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【巻頭言】新河岸川の魅力、舟を浮かべて再発見

 
式典であいさつする川合市長 

 

 
市の舟に乗った川合市長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 10 月 23 日、川合市長が殿様の姿で新河岸川の旭橋のたも

とから舟に乗り、志木市まで 3時間かけて下りました。江戸

と川越を舟で結ぶ新河岸川舟運が川越の繁栄をもたらしまし

た。日本橋の架橋 100周年記念行事の一環として「舟運の再

現」のイベントが実現しました。川越鉄砲隊も従えた 4隻の

デモンストレーションは圧巻でした。この舟は、2 隻が川越

市、2隻が新河岸商栄会の舟です。市の舟は、21世紀の川越

を考える市民協議会が作ったもので、高沢橋から濯紫公園の

間で何回か浮かべた舟ですが、市として有効に活用して欲し

いと、一昨年市に寄贈されたものでした。昨年の新河岸川春

祭りに、北公民館前で多くの市民に舟に乗ってもらいました。

今年は、東日本大震災の影響で春祭りは中止になりました。 

	 河川整備とあわせ「新河岸川に舟を」の夢を語る機会が欲

しいのです。水位差を利用した「閘門方式」で氷川橋から下

流の仙波河岸史跡公園まで舟で行けたらと夢はつきません。

新河岸川の魅力を景観の視点から見直しているグループでは、

埼玉県からゴムボートを借りて富士見市から志木市まで、8

日にごみを拾いながら川を下ります。舟を浮かべれば水をき

れいにする意識も高まります。舟を有効に活用したいもので

す。 

かわごえ環境ネット	 副理事長	 武田侃蔵 
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新藤尚彦さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（39）
	 個人会員の方に、「地域環境活動をお聴きしたいので

