。（武田侃蔵）

川越市からのおしらせ

あなたの周りの野鳥をお知らせください（平成 23年度自然環境調査） 環境政策課

 多様な生物が共存できるような市内の自然環

境を保全するため、市内で見つけた身近な野鳥

の情報を募集します。いただいた情報は、広報

や市ホームページに掲載することがあります。 

募集期間…4月 1日（金）から 8月 31日（水）

まで 

応募方法…調査日・調査場所（近くの目印な

ど）・種類・数、住所・氏名・連絡先と、可能で

あれば感想・写真データを添えて、〒350-8601

川越市役所環境政策課（本庁舎 5階、ファクス・

メール可） 

＊調査シートを同課・公民館で配布しています。

また、市ホームページからダウンロードするこ

ともできます。 

問い合わせ…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

 第 12 回理事会を 3 月 23 日（水）9:00-10:30

に川越市役所 7C会議室において開催しました。

主な議事は次のとおりです。 

 2月 19日に開催されたかわごえ環境フォーラ

ム及び『川越の自然』制作に関する収支決算見

込みを確認しました。 

 次年度事業計画を各専門委員会の活動計画案

を見ながら検討しました。全体方針・事業とし

て、会員の増加とともに会員の行事・会議参加

率を向上させるための適切な周知とイベントの

開催、第 10 回かわごえ環境フォーラムとして

「かわごえカフェ」の開催、震災後の社会を踏

まえた環境リスクの理解や停電・節電下の暮ら

し方の情報提供などを実施することなどを検討

しました。全体方針も含め、次回、次々回の理

事会で成文化して総会議案書を作成することに

しました。 

 会費未払の会員については、年度末で除名と

することを確認しました。 

 なお、地震の関係で 3月 22日に予定していた

かわごえ環境フォーラム実行委員会及び拡大企

画会議、3月 23日に予定していたかわごえアジ

ェンダ 21推進委員会を中止にしました。これら

について必要な作業は、機会を改めて実施又は

メール等書面にて実施することにしました。 

（小瀬博之） 
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社会環境部会

 3月の例会は、9日（水）参加者 13名で行わ

れました。今回は、2010年度最終の部会でした。

一年を振り返ってみると、行政や他の環境推進

団体および大学生等との協働の事業推進に一歩

踏み出した一年になりました。しかし、大きな

成果を挙げるまでには至りませんでした。 

 2011年度は、さらに厚みを増すべく部会の活

動を一層活発化するには、どうしたらよいか話

し合いました。それぞれのグループが、毎月活

動状況を報告し討議するような活動を行い、推

進することにしました。 

 一つの具体策として、緑のカーテン運動につ

いて教育委員会等と協働で、市内の小中学校に

モデル校を設定して推進する。また、ガソリン

の値上がり傾向をふまえて二酸化炭素発生削減、

安全運転の面からのエコドライブの推進、生ご

みの水切り促進、堆肥化の拡大活動、および廃

油石けん作り等市民に直結した活動について、

具体策を作り推進することにしました。 

 次年度は、部会参加者を増やし、目に見える

成果をかわごえ環境ネット会員挙げて推進した

いと考えています。 

 社会環境部会は、毎月第 2金曜日 13時より 1

5時に変更になりました。新年度第 1回は 4月 8

日です。場所は、福田ビル 3階会議室です。こ

の機会に、多くの会員の参加による意見交換が

できればと思います。連絡はいりません。 

（社会環境部会代表 原嶋昇治）

おしらせ

Webによる情報提供及び会員からの情報提供依頼
 かわごえ環境ネットでは、本会ホームページ

で情報を逐次提供しています。このたびの地震

により本誌 3月号でおしらせしていた会議・行

事等の予定を変更しました。本誌は月刊となっ

ているため、最新の情報はホームページを随時

ご覧ください。また、会員の行事変更等ありま

したら随時ホームページのコメント機能を使っ

ておしらせいただければ、早急に情報を更新し

ます。 

 PCサイト（http://kawagoekankyo.net） 

 携帯サイト（http://kawagoekankyo.net/i） 

 会員の行事変更等の連絡（http://kawagoekank

yo.net/news/000304.html） 

 イベントカレンダーは、Googleカレンダーで

提供しています。Googleアカウントをお持ちの

