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「顔の見える」交流の「輪」を拡げる次の 10年 
	 かわごえ環境ネットの 10 周年

記念事業も、「かわごえカフェ」方

式のユニークなフォーラムで成果

を上げ、記念出版の「川越の自然」

も好評を得ることができました。

会員のみなさんのご協力で「かわ

ごえ環境ネット」の底力をみせる

ことができました。また、埼玉県

の平成 22年度「さいたま環境賞」を受賞し、この 7月 28日のテレビ

埼玉で本会の放映がありました。小瀬理事長と横山副理事長が司会の

質問に答えながら、本会の幅広い活動を、映像を交えながら紹介され

ました。10年の積み重ねが見事に花開いたといえましょう。 

	 この 8 月 5 日がかわごえ環境ネットの 11 周年となり、本会最大の

イベント「かわごえ環境フォーラム」が、節目の 10回目を迎えます。

いつものとおり、来年の 2月に予定していますが、会員の衆知を集め

て次の飛躍へとつながるイベントにしたいものであります。 

	 東日本大震災は、自然の厳しさ、科学技術の限界などを我々に突き

つけてきました。酷暑の 8月をどう乗り切るか、節電への全国民の取

組が、自然との共生につながる方向に向かうかは楽観を許しません。

エネルギー問題に対する将来像と、現実の対応のずれにどう対処する

か、大きい課題であります。とりあえずは「クールスポット」で涼ん

で英気を養うほかありません。川越

市民が投稿した 9 箇所のクールスポ

ットの気温調査が 8月の 8・9日の両

日にわたって行われますが、かわご

え環境ネット会員が手分けで担当し

ます。他市ではどの団体に頼むか、

対応に苦労しています。マンパワー

がいつでも動員できるような横の絆

の強いネットワークにならねばなりません。毎月の例会などで、「顔」

を合わせる機会を増やし、会員同士の絆を深めたいものです。 

かわごえ環境ネット	 副理事長	 武田侃蔵 

川越のクールスポット市民の森 1号 

市街地のオアシス「蓮馨寺境内」 
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菊地節子さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（36）
	 菊地節子さんに、個人会員の環境活動を聴く取材申し込

みのお電話をすると「私、環境活動なんてしていません。

環境ネットの広報イベントカレンダーを見て、参加できる

観察会に参加するだけです。」「伊佐沼で生態系の会が行う、

野鳥観察には参加しています。」「この間は、伊佐沼でお会

いしましたよね・・・。」電話口で、アッあの時と思いま

した。 

	 6月 12日の日曜日、私が主催している「水辺の自然体

験楽校」（がっこう）の参加児童10名を連れて、伊佐沼の

水辺探検に行き、野鳥観察している笠原さんにお会いでき、

子どもたちに野鳥の説明を受けた時にお会いしていたよ

うでした。「川越市の広報に出た森の見学会に参加した時

に、環境ネット入会を勧められて入りました。」「私は、活

動なんてしていませんので・・・、時たま夫が武田さん（副

理事長）に誘われて、川越まつりに法被を着て清掃に参加

したくらい。聴かれても活動のお話はありません。」それ

は、環境活動そのものです。と話し台風が近づき雨雲が早

いお天気の午後、お住まい近くに開設された「小江戸蔵里」

の広場、特設テント下のテーブルで、聴くことになりまし

た。お会いしてみて伊佐沼での出会いが鮮明になりました。

野鳥の会に入っているのですか。と聴きますと「いいえ、

参加費を払って、その都度、探鳥をたのしんでいます。」

「私の時間都合と興味が持てた会合に参加しています。」

「夫は環境ネットの部会にも時たま参加しています（7月

号参照）。北公民館で行われたゴーヤの時、夫について行

って参加しましたが、話の内容に入って行けなくて、かし

こまって聴くだけ

です。」「探訪会など

に参加しても、子ど

もたち、若い方が少

ないと感じていま

す。」「環境ネットも

家族会員にして、家

族参加を促すとい

いのでは・・・」「環境ふれあいネットの会合になればと

思います。」「草花も児童の目線、高さで見る観察会は、声

に出した驚きが聴こえます。」 

	 菊地さんのお生まれは、どちらですか。とお聴きすると

「隣の日高市です。川越の松江町に越してきて18年。」「生

まれ育った日高は、家の周り・庭が自然そのものでした。」

「マンションの 6 階に住み、ベランダをお庭にしていま

す。」「先月、伊佐沼で開かれた県の植樹祭に参加、ハンノ

キを植樹。その後の生長具合をサイクリングの途中農業セ

ンター行き見てきました。」そうでしたか。大気浄化の樹

を植えることは、環境活動になっています。「私も樹は好

きで、ベランダにドングリから芽生えさせたコナラ・ミズ

ナラを育てています。」「コナラ・ミズナラの葉には、樹液

が出てべとべとしますが、蜂類が良く飛んできます。」「今

年の春、ゴーヤの種を鉢に撒き19個が芽を出しました。」 

 
 芽を出したゴーヤ鉢  パーテーションのゴーヤ 

	 「緑のカーテンは、6階のベランダではできません。工

夫して鉢台を作り、移動式パーテーションにしました。」

「移動できるのでベランダお掃除がしやすい。」「真近に成

長が見られ、よく飛んでくる蜂のおかげか、花の咲きと実

なりがよいのです。」「ゴーヤの雄花・雌花の違い、実のな

る過程が近くで見られます。」「パソコンでゴーヤの育て方

を見て勉強になります。」「でも、何処でも緑のカーテンは、

ゴーヤになっているようですが、種がこぼれて、来年はあ

ちこちで芽が出て、ゴーヤだらけになってしまわないのか

な。」「パソコンで得た知識では、外来種になるので、使わ

ない実、種は焼却を勧めています。」「それと、ゴーヤの葉

っぱは、匂いが強くニガウリよりも青臭い匂い。」「子ども

たちの一番嫌いな食べ物になっているようです。」「間近に

置いたパーテーションのゴーヤは、匂いが出始めていま

す。」私も学校でのゴーヤ育ての支援を行っていますが、

実ができたら料理しようか・・・と問いかけると、返事が

ありません。嫌いな匂いと食べ物とは、知りませんでした。

「武田さんが始めているサイクリングは、ママチャリでも

サイクリングに参加できるように、ルートなど詳細を載せ

ていただければ楽しみが出て参加しやすいと思います。」

ここまでお聴きして個人会員の環境活動を聴く題名は、相

応しくないのかなと感じました。 

（2011年 7月取材	 理事・広報委員：金子晃） 

環境ネットカレンダーを見て、 
参加しています。 
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かわごえ環境ネットの活動報告