す。」と電話をしますと、「うーん、特にないですね。」

が、返事になっています。新藤さんには、1 年ほど前

に入会と事務局からお聴きしています。会員になられ

た動機などがあると思いますので、お会いしていただ

けますか。「動機くらいなら話せるかな。」の言葉から、

中央公民館でお会いできました。「仕事明けのままで来

ました。」と作業服で急ぎ駆けつけてくれました。 

	 新藤さんは、どちらにお住まいですか、が 初の言

葉になりました。「私は、川越市の新宿に生まれの川越

育ち、子どものころから新宿で過ごして来ました。」「た

だ、海外で職能を身に着けたいとの思いで、ニュージ

ランドに1年、オーストラリアに4年間行っていまし

た。」海外で職能を身に着けるとは、珍しい海外生活の

動機と思いました。羊毛の国、高級服地は、ニュージ

ランド、オーストラリアと聴いています。両国での生

活はいかがでしたか。「羊が多く、人が少ない国です。」

「自動車は作っていない国、古い車が多く走っていま

す。自分で直して長く使う。」「物は何でも長く使う慣

習があるようです。」「大きな工場がない国、洋服はデ

ザインして中国で作る。」「国も職能を身に着けたら、

自分で店を開き仕事をすることを勧めています。」「人

が少なく、自然界ではヘビも毒グモもいない環境です。」

「外国から入る植物、土には、厳しい検疫があります。」

「豊かな物資はありませんが、心が豊かと感じました。」

「ガーデニングが盛んで、自分で庭をデザインして花

を植える庭作り。友を招いて語り合うパーティが良く

開かれていました。」 

	 「帰国して、服装関係

の仕事と思いNPOコーデ

ネイターの養成講座を学

習、埼玉NPOで活動もし

ましましたが、洋服作り

は、大手の会社が安く販

売しており、個人仕事の

道はありませんでした。」「今は、燃料販売・プロパン

関係の仕事に就いていますが、自然関係での仕事があ

ればと思い、埼玉県生態系保護協会と個人会員の方に

聞いて、かわごえ環境ネットを紹介されました。」「そ

れと、野鳥の会の方からも様々なお話を伺いました。」

「NPO 設立のコーデネイター養成講座を受け学習も

しました。」「子どもの頃に入間川で釣りをしていた関

係で、川環境の活動に関心を持ち、県土事務所の方と

ボランティア活動を行う話を進めていました。」 

	 「3月 11日の東日本大

震災が起き、ボランティ

ア活動の見方が一変、震

災支援に切り替えまし

た。」「7月に仕事の合間を

作り、宮城県に行き被災

地でのボランティア活動

を行い、様々な事態に遭遇、災害ボランティアのたい

へんさがわかってきました。」「救援物資配送を手伝い

ましたが、必要物資をインターネットで呼びかけると

すぐに集まるのですが、必要とするところに送る手段

がなく大変でした。」「釜石などの大きな避難所には行

けず、被災した自宅で何とか生活して、物資が手に入

らない集落が多くありました。」「宮城の沿岸地域は、

過疎地が続き、20軒、30軒の集落が何キロか離れて点

在しており、1 軒ごとに届けるのがたいへんな事態で

した。」「宅配業者並みの地理感覚が求められました。」

「支援物資を届け、今必要なものは何かを聴き、支援

物資が集まる所のボランティアコーディネーターに伝

える。」「宅配業者もできない、困ったことと必要品の

聴き取りを行う体験、ボランティア感も一変しました。」

「芸能人は、ボランティアの励ましに、歌で元気づけ

てくれました。」「ボランティアを励ますボランティア

活動も必要なのだとも感じました。」「沿岸の漁業関係

者は、早く船を手にしたい。魚などの海の恵みを取り、

生計を立て直す願いが語られていました。」「現地の方

に、あの山が枯れているのは、何ですかと聴くとプロ

パンガス給油所が火災になり、ボンベが山に飛び焼け

焦げた跡と聴きました。」 

	 「うーん、特にないですね。」との話から取材を始め

ると、大変な個人環境活動をしている。環境活動の意

識、行動力に大きな感動が出ました。東日本大震災の

報道では、聴けなかった面が見えた訪問でした。 

（2011年 10月取材	 理事・広報委員：金子晃） 

NPOコーデネイターの養成講座
を学習、埼玉NPOで活動も 

しました 

環境ボランティア活動調べに

川越駅東口図書館を利用 
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かわごえ環境ネットの活動報告

トピック講座「持続可能で安心して暮らせる日本へ！」を振り返って 社会環境部会

	 9月 24日（土）13時より市立中央図書館・視

聴覚ホールにおいてトピック講座を企画・開催

しました。講師は、お忙しいところ木更津より

おいでいただき、NHK教育テレビ「白熱教室 J

APAN」に出演された上村雄彦先生（横浜市立

大学国際総合科学部 准教授、国際化推進センタ

ー長）にお願いしました。 

	 「環境破壊もなく貧困もなく紛争もない社会、

自然と人間が調和し、あらゆる人々が安心して

ハッピーに暮らせる社会」について、講演して

いただきました。当初、3月 30日の予定でした

が、東日本大震災のためこの日を迎えました。 

	 第 1 部：3・11 後の日本のエネルギー政策を

考える。 

	 第 2部：世界の貧困、格差、食糧問題を如何

に解決するか? 

	 キーワードとして、放射性物質について一人

一人が理解すること、再生可能エネルギーのこ

と、鉄の五角形のこと、世界の貧困とグローバ

ル格差社会のことが、印象的でした。もっとお

話しいただける時間があればと思いました。 

	 また、川越版「白熱教室」を行いました。時

間は少なかったのですが、隣の席の二人か三人

が一組で、脱原発について 10分ほど話し合い、

3 組の代表者が発表しました。一人一人が脱原

発の思いを日々強く持てば、将来は明るいとの

意見が印象に残りました。 

	 参加者の中には、生後 3か月のお孫さんを持

つ娘さんにせがまれ、当日、主人と予定のハイ

キングを中止して聞き入っていた方もいました。 

	 講演後、移動時間がもったいないので、同じ

フロアーの和室を借りて懇親会を行いました。3

0 人の方が、お茶一杯で膝を突き合わせて、上

村先生と意見交換を行いました。 

	 参加者は 75名、アンケートをいただいた方 5

0名、感想、意見を頂いた方 30名、本会会員以

外の方で、このような催しに案内を希望された

方 20名と関心の深さに驚かされました。 

アンケートの感想・ご意見を紹介します。 

＊心に残るキーワードがたくさんありました。

わかりやすく心が躍動するお話でした。国際的

視野の活動に賛同します。 

＊楽しくよい社会に変えていける力を感じた。 

＊市民レベルでできる活動を続け、みんなが幸

せな笑顔になるように。 

＊途上国の食べ物を奪っているのは、先進国の

私達だった。小さなことだけど畑仕事頑張ろう。 

＊いろいろ考える、よいきっかけになりました。 

＊とても難しい話もありましたが、自分の意識

で少しでも変えられるのだと実感しました。 

＊環境ネットのみなさまありがとうございまし

た。素晴らしい上村先生のお話にますます努力

せねばと。 

	 講演会を終えて幹事一同ほっとしたところで

す。 

参加された方、当日、準備に参加していいただ

いた会員、また参加を呼びかけていただいた

方々に感謝いたします。（松岡壽賀子、宮澤宏次） 

 
川越版・白熱教室（会員の菊地さん撮影） 

 
和室での懇親会（会員の菊地さん撮影） 
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「生物多様性勉強会」を開催して 自然環境部会