方は、カレンダーを共有すれば、最新の情報を

随時確認することができます。 

 また、理事長である小瀬が Twitterで随時ツイ

ートしています（@hkose_kawagoe）。かわごえ

環境ネットに関する情報も随時おしらせしてい

ますので、Twitterに登録している方はぜひフォ

ローしてください。 

 本会の活動推進していく上で、インターネッ

ト上の情報共有、コミュニケーションをさらに

推進していく予定です。    （小瀬博之） 

 

 

【会員のみなさまへ】総会（5月 21日）のご案内と会費納入のお願い（5月 20日まで）
 会員のみなさまへ 2011（平成 23）年度総会（5

月 21日土曜日 9:30-10:30）のご案内と、会費納

入についてのお願いをお送りします。総会の出

欠については、総会通知に同封した返信用はが

きを用いて、4月 22日（金）必着でご連絡くだ

さい。年会費の納入は、個人会員 1,000 円、団

体会員（民間団体、事業所、川越市）は 2,000

円です。5月 20日（金）までにお願いいたしま

す。5 月 21 日の総会終了後（10:30-12:00）、公

開行事として『川越の自然』刊行記念講演会を

開催します。また、講演会終了後に懇親会（12:

30-14:00ドングリの樹にて）を実施します。
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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）

★＜緑のカーテンを小中学校に＞勉強会 

（第 1回） 

日時：4月 2日（土）13:30-16:30 

場所：川越市北公民館（川越市氷川町 107） 

 かわごえ環境ネット会員による説明と質疑の

後、14:30 から講義、講師は埼玉県知事表彰を

受けた環境まちづくり地域協議会 in にいざ代

表の荻原洋志氏。 

●社会環境部会（2011年 4月度） 

日時：4月 8日（水）13:00-15:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

●自然環境部会（2011年 4月度） 

日時：4月 8日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

 両部会は、4月より毎月第 2金曜日の 13:00-1

5:00, 15:00-17:00 の連続開催となりました。次

回は 5月 13日です。会場は毎回変わります。会

員であれば自由に出席できる話し合いです。初

めての方もぜひご参加ください。 

★＜緑のカーテンを小中学校に＞勉強会 

（第 2回） 

日時：4月 9日（土）13:30-16:30 

場所：川越市北公民館（川越市氷川町 107） 

 4月 2日の勉強会を受けて、9日に再度事例研

究をします。参加希望者はかわごえ環境ネット

事務局（Tel.049-224-5866）へ。 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：4月 11日（月）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。4 月から毎月第 2 月曜

日が定例活動日になりました。次回は 5月 9日

（月）同時間。 

◆広報委員会（2011年 4月度） 

日時：4月 12日（火）9:00-10:00 

場所：川越市役所本庁舎 5階フリースペース 

（川越市元町 1-3-1） 

◆理事会（2011年度第 1回） 

日時：4月 19日（火）9:00-11:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

★（仮称）川越市森林公園計画地「雑木林の花

見（観察会）」 

日時：4月 23日（土）9:30-12:30 

集合場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

（川越市今福 1295-2） 

内容：新緑の雑木林でウワミズザクラ、スミレ

などの観察、対象：一般、定員：30名、経費：

100円、申し込み：環境政策課（Tel.049-224-58

66）へ 

◆理事会（2011年度第 2回） 

日時：4月 26日（火）9:00-11:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

●2011（平成 23）年度総会 

日時：5月 21日（土）9:30-10:30終了予定 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1） 