社寺林の観察会報告 自然環境部会

日時：6 月 25 日（土）9:00-12:00	 場所：喜多

院、中院	 参加者：34名	 スタッフ 6名	 講師：

稗島英憲、畠山ミヨ（川越樹の会） 

	 昨年度、冊子「川越の自然」を編集する過程

で、文化財としてはつとに有名な喜多院は、樹

木に関しても多様な姿があることがわかりまし

た。これはぜひ市民の皆さんにも伝えたいとい

うことで、今年初めてこの観察会を企画しまし

た。広報を通じての募集ですぐに定員に達し、

市民の方の関心度も高かったようです。 

	 当日は梅雨時にもかかわらず、雨はなく曇り

空で観察会には心地よい天気でした。参加者が

多いので 2グループに分かれて喜多院からスタ

ートです。寺社特有の樹木として菩提樹があり

ますが、ここの菩提樹はインド由来ではなく中

国系のシナノキ科です。日本ではインド系（ク

ワ科）は気温が低く育たないそうなので、どこ

でも同じような事情と思われます。 

	 どろぼう橋あたりの裏手に廻ると、関東地方

本来の照葉樹林の植生が見られます。いわゆる

「鎮守の森」と呼ばれる樹林で、シラカシ、ア

ラカシ、アカガシ、スダジイ、などです。中で

もアカガシは川越でもここにしかありません。

「川越樹の会」は 10年間にわたって川越の樹木

の種類、本数、幹周りなどを記録してきました

が、喜多院には巨樹、古木、伝承木が多いとい

うことです。 

	 続いて少し歩いて中院です。ここは「花の寺」

と言われるくらい歴代の住職さんが多様な樹を

植えています。モクゲンジは寺院によく植えら

れる樹木で、今の時期黄色い花をたわわにつけ

ています。他にはウケザキオオヤマレンゲ、ハ

クウンボク、タラヨウ、トウオガタマ、シナノ

キ（川越ではここだけ）など数多くあります。

シナノキはちょうど白い花が満開でよい香りを

放っていました。 

	 どちらの寺院もサクラの名所でソメイヨシノ

を始め、ウコンザクラ、ギョイコウ、エドヒガ

ン（川越最大）、ベニシダレザクラなどがありま

す。 

	 この日の観察会では資料として「川越の自然」

の p.125 にあります樹木の配置マップを拡大プ

リントしたものを使用しましたが、参加者から

「とても分かりやすい、1 人で来ても楽しめ

る。」と好評でした。冊子も 30冊近くお買い上

げがありました。        （賀登環）

 
喜多院での観察会の様子 

 
ボダイジュの花 

 
モクゲンジの花 

 
シナノキの花
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キノコの観察会報告 自然環境部会

日時：7月 3日（日）9：30-12：30	 場所：「（仮

称）川越市森林公園」計画地	 参加者：35 名、

スタッフ 5名	 講師：大久保彦（埼玉きのこ会）、

稗島英憲（(財)埼玉県生態系保護協会） 

	 キノコの観察会はたいてい小さなお子さんの

参加があります。地面からニョキッと出たのが

メルヘンチックなイメージなのでしょうか。今

回も 5人ばかりご参加でした。キノコは梅雨期

と、秋の長雨の時季によく出てきます。それ以

外の時季はあまり見つかりません。 

	 参加者の皆さんとそろりそろりと、地面に眼

をこらしながら歩き始めると、次々と見つかり

ます。枯れた松に白いマツオウジが出ていて、

キノコが分解者・森の掃除屋ということがわか

ります。よく見つかったムラサキヤマドリタケ

はヨーロッパでは美味で人気のキノコとか。ヤ

グラタケは 2階建てのキノコで、クロハツを土

台に乗っかります。鮮やかなオレンジ色のキノ

コはヒイロタケで硬いサルノコシカケ科の仲間

です。 

	 埼玉きのこ会の調査ではここと、水上公園、

赤坂の森公園で 92種確認されていす。今回の観

察会では 37種類でした。わずか 2時間あまりに

しては多いといえますね。    （賀登環）

 
（仮称）川越市森林公園計画地での観察会の様子 

 

 
ムラサキヤマドリタケ 

 
ヒイロタケ 

 
ヤグラタケ 

 
ミドリニガイグチ 

 

この日見つかったキノコ 37種類 
アイタケ カワリハツ テングタケ ホウネンタケ 

アカヤマドリ クロチチダマシ テングタケダマシ マツオウジ 

アワタケ クロハツ ハリタケ ミドリニガイグチ 

イタチダケ ケショウハツ ヒイロタケ ムラサキヤマドリタケ 

ウコンハツ シラゲアセタケ ヒビワレシロハツ ムレオオイチョウタケ 

ウチワタケ チチタケ ヒメカバイロタケ ヤグラタケ 

オキナクサハツ ツチカブリ ヒロヒダタケ ヤマドリタケモドキ 

オニイグチモドキ ツチカブリモドキ フクロツルタケ  

カバイロツルタケ ツヤウチワタケ ベッコウタケ  

カレバキツネタケ ツルタケ ベニヒダタケ  
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郊外クリーン活動	 7月 17日（日）に 2箇所で 社会環境部会