	 世界生き物会議（COP10）から 1年たちまし

た。大震災からの復興が優先課題となっている

時期ですが、2020年までに生物の多様性を回復

させる国際的な約束を川越から実践するために、

「多様な生き物との共存をめざして」と題して

生物多様性勉強会を市民会館会議室で行いまし

た。 

	 初めの講演は鴻巣市在住で「埼玉県環境アド

バイザー」の川島秀男氏。「生物多様性とは、ど

のようにして守るのか」と題して、自分が実践

している多面的な環境を保全する活動を報告し

てくださいました。鴻巣に以前生息していたコ

ウノトリを復活させるために、佐渡のトキ保護

活動に積極的に参加し、コウノトリの里－豊岡

市に出かけて再生活動を研究しています。また、

地元では「鴻巣の環境を考える会」の会長とし

て生徒の環境教育や行政との協働事業での環境

フェスタなど多くの市民の参加で実施していま

す。このような地に足のついた取組みは私たち

の参考になる活動です。話のまとめでは、環境

問題に取り組むためには、コミュニケーション

が大切で、「交流しよう、はじめよう、つながろ

う」と市民とつながることが大切と強調してい

ました。 

	 二つ目の報告は埼玉県自然環境課の主幹であ

る中西裕氏で、埼玉県の生物多様性保全県戦略

についての説明をしてもらいました。2000年に

「希少種条例」（埼玉県希少野生動植物の種の保

護に関する条例）を制定して、生物多様性保全

はそのときから検討が始まり、2008年に全国で

初めて「生物多様性保全県戦略」を策定した県

となりました。この戦略は目標や計画的な施索

はないものの、図や絵で考え方や取り組む方向

を分かりやすく説明しており、パンフレットも

発行され、県民に知ってもらう努力を行ってい

ます。 

現在、希少種 22種を 90か所で保護する活動

を計画しており、生物多様性の情報、知識、交

流のために「生物多様性センター」を設置する

検討を始めているとの報告がされました。具体

的な活動として、自然環境部会がバス見学をし

たムサシトミヨの保護活動を詳しく説明しても

らいました。 

	 質問が参加者 3名から寄せられ、農業大学校

跡地利用での自然保全や民有地での保全、およ

び暗渠からの再生についての県の考え方を求め

ました。 

	 この勉強会には30名中市民が16名参加して、

型苦しい名称にもかかわらず、最後まで熱心に

勉強されていたのには感心しました。そして、

川越の生物多様性を守っていくためには、市民

とのつながりを大切にする環境ネットの原点を

再確認できた勉強会でした。   （過昌司） 

 