内容：2010年度事業報告、2010年度決算報告及

び会計監査報告、2011年度事業計画、2011年度

予算、その他 

★『川越の自然』刊行記念講演会 

日時：5月 21日（土）10:30予定-12:00 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

内容：冊子の配布、記念講演 

●懇親会 

日時：5月 21日（土）12:30予定-14:00 

場所：どんぐりの樹（川越市大手町 8-6） 

参加費：1,500円（当日集金） 

★〔予定〕川の一斉水質調査 

日時：5月 29日（日）11:00 -14:00ごろ 

水質測定場所：川越市北公民館 

 6月 5日が全国実施日ですが、本会では 5月 2

9日に実施します。10:00を基準として午前中に

分担を決めて採水し、集合して水質測定を行い

ます。参加者を募集します。希望者はかわごえ

環境ネット事務局までご連絡ください。 
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会員・関係団体の主催行事

●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 

◆4月 9日（土）9:30からの作業 

畑仕事、ほうれん草の収穫 

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。 

●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） 

◆4月 5日（火）・21日（木） 

◆5月 3日（祝・火）・19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） 

◆4月 10日（日）・5月 8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） 

◆4月 23日（土）・5月 28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。 

●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 

 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。 

◆4月 3日（日）・20日（水）当会主催 

見所：新緑の中で、野鳥の囀りやシュンラン、

タンポポ等の野草を楽しみます。花に集まる昆

虫類を観察します。植物の解説は大田先生です。 

◆5月 9日（月）・15日（日）当会主催 

見所：ハルゼミと抜け殻を探してみましょう。

キンラン等の野草類も観察します。 

●東洋大学環境コミュニケーションゼミ 

申込・問い合わせ：小瀬博之（E-mail: hkose＊t

oyo.jp（＊は半角@に変換ください）, Fax.049-

239-1532, 4月 21日までにご連絡を） 

詳細 http://team-6.eng.toyo.ac.jp/ecsemi/013998.html 

☞2011年度第 1回川越キャンパスエコツアー 

「ウワミズザクラの花見」 

◆4月 25日（月）16:30-18:00 

場所：16:30 東洋大学川越キャンパス福利厚生

棟特別会議室集合（川越市鯨井 2100），人数：1

0名程度，参加費：無料，雨天決行 

●(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） 

◆4月 10日（日） 

 新緑の伊佐沼は、4 ヶ月余の工事も終わり、

しばらくぶりに水を満々とたたえています。バ

ードウイークを前にお出でをお待ちしています。 

◆5月 8日（日） 

 10 日からバードウイーク(愛鳥週間)です。子

育てをする鳥たちを大切にしましょう。沼では、

カイツブリ、バン、オオヨシキリが子育てをし

ます。 

●荒川流域ネットワーク 荒川流域再生プロジェクト 

☞都幾川・越辺川アユ遡上作戦 

◆4月 10日（日）9:00-13:00 

☞入間川アユ遡上作戦 

◆4月 17日（日）10:00-13:00 

詳細はかわごえ環境ネットホームページに掲載。

問い合わせ：鈴木勝行（携帯 090-7804-5722）
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広報委員会から
●【会員でない方へ】私たちと「かわごえ環境