 
川越警察署でルートの確認 

 
国道沿いの植え込みにたくさんのごみ 

 
小仙波高架橋下空き地のごみ拾い

1）伊佐沼周辺：9時半に荒川右岸用排水組合の

事務所前に集合、ネット会員 3人で伊佐沼を一

回りしてポイ捨てごみを拾い、農業ふれあいセ

ンターのごみ集積所にまとめました。今は、週

1 回、シルバー人材センターでごみ拾いをして

いるので、きれいになっていました。また、翌

週の 24 日には、「蓮を咲かせる会」など周辺 7

団体が参加して、草刈もして 8月 6日の花火大

会に備えた清掃をしました。 

 

2）やすらぎのさと周辺：9時半に川越警察署前

に集合、小瀬理事長以下会員 5人、非番の若手

警察官 5人の応援で、二手に分かれてやすらぎ

のさとまでのポイ捨てごみ拾いをしました。バ

ス停横の植え込みの中は、空き缶とペットボト

ルが押し込まれるように捨てられ、大きい袋い

っぱいに回収しました。小仙波高架橋下の空き

地などのごみも、誰がわざわざ捨てるのか、マ

ナー向上の道は遠いことを痛感させられました。 

（武田侃蔵） 

会員・地域・流域の環境活動

「緑と花まつり INかほく運動公園」が開催され、川合善明市長が記念植樹しました

 
川合善明川越市長によるカシの植樹 

	 7月 9日（土）午前 10時から、快晴の夏空の

下、川越市霞ヶ関北地区に 4月から開設された、

「かほく運動公園」で「緑と花まつり IN かほ

く運動公園」が、川合市長、市議会議員、地域

の自治会長が出席され、式典が行われました。

川越市にみどりをもっと増やす運動として、開

催されたまつりに、地域住民が多数参加、草花

の植栽と来場した子どもたちも楽しめるクイズ

大会、竹材を使用した水鉄砲、ぽっくり、乗馬

体験等が催されました。 

	 まつりの記念に、市の木カシ（シラカシ）が、

川合善明市長と三上喜久蔵市議会議長により、

公園の一角に植樹されました。 

	 また、市民緑化推進として苗木配布が行われ、

150 名の来場者が受けて、庭に植栽され緑が育

ちます。庭木剪定で出た伐採木をチップ化、再

生資源として作られた土壌改良材「肥え土」も

プレゼントされました。かほく運動公園は、霞

ヶ関北小学校の跡地が整備され、少年野球・少

年サッカー・グランドゴルフなどの球技が出来

る公園、憩い空間づくりが、地域住民から要望

され実現、市民の健康づくり、緑に親しめる公

園となりました。 

（取材・執筆：金子晃） 

 



月刊 かわごえ環境ネット	 2011年 8月号	 No.058 

- 6 - 

第 2回「水と緑と安心を!サイクリングで探訪」7月 16日に三富新田や雑木林などを

 
監視カメラと柵で不法投棄は激減 

 
森林公園予定地のはずれの「六地蔵」 

 
三富新田の区割りの名残が残る畑地

 
かやぶきの農家で昔を体験できる島田家 

 
バードウオッチの聖地、緑濃い多福寺境内 

 
産廃施設も少なくなった狭山市内の雑木林 

	 埼玉県の「クールスポット 100選」には、川

越市では（仮称）川越市森林公園予定地の遊歩

道が選ばれるようです。その入り口の南文化会

館に集まって 9時に出発しました。森林公園予

定地内を走る市道の両側は、5～6年前まではポ

イ捨てごみが見られましたが、地元の人の清掃

で今はほとんど見あたりませんでした。右折し

て霊園横を通って関越のガード横に廻りました。

10 年前には不法投棄の山で何回か撤去のお手

伝いをしたところでした。今は柵をつけ、監視

カメラの表示があったりできれいになっていま

した。涼風がいっぱいの森林公園を出たところ

に、昔からの六地蔵がありました。 

	 その先はしばらく広い畑作地帯でしたが、旧

大井町にはいると、新興住宅地と大型スーパー

がみられ、武蔵野の面影を見つけるのに苦労し

ました。三芳町に入ると、畑と森、倉庫に工場

と、開発の波が押し寄せているのが感じられま

した。三芳町地内の国道 254号は、中央分離帯

に赤松やケヤキなどの年季の入った木があって、

昔の街道の面影を残し、樹勢も衰えていません

でした。 

	 しゃれた三芳町役場横を通って町の歴史民俗

資料館を訪ねました。「みよし歴史年表」が正面

に展示され、旧石器時代からの歴史の流れが分

りました。太平洋戦争後の 10年ごとの町の航空

写真があり、畑と森がどんどん開発される姿に

驚きました。農機具などに展示のほかに「竹間

沢車人形」のコーナーがありました。敷地内に

わらぶきの農家が移築されていました。近くの

「竹間沢こぶしの里」に下りて、鬱蒼とした森

と湧水の流れに涼味いっぱいのひと時でした。 

	 ついで、トラックなどが行き交う道を西に行

き、関越道をまたぐ陸橋の上で、三富新田の面

影を残す畑地を撮影しました。その先の道は、

両側に大きなケヤキがずらりと並んでいる「け

やき通り」で壮観でした。根が歩道にまで張り

出している樹勢には驚きました。 

	 徳川時代の豪農で、寺子屋も作った島田家の

わらぶき屋根の家で一休みしました。屋根の藁

の防虫対策で囲炉裏から煙がたなびいていまし

た。管理のおばさんが自在鍵の鉄瓶からお茶を

入れてくれました。湿り気のある土間などで、

家の中は涼しく休むことができました。 

	 近くの多福寺は、広い寺域が雑木林で覆われ、

数年前まではバードウオッチングの聖地といわ

れたところでした。開発時代の豪族を祭る多聞

院と神明社なども緑いっぱいで安心しました。 

	 所沢への道を右折し、畑のなかを通って狭山

市内の雑木林を抜けました。産廃の工場が少し

見られましたが、鬱蒼とした雑木林の広さに圧

倒された緑のサイクリングでした。（武田侃蔵） 
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2011年度第 2回川越キャンパスエコツアー 東洋大学環境コミュニケーションゼミ 

	 
雑木林の奥まで入り込んでの観察	 

	 
色づくウワミズザクラの実	 

	 
コナラの樹液に群がるたくさんの昆虫 

	 東洋大学総合情報学部の環境コミュニケーシ

ョンゼミの活動の一環として、市民の方々を学

内の雑木林にお招きし環境コミュニケーション

する企画「川越キャンパスエコツアー」を 7月

11日（月）に開催しました。 

	 当日は 5 名の市民の方とゼミメンバー9 名、

指導教員 3名の計 17名が参加し、16:45ごろか

ら 1時間ほど大越記念庭園で観察を行いました。

6 月下旬から乾燥した猛暑が続いていたためか、

観察会の目的としたきのこは少なかったですが、

春に咲いていたウワミズザクラが実となって黄

から赤に色づいていました。また、ノリウツギ

の花やエゴノキの実、コナラの樹液に群がるた

くさんの昆虫なども見られました。観察会終了

後は、学生食堂で懇親会を開催し、飲食を楽し

みながら互いの懇親を深めました。 

	 参加いただいた稗島さんの協力で、今回も大

学で作成しているフロラ（植物相）リストに新

たな種（エビヅル、クチナシグサ、タケニグサ、

タチシオデ、ヒメドコロ、ヒヨドリバナ、ヤマ

ユリ）が加わることになりました。これでキャ

ンパス内	 の植物種は 235種（木本 112種、草

本 123種）になりました。 

	 秋にも紅葉に合わせてキャンパスエコツアー

を開催予定です。ぜひご参加ください。 

（小瀬博之）

「びん沼川環境まつり」8月 28日に 
	 川越市の渋井地区から始まる「新河岸川放水

路」は、富士見市内からは「びん沼川」と名前

を変え、ヘラブナ釣りのメッカとして有名です。

かわごえ環境ネットも参加している「新河岸川

広域景観プロジェクト」の会員らが分担して、

この流域のごみ拾いをしたあと、びん沼自然公

園自然公園（富士見市）において「びん沼川環

境まつり」を 9:30-14:00（予定）に開催します。

阿波踊りなどの芸能発表、近隣農家の産直販売、

稲刈り体験、フリーマーケット、日本モデルロ

ケット協会のロケット打ち上げ、交通安全体験

車、自転車交通安全教室など、盛りだくさんの

プログラムが予定されています。 

	 かわごえ環境ネットでは、「新河岸川放水路」

から「びん沼川」合流点までの土手清掃を担当

します。8 時までに渋井の新河岸川放水路水門

脇にお集まりください。トング、ゴミ袋は用意

します。15人位の参加を期待しています。 

	 クリーン&ハートフル川越の武田（Tel.090-25

21-5770）までご連絡ください。 （武田侃蔵）

「川祭り」が各地で。「川がき」ホームページも 
	 埼玉県の「水と緑」キャンペーンの一つとし

て、県内各地の「川祭り」の情報が、県の水環

境課のホームページに載っています（http://ww

w.pref.saitama.lg.jp/page/kawagaki.html）。 

	 新河岸川水系では、7 月中に落合川、柳瀬側

（清瀬・志木）、東川などで行われました。8月

は、7日に黒目川（新座）、北川、不老川で、28

日に朝霞市の黒目川で魚採りなどのイベントが

予定されています。9月 11日には、富士見江川、

空堀川で行われます。     （武田侃蔵） 
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西温ネットで代表選任、低炭素まちづくりフォーラムに「自然エネルギー」で参加 
	 川越市を中心に、周辺 10市 2町の環境団体な

どで作られた西埼玉温暖化対策ネットワーク

（略称：西温ネット）は、7 月 2 日に大東南公

民館で理事会を開き、急逝した米澤代表に代わ

って、副代表の武田侃蔵が後任になりました。

	 10 月 30 日にさいたま市のソニックシティで

開かれる「第 2回低炭素まちづくりフォーラム」

に参加、自然エネルギー部会担当を了承、環境

アドバイザーの上領園子さんの発表と資料展示

の大筋を了承しました。    （武田侃蔵）

近隣市の環境行政	 所沢市 

	 
所沢市の節電啓発・アイディア募集	 

	 
「路上喫煙防止」「犬のふん」マナー啓発

	 6 月は環境月間。狭山市と所沢市は、市役所

ホールで市民啓発の環境展を行いました。狭山

市は 7月号で紹介しましたが、6月 20日から所

沢市役所の展示の様子などを紹介します。 

	 環境関係の取り組みを 6つのテーマに分けて

パネル展示をしました。1）話題の節電と太陽光

発電の補助など、温暖化対策のコーナー、2）市

民の心配が「放射能」、市で測ったデーターを公

表し、基礎知識を学べるコーナー、3）話題の「緑

のカーテン」を中心とした緑化の啓発コーナー、

4）生活環境の改善を図り街の美化を図るために

「犬のふん」の始末についてのマナー啓発、あ

わせて「路上喫煙禁止」のコーナー、5）ごみの

減量啓発と生ごみ処理機への助成などを PR す

るコーナー、6）リサイクルふれあい館からのア

イディアいっぱいのリサイクルの品が揃ったコ

ーナーと、当面の環境行政のすべてが展示され

ました。 

	 埼玉県の「節電キャンペーン」に応えて、所

沢市では独自の「家庭での節電のお願い」とい

うカラー刷り 8ページの親しみやすいパンフレ

ットを作り、市の広報とともに全戸配布しまし

た。さらに、8 月分か 9 月分の電気使用量が前

年同月比で 15%以上節電された人に、500 円の

クオカード進呈を発表しました。県の節電キャ

ンペーンとあわせ、市民の関心を集めています。 

（武田侃蔵） 

 

理事会・専門委員会からの報告

理事会 
	 2011年度第 5回理事会を 7月 26日（火）9:0

0-10:30 に福田ビル 3 階会議室で開催しました。

出席 8名、委任 2名で議事を進めました。 

	 8月 8日・9日に実施する NPO法人環境ネッ

トワーク埼玉が実施する彩の国クールスポット

一斉温度調査に協力することになりました。詳

しくは本誌「おしらせ」をご覧ください。 

	 「川越の自然」増刷について、編集委員会か
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ら配布、頒布についての提案がありました。学