ネット」でいっしょに活動しませんか？ 

 私たちは、かわごえの環境をよくするために

行政をはじめとするさまざまな団体と協働して

活動を行っています。 

 個人会員は年会費 1,000円、5名以上の団体・

事業者は、年会費 2,000 円で、本誌の送付など

のサービスが受けられます。 

 また、さまざまな活動に参加することができ、

社会での活動の場が広がります。新年度を機に

かわごえ環境ネットの仲間になりませんか。 

 特に会社を退職された方や子育てを終えて、

社会活動を行いたいと考えている方、やりがい

のある事業がたくさんあります。入会について

の詳細は、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、川越市役所本庁舎 5

階、Tel.049-224-5866）へ問い合わせ、またはか

わごえ環境ネットホームページ（http://kawagoe

kankyo.net）をご覧ください。 

●本誌への投稿をお待ちしています。 

 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 5 月号（No.055，4 月下旬~5 月上旬

発行予定）の掲載原稿は、4月 14日（木）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。 

●会員ブログでリアルタイムに情報発信 

 かわごえ環境ネットでは、「会員ブログ」を設

置して、会員自らの情報発信を支援しています。

自分のブログを持っていないのだけれど、ブロ

グに投稿してみたい、会員に情報を伝えたいと

いうあなたの投稿をお待ちしています。ブログ

の投稿には、ユーザー登録が必要になります。

ユーザー登録の方法は、http://kawagoekankyo.ne

t/member/cat68.htmlをご覧ください。 

●編集後記 

◆3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震で

亡くなられた方々に対し深く哀悼の意を表しま

す。また、被災された方々に対し心よりお見舞

い申し上げます。被災地の回復に努められてい

る方々には、感謝を申し上げます。 

 私は 2004年 10月 23日に発生した新潟県中越

地震で大きく被災した新潟県旧山古志村の復興

を支援してきました。最初に山古志の被災地を

訪れたとき、とても復興はできないのではない

かと考えてしまいましたが、2 年後に現地での

行政機能の回復、3 年あまりで仮設住宅の撤去

を果たしました。未だ復旧工事が進められてい

るところもありますが、震災による地域内外の

コミュニケーションが築かれたことが村にとっ

ての大きな財産となりました。 

 今回の震災は、これまでの震災と比べものに

ならないぐらい広範囲に及ぶもので、復興のた

めには長期にわたり多くの人が協力していく必

要があります。現在は、行方不明者の捜索やが

れきの撤去が続いている状況ですが、長期にわ

たり復興を支援すること、復興後も現地を訪れ

るなどして地域を元気づけることが必要です。

義捐金や後方支援も大切な支援です。みなさま

もできることをぜひご協力ください。（こせ） 

◆今度の大震災は、私らも計画停電の影響でエ

ネルギー問題を真剣に考えるきっかけになりま

した。火力発電による緊急対策で、当面の停電

騒ぎは小康を保っていますが、6 月以降の夏は

どうなるか心配になります。省エネ対策を今か

ら市民に呼びかけるのが、地球温暖化対策地域

協議会でもあるかわごえ環境ネットの役割かも

知れません。「緑のカーテン」運動も今から対策

を考えないと、材料不足で間に合わないような

事態も考えられましょう。資源化センターの焼

却エネルギーを減らすために「5%水切り運動」

も有効であります。当面できることからドンド

ン提案して実行し、住みやすい環境都市川越の

実現へ行動していきましょう。（KT） 
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イベントカレンダー（4月 1日~5月 21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。 

4/1 2 
★13:30緑のカ
ーテン勉強会 

4/3 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

4 5 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6 
 

7 8 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

9 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
★13:30緑のカ
ーテン勉強会 

4/10 
◎9:00都幾
川・越辺川ア

ユ遡上作戦 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

11 
★9:30（仮称）
川越市森林公

園計画地 植
物調査 

12 
◆9:00広報委
員会 

13 
 

14 
○本誌 5月号
原稿必着 

15 16 

4/17 
◎10:00入間
川アユ遡上作

戦 
 

18 19 
◆9:00理事会 

20 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

21 
◎13:30まち
美化啓発運動 

22 
○総会・懇親会

出欠返信必着 

23 
★9:30（仮称）
川越市森林公

園計画地「雑

木林の花見

（観察会）」 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/24 25 
◎16:30川越
キャンパスエ

コツアー 

26 
◆9:00理事会 

27 
 

28 29 
昭和の日 

30 

5/1 2 3 
憲法記念日 

◎13:30まち
美化啓発運動 

4 
みどりの日 

5 
こどもの日 

6 7 

5/8 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

9 
★9:30（仮称）
川越市森林公

園計画地 植
物調査 

10 11 12 13 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

14 

5/15 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

16 17 18 19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

20 
○会費納入期

限 

21 
●9:30総会 
★10:30『川越
の自然』刊行

記念講演会 
●12:30懇親会 
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