校への配布は早期に実施することになりました

が、他の配布先については、まず会員や市民へ

の案内と頒布を先に進めて、状況を見ながら改

めて検討することにしました。頒布についての

案内を各会員に行うとともに、ホームページに

同様の案内をして、必要な方が早期に冊子を入

手できるよう準備することにしました。 

	 埼玉県、テレビ埼玉等が主催する「さいたま

環境賞」の受賞者がテレ玉「ごごたま」に順次

出演していますが、本会は 7月 28日（木）に小

瀬と横山副理事長の 2名で生放送に出演するこ

とになりました（放送は終わりました）。 

	 会員数は 7月 26日現在 160となりました。

社会環境部会

	 7月 8日（金）の部会は、出席者 10名で行い

ました。昨年度企画した環境講座は、東日本大

震災の影響で延期しましたが、9月 24日（土）

13時より「これからのエネルギー事情・食糧事

情」について、中央図書館にて開催します。チ

ラシを配るだけでなく、各人がクチコミで講演

会場を埋めようと意気込んでいます。続いて、

各グループの活動の報告がありました。 

1）地球温暖化対策グループ 

・エコライフ DAY2011（夏）のチェックシート

の配布を予定しています。提出期限は、10月 1

0 日です。また、家庭の電気ダイエットコンク

ールには、節電に努め参加してください。 

・埼玉県・クールスポット 100選に、武田さん

が応募されました。 

・エコドライブについては、損保会社がエコド

ライブシミュレーターを用いて普及活動との情

報があり、教習会に採用するか検討することに

しました。 

2）環境保全・資源化推進グループ 

・第 19回生ごみリサイクル交流会が 8月 26日

（金）早稲田大学国際会議場で行われます。今

回は、川越市資源循環推進課も参加されます。 

・水辺の再生活動の一環として川遊びを企画、6

月 9日の午後に霞ヶ関西小学校 5年生約 70名が

参加、南小畔川・河南水辺の公園で子供たちは

1 時間ほど楽しみました。また、全国一斉水辺

の生きもの調査に、小学生も参加、7月 23日（土）

より毎週 4か所の水辺で行います。 

2）まち美化活動グループ 

・年 2回の郊外クリーン活動は、7月 17日（日）

川越警察署周辺と伊佐沼周辺で実施しました。

このようにボランティア活動に参加することで、

充実した一日を持ってください。 

	 社会環境部会は、意志をもって活動するグル

ープです。目標をもって活動し、苦労もありま

すが達成感を味わえます。先ずは参加してくだ

さい。   （社会環境部会代表	 原嶋昇治）

自然環境部会

	 6月 11日（土）は、小畔川御伊勢橋下流付近

の「みなみかぜ」有機無農薬田んぼで、県民参

加生き物モニタリング植物調査が 4名の参加で

行われました。 

	 6 月 13 日（月）は、（仮称）川越市森林公園

計画地で定例の植物調査と保全活動が 12 名の

参加で行われました。 

	 6月 25日（土）は、喜多院と中院で社寺林の

観察会が開催されました。詳しくは記事をご覧

ください。 

	 7月 3日（日）は、（仮称）川越市森林公園計

画地でキノコの観察会が開催されました。詳し

くは記事をご覧ください。 

	 7月 8日（金）は、福田ビル 3F会議室で 7月

度の自然環境部会が 13 名の参加で開催されま

した。最初に、初参加の方のために全員の自己

紹介から始まりました。続いて、活動報告や審

議事項などの討議に入りました。その内容は以
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下の通りです。 

1）上記したモニタリング調査や観察会などの活

動報告。2）生物多様性勉強会の詳細計画の報告

があり、10 月 1 日（土）午前 10 時より、川越

市市民会館会議室にて講師に川島秀雄氏（NPO

法人環境ネットワーク埼玉理事長）を招いて実

施することが決まりました。 

3）7 月 29 日（金）に予定している、さいたま

水族館、環境科学国際センター等の見学会の詳

細計画の報告があり、参加者は現時点で 27 名

（募集人員 30名）とのことでした。 

4）希少動植物の保全に関する環境政策課との 2

回目の打ち合わせと、公園整備課との公園の保

全活動に関わる打ち合わせの提案があり、申し

入れや日程の折衝などを代表に一任することが

決まりました。 

5）毎年 8月の部会は夏休みとしてきましたが、

今年は 12日（金）に開催することに決まりまし

た。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫）

「川越の自然」編集委員会

	 7月 11日（月）ジョイフルにて話し合いを行

いました。前回の理事会で「川越の自然」1000

部の増刷が決定し、12 日に納品となりました。

編集委員会では前回贈呈できていない「環境フ

ォーラム」の際に協力してくれている企業団体

や川越市内の高校など団体等への配布を計画し

て理事会に諮ることとしました。前回は川越市

内の小中学校（各 10冊）、公民館（各 2冊）、図

書館（各 10冊）に贈呈しています。5月の講演

会後は観察会等での入手方法しかありませんで

したが、増刷によって環境ネットの行事（広報

誌掲載）の際に頒布できます。行事に参加出来

ない方たちへの頒布方法は検討中です。また、

「川越の自然」発行後に寄せられたミス部分に

ついては、正誤表を作成して渡すこととしまし

た。        （委員長	 横山三枝子）

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 7月 26日（火）の理事会後に第 2回委員会を

開催しました。今後のチェックシート実施予定

と「かわごえの環境」（第 5号）原稿の執筆状況

と提出締切を確認しました。次回の委員会は 3

月ごろに開催することにしました。 

（委員長	 小瀬博之）

第 10回かわごえ環境フォーラム実行委員会
	 7月 26日（火）の理事会後に第 1回委員会を

開催しました。開催期日候補を 2月 18日（土）・

19 日（日）・25 日（土）・26 日（日）として、

会場を探すことにしました。 

	 内容については、10回記念として「討論会」

としたいという提案がありました。公共施設を

使用する場合は飲食ができないため、事業計画

で予定した「かわごえカフェ」ではなく、討論

会を行う方向で内容を検討することにしました。 

	 予算については、「かわごえ環境活動報告集」

発行のための予算を協賛金で賄う必要がありま

すが、その見通しについて確認をしました。 

	 スケジュールについては、報告集の原稿募集

を 10月郵送資料から、発表エントリー締切を 1

1 月末、投稿締切及び表紙・ポスター作成を同

一時期、原稿編集及び印刷所入稿を 1月中旬と、

例年通り進めることを確認しました。その他、

行事に関するスケジュールについては次回以降

に検討します。 

	 今回、理事の委員のみに開催を通知していた

ため、次回からは前回実行委員会委員にも参加

していただくことにしました。次回は、理事会

と同一日 9 月 20 日（火）10:30-11:30 に川越市

役所 7C会議室で開催となります。（小瀬博之）
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おしらせ 
「川越の自然」重版出来、頒布方法と内容のご案内

	 かわごえ環境ネット設立 10 周年記念事業と

して出版した「川越の自然 –雑木林・河川・湧

水・社寺林を訪ねて－」ですが、大好評につき重

版を行いました。みなさまの頒布の希望に十分

お応えすることができますので、ぜひこの機会

にお買い求めください。 

	 頒布方法は、本会の出版につき川越市役所で

の扱いができません。本会が主催する行事で直

接頒布する方法を取りますが、それ以外の方に

も郵送でお送りできるようにします。1 冊 500

円で、こちらから送付する場合は別途送料をい

ただきます（1冊の場合はメール便で 80円）。 

	 頒布の希望または問い合わせについては、専

用のメールアドレス（book@kawagoekankyo.net）

にお願いいたします。このメールは、担当の横

山・小瀬に届きます。こちらから折り返し連絡

を差し上げます。 

	 ここで、「川越の自然」の内容を、実際の紙面

も含めて詳しく紹介します。川越の自然環境ス

ポットとそこに生息・生育する動植物を紹介し

ているもので、写真や地図をふんだんに盛り込

んだフルカラーA5 版 176 ページの持ち運びに

便利な冊子です。 

	 市内にお住まいの方はもちろんのこと、近隣

の市町にお住まいの方、また、川越をよく観光

で訪れる方で、もう少し違った川越の側面を知

りたい方、建設や環境保全の専門の方で、川越

の自然のことを知る必要がある方など、あらゆ

る方にきっと満足いただけます。川越にゆかり

のない方も、読み物として楽しめます。 

	 この印刷物では、モノクロで小さく見にくい

と思いますが、かわごえ環境ネットホームペー

ジでは、本誌の PDFファイルを見ることができ

ますので、カラーで拡大して詳しく確認できま

す。ぜひご覧ください。 

 

   
【雑木林】夏の（仮称）川越市森林公園計画地の紹介 【河川】不老川の川環境の変遷、流域点描 

  
【湧水】仙波河岸史跡公園の紹介 動植物の特徴を説明した「ミニ図鑑」
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「クールスポット」温度調査に協力川越市内 9箇所、8月 8・9日に測定 
	 埼玉県が音頭をとって始めた「クールスポッ

ト 100選」は、県内各地から 276件の場所が寄

せられました。この調査を担当する特定非営利

活動法人環境ネットワーク埼玉と芝浦工業大学

中口研究室では、8 月 8 日（月）と 9 日（火）

の 13時から 14時までの間に測定することにな

り、7月 22日に測定方法や候補地の選定などを

行いました。 

	 川越市では次の 9箇所が選ばれました。①（仮

称）川越森林公園②烏頭坂熊野神社石段③仙波

河岸史跡公園④東照宮石段⑤蓮馨寺境内⑥名細

の八幡神社⑦市民の森 1号地内⑧東洋大学大越

記念庭園⑨伊佐沼周辺。この 9か所の割り振り

や測定方法、温度計の貸与などの説明会を、8

月 5 日（金）北公民館（川越市氷川町 107）ホ

ワイエで、9時、16時の 2回行います。ご都合

よい時間においでください。連絡は武田（Tel.0

90-2521-5770）まで。 

＜参考＞彩の国クールスポット 100選 

（http://www.kannet-sai.org/coolspot/） 

「エコライフ DAY2011（夏）」と「家庭の電気ダイエットコンクール」に参加を 
	 会員のみなさまには、7 月号の郵送資料に埼

玉県が実施している「エコライフ DAY2011

（夏）」チェックシートと「家庭の電気ダイエッ

トコンクール」応募用紙を同封しました。 

	 「エコライフ DAY2011（夏）」について、会

員分またはこの会誌を見て応募されようとされ

ている方の分については、かわごえ環境ネット

でとりまとめて報告いたしますので、部会に出

席、事務局への持参・Fax・郵送での送付を 10

月 1日（土）までにお願いします。用紙は、埼

玉県ホームページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/

page/ecolifeday.html）等でも入手可能です。あな

たの決めた 1日、環境のことのことを考えて生

活してみると、どれくらいの二酸化炭素が減ら

せたかがわかります。ぜひご参加ください。 

	 「家庭の電気ダイエットコンクール」は、郵

送資料では、エコライフ DAY とくっついた用

紙に要項が書かれています。東京電力から 8月

の「電気ご使用量のお知らせ」が届いたら、そ

の用紙を貼り付けて、必要事項を記入するだけ

で応募でき、なんと 50名までの方に豪華賞品、

抽選で 1,100名に参加賞があります。1か月節電

に取り組んで応募するために、今から節電の準

備を進めてください。こちらも埼玉県ホームペ

ージ（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/h23diet.ht

ml）に詳しく書かれていますので、会員以外の

方もご参照の上ご応募ください。応募締切は 9

月 20日（火）コンクール事務局必着です。 

「2011アースデイ・イン・川越	 立門前」10月 23日（日）に立門前中心に実施 
	 12回目を迎える川越のアースデイは、中心市

街地の蓮馨寺など 4 か所を会場にして開いて 3

回目になります。かわごえ環境ネット 10周年記

念出版の「川越の自然」ができたのを機会に、

メインテーマの「みんなで育てよう水と緑と伝

統のまち川越」を展示テーマにし、地球規模で

の環境への理解を深め、国際交流も考える内容

にと、幅広く参加を募っています。参加申し込

みは 8月 20日までに、実行委員会の武田（Tel.

090-2521-5770）までご連絡ください。 

「第 11回北公民館かんきょう祭り」を 11月 12日（土）に開催、実行委員会スタート。 
	 「私たちが変わる、私たちが変える」をモッ

トーに、環境問題の啓発に取り組んできた「北

公民館かんきょう祭り」も 11回目を迎えました。

7 月 6 日の新しい実行委員会では、初心に戻っ

て再スタートの年とし、総合テーマは「世界に

つながる環境活動」を踏襲し、メインテーマは
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「自然エネルギーの利用」として、講師を招き

理解を深めることにしました。あわせて展示や

発表などに一層の工夫をこらすことにしました。

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 8月度） 

日時：8月 3日（水）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） 

★虫の観察会 

日時：8月 7日（日）9:30-12:30 

集合：川越南文化会館（ジョイフル） 

（川越市今福 1295-2） 

場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 

対象：一般、定員：30名 

費用：100円（保険代など） 

申し込み：かわごえ環境ネット事務局（環境政

策課環境推進担当）（Tel.049-224-5866） 

	 昆虫の専門家と雑木林で虫を観察します 

●社会環境部会（2011年 8月度） 

日時：8月 12日（金）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 8月度） 

日時：8月 12日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

	 両部会は、毎月第 2金曜日の 13:00-15:00, 15:

00-17:00の連続開催です。次回は 9月 9日（会

場は福田ビル 3階会議室）です。会員であれば

自由に出席できる話し合いにご参加ください。 

★キツネノカミソリ観察会 

日時：8月 13日（土）9:30-12:30 

集合：市民の森 8号地入口 9:30 

（川越市大袋 452-1） 

場所：市民の森 8号地、池辺公園 

対象：一般、定員：30名 

費用：100円（保険代など） 

申し込み：8月 2日～5日 

かわごえ環境ネット事務局（環境政策課環境推

進担当）（049-224-5866） 

	 お盆の時期に咲くオレンジ色の花を群生地に

訪ねます。 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保全作業 

日時：9月 12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） 

事前連絡は不要。毎月第 2月曜日が定例活動日。

8月は休止です。 

◆理事会（2011年度第 6回） 

日時：9月 20日（火）9:00-10:30 

場所：川越市役所本庁舎 7階 7C会議室 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 2回） 

日時：9月 20日（火）10:30-11:30 

場所：川越市役所本庁舎 7階 7C会議室 

★トピック講座「持続可能で安心して暮らせる日

本へ！」これからのエネルギー事情・食糧事情 

日時：9月 24日（土）13:00-15:00 

場所：川越市立中央図書館 3階視聴覚ホール 

（川越市三久保町 2-9） 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

講師：上村雄彦先生（横浜市立大学国際総合科

学部准教授） 

参加費：無料（終了後の懇親会は 500円） 

定員：100名 
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会員・関係団体の主催行事

●映画『里山の学校』ロードショー 

◆8月 12日（金）まで 10:00/14:45 

（8月 13日以降変更あり） 

上映場所：渋谷アップリンク（Tel.03-6825-5503）

（東京都渋谷区宇田川町 37-18トツネビル 1・2階） 

料金：一般 1500円、学生 1300円、シニア 1000円 

（個人会員：原村政樹さんからの情報。詳しく

は下記 URLをご覧ください。） 

http://www.sakuraeiga.com/satoyama.html 

●みなみかぜ	 いきいき田んぼの会 

（川越生物多様性有機農法で地域づくりに取り組む会） 

問い合わせ：みなみかぜ	 後藤・田崎 

（Tel.049-234-1200） 

場所：みなみかぜ（川越市吉田 204-2） 

ホームページ：http://blogs.dion.ne.jp/tanbo373/ 

※活動には、誰でも参加できます。参加費はお

問い合わせください。イベント単発の活動参加

もできます。 

※毎週火曜・金曜、午前中に田んぼで作業をし

ています。 

※生きもの調査、一緒に活動しませんか？	 田

んぼまわりの動植物に興味がある個人およびグ

ループの募集をしています。 

◆8月 6日（土）15:00-19:00  

「かかしづくり&夕涼み会」 

かかしを作って田んぼ脇に立てます。米粉で五

平餅作りもします。 

◆8月 20日（土）10:00-11:00	 例会 

	 8月 13日から予定を変更しました。 

◆9月 10日（土）10:00-11:00	 例会 

◆9月上旬 

	 稲刈り 

※稲刈り体験しませんか。参加者募集中 

●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 

◆8月 20日（土）16:00からの作業 

里芋畑の草抜き 

◆9月 10日（土）9:30からの作業 

ブロッコリー、キャベツの収穫 
（本誌 7月号まで 9月 11日とお伝えしていましたが誤り
です。他の月も修正しました。失礼しました。編集担当） 

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。 
福原ファームクラブ活動予定表 

（活動日は第 2土曜日、8月は第 3土曜日） 
月 日 活動内容（先の内容はこれまでの例） 
8 20 16:00からの作業	 里芋畑の草抜き 
9 10 ブロッコリー、キャベツの収穫 

10 8 大根畑の片付け・ビニールはがし 
11 12・19 里芋の収穫・芋煮会 
12 10 大根の収穫・ビニールはがし 
1 14・21 雑木林の手入れ・落ち葉掃き・豚汁 
2 11・18 雑木林手入れ 
3 10・17 雑木林手入れ	 焼き芋・スープ・あそぼうパン 

●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.&Fax.049-224-9118） 

☞森林公園かんさつ会 

◆8月 27日（土）＜虫の声を聞く＞公園と共催 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所に集合。開

始 16:00、終了 20:00頃。参加費無料、入園料 2

80円（団体扱）、65歳以上 200円。懐中電灯、

雨具持参。雨天決行。 

見所：今年も少し明るい時間からバッタやカマ

キリなどの昆虫類を観察します。暗くなりはじ

めた記念塔付近でクツワムシの鳴き声を楽しみ

ます。事前申し込みは、国営武蔵丘陵森林公園

管理センター（Tel.0493-57-2111）まで。 

◆9月 5日（月）・18日（日）当会主催 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所に 10:20 集

合、15:00過ぎ終了、参加費 200円。入園料要、

弁当持参、雨天決行。 

	 9 月は、ススキの根元で咲くナンバンギセル

やトンボやクモなどを観察します。ぜひお出か

けください。 

●	 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） 



月刊 かわごえ環境ネット	 2011年 8月号	 No.058 

- 15 - 

☞「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） 

◆8月 2日（火）・18日（木） 

◆9月 6日（火）・15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） 

◆8月 14日（日）・9月 11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） 

◆8月 27日（土）・9月 24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。 

☞「水と緑と安心を！サイクリングで探訪」第3回 

◆8月 20日（土）9:00集合 

	 川越駅西口先のロジャース入口集合。入間川

街道、山王塚古墳群、赤間川疎水沿いに狭山市

内の入間川笹井堰。入間川右岸沿いに戻り、長

瀞川（通称赤間川）を伝いながら新河岸川原点

までの川筋を探索して解散。行程は約 35km前後。 

●(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）、当

日の携帯電話連絡（Tel.080-6584-3010） 

☞伊佐沼探鳥会	 毎月第 2日曜日 

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、解散は同じ場所で正午ごろ。 

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） 

◆8月 14日（日） 

	 サギが大きな群をつくって渡る季節になりま

した。シラサギの仲間、コサギ、チュウサギ、

ダイサギのほか、アマサギの群が見られます。 

◆9月 11日（日） 

	 残暑の続くなか、シギやチドリの仲間が渡っ

て行きます。伊佐沼で、旅の途中休憩とエネル

ギーの補給をします。目的地に無事行けるよう

応援しましょう。水面に吹く涼風に送られ旅立

ちます。

広報委員会から
●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 9 月号（No.059，8 月下旬~9 月上旬

発行予定）の掲載原稿は、8月 14日（日）必着

です。編集担当の小瀬・武田・事務局のいずれ

でも承ります。電子データでいただけると助か

ります。不明な点はお問い合わせください。 

●Twitterでフォローして最新情報をゲット 

	 かわごえ環境ネットホームページの情報を更

新すると、Twitter（@kawagoekankyo）が連動し

て記事をツイートします。Twitterに登録してぜ

ひフォローしてください。 

●編集後記 

◆さいたま環境賞受賞団体として、7月 28日に

テレ玉「ごごたま」に出演しました。広報担当

として、インターネットや会誌などで情報をお

伝えしていますが、放送は、不特定多数の人に

広く情報を行き渡せるのに有効な媒体であるこ

と、また、情報を伝えることに対して入念な準

備が必要なことがよくわかりました。（こせ） 

◆東日本大震災の復興を願いながらも、福島原

発の放射能被害が拡大する報道に心を痛める

日々であります。さらに、先日の新潟・福島豪

雨災害のすごさを目にし、自然との共生と調和

に謙虚でなければならないと痛感しました。 

	 身の回りを振り返るとき、放射能影響が心配

されていますが、農薬や遺伝子組み換え作物、

食品添加物などの検証とあわせ、塩分や油脂分

を少なくしてよく噛む食習慣も大切です。(KT) 
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イベントカレンダー（8月 3日~10月 1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。 

8/3 
◆9:00広報委
員会 
◎映画『里山

の学校』ロー

ドショー（7/3
0-約 4週間） 

8/4 
 

8/5 
★9:00,16:00
クールスポッ

ト温度調査説

明会 

8/6 
◎15:00かか
しづくり&夕
涼み会 

8/7 
★9:30虫の観
察会 

8/8 
★13:00クー
ルスポット温

度調査 

8/9 
★13:00クー
ルスポット温

度調査 

8/10 
 

8/11 
 

8/12 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

8/13 
★9:30キツネ
ノカミソリ観

察会 

8/14 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 
○本誌 9月号
投稿締切 

8/15 8/16 8/17 8/18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

8/19 8/20 
◎9:00水と緑と
安心を！サイク

リングで探訪 
◎10:00例会（み
なみかぜ） 
◎16:00おいしく
楽しく農業体験 

8/21 
 

8/22 
 

8/23 
 

8/24 
 

8/25  
 

8/26 
◎9:50第19回
生ごみリサイク

ル交流会2011 

8/27 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎16:00武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 
8/28 
◎8:00びん沼
川環境まつり

と土手清掃 

8/29 
 

8/30 
 

8/31 
 

9/1 
 

9/2 
 

9/3 
 

9/4 
 

9/5 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

9/6 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/7 
 

9/8 
 

9/9 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

9/10 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験

◎10:00例会（み
なみかぜ） 

9/11 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

9/12 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計

画地 植物調査 

9/13 
 

9/14 
○本誌 10月号
投稿締切 

9/15 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/16 
 

9/17 
◎9:00水と緑と
安心を！サイク

リングで探訪 

9/18 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

9/19 
敬老の日	 

9/20 
◆9:00理事会 
◆10:30フォー
ラム実行委員会 
○家庭の電気ダ

イエットコンク

ール応募締切 

9/21 
 

9/22 
 

9/23 
秋分の日 

9/24 
★13:00トピック
講座「持続可能で

安心して暮らせ

る日本へ！」 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/25 
 

9/26 
 

9/27 
 

9/28 
 

9/29 
 

9/30 
 

10/1 
★10:00生物
多様性勉強会 
○エコライフ

DAY提出締切 
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