川島秀男氏の講演 

 
受講の様子 
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池辺公園の保全活動 自然環境部会

	 9月 16日（金）の午前 9時より池辺公園にお

いて、恒例のキツネノカミソリの種子採取を 4

名が参加して実施しました。しかし、残念なが

ら今年は開花が遅れた分だけ種子の成熟も遅れ、

未成熟状態でしたので採取を中止しました。 

そして、10 月 8 日（土）の午前 10 時より前

回と同じメンバーで、再度の採取を行い、今回

は公園最奥部の斜面帯に直蒔きしました。 

以下にその様子と池辺公園の近況も含めて報

告します。 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （大辻晃夫）

 
種子の採取作業 

 
成熟して林床にこぼれ出した種子 

 
採取したキツネノカミソリの種子 

 
種子蒔き作業 

 
希少なハグロソウ自生地の保全作業 

 
ヒガンバナも負けずに咲き誇っています

「エコライフ DAY2011埼玉」夏期チェックシートの集計結果」 社会環境部会

	 市内全公民館に配布して協力を求めた今年の

「エコライフ DAY」のチェクシートが回収され、

かわごえ環境ネット会員 7人で集計しました。

回答者は 571名、節約された CO2排出量は、46

9,863g-CO2でした。 

	 この節約された排出量は、森林（スギ人工林）

33.5本分の二酸化炭素吸収量に相当します。 

	 前回より 60 名の参加者増、10%以上の約 50,

000g-CO2の削減量でした。 

エコ行動のトップは、「市町村のゴミだしルー

ルに従って分別した」が 96.8%と前回より 2.1

ポイント増加しました。「冷蔵庫の扉はすぐ閉め

る」が 93.2%と前回より 1.8 ポイント増加しま

した。一番少ないのは「家電製品を省エネタイ

プのものに買い換えた」が 33.0%ですが、前回

より 7.6 ポイント増加しました。これは、エコ

ポイントの影響もあると思われます。ほとんど

の取組項目において、ポイントが増加していま

す。これからもひとりひとりが、この小さい活

動を進めていきましょう。   （宮澤宏次）

◆「川越の自然」1冊 500円で大好評頒布中 

	 本会設立 10周年記念事業として刊行した「川越の自然」、好評頒布中です。 

毎週火曜日 10:00-15:00に生活クラブ生協「くらぶルーム川越」（川越市東田町 

5-12）、また本会が主催する行事で直接頒布しています。その他、頒布希望、 

問い合わせ等、専用のメールアドレス（book@kawagoekankyo.net）で承ります。 
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本会関連行事・会員からの報告

「川越まつり」まち美化活動も一歩前進 クリーン＆ハートフル川越

 
小江戸蔵里付近でごみを受け入れるボランティア 

（本会会員の菊地様撮影） 

 

	 川越まつりのごみ対策について、市と事業受

託のシルバー人材センターと、協力するボラン

ティア 4団体が 10月 11日に市役所 5階の観光

課に集まり、打ち合わせを行いました。顔合わ

せは初めての試みで、各団体の活動の内容がわ

かり、一歩前進でした。あと、終わった後の反

省会ですが、残念ながら 10月末の段階で、この

会合はまだ予定されていません。 

	 かわごえ環境ネット会員のクリーン&ハート

フル川越は、例年通り、11時から 21時まで、「小

江戸ボランティアの赤法被」を着て、2 時間単

位で精力的に活動しました。15日（土）は曇天

で時に小雨模様で人出も少なめでしたが、17時

以降は「袋持っての辻立ち」でクリーン効果を

上げました。 

	 16 日（日）は天気も良くて人出も多く、15

時過ぎからは「袋持っての辻立ち」に切り替え

ました。わずか 30分で大きい袋がいっぱいにな

る有様で、ごみ集積所への運搬に苦労しました。

シルバー人材の人らとの連携が必要でした。ク

リーン&ハートフル川越では、15日に 41人、1

6 日に 57 人の参加を得ました。この参加者に、

地域通貨「アース」を御礼に渡し、アースデイ

協賛の商店で使用できる実験に参加しました。

ボランティア活動への参加を促すきっかけとし

て、また地域振興に貢献するエコマネーの意識

調査に協力しました。     （武田侃蔵） 

 

「2011アースデイ・イン・川越	 立門前」10月 23日に 13回目の開催

 
蓮馨寺入口に掲げられた横断幕 
境内からシャボン玉があふれる 

 
かわごえ環境ネット出展の 
冊子「川越の自然」のクイズ 

 
蓮馨寺本堂前のバザー 

 
第 2会場の熊野神社 

 
第 3会場の旧川越織物市場前に 
掲げられた初雁賞受賞者の写真 

 
鶴川座前の津軽三味線演奏 

	 13回目を迎えた「アースデイ・イン・川越」 

は、中心市街地の蓮馨寺を拠点にして、熊野神

社、旧織物市場、鶴川座などを会場にして開く

のも 4回目となりました。今年は、かわごえ環

境ネットが作った「川越の自然」の紹介展示、

市民の関心が深まっている「自然エネルギー」
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の紹介、地域通貨の実験として「アース」を地

元商店との協力で流通期間の延長、昔の立門前

通りの繁栄を偲ばせる写真を鶴川座の中で展示

するなど、新しい試みを加えて開きました。心

配された天気も、曇りから次第に太陽も顔を出

し、蓮馨寺会場の入口に設けられた｢太陽光パネ

ル｣によるシャボン玉も勢いよく飛び出し、子ど

もらの歓声を呼びました。 

	 環境と国際ゾーンの蓮馨寺会場は、入口に「ア

ースデイ・イン・川越」の大きな横断幕が張ら

れました。また、不要になった立て看板をリサ

イクルで利用してPRしようと予定しましたが、

当日までに入手できず断念しました。 

	 メイン会場は埼玉県の温暖化対策課と大気環

境課、川越市の環境政策課、上下水道局、かわ

ごえ環境ネットなどが展示、新しく西埼玉温暖

化対策ネットワークが参加しましたが、常連の

東京電力が不参加となりました。本堂前では、

芋の子作業所、野菊の会、YMCA、ワイズメン

ズクラブらのバザーなどが開かれました。 

	 第 2会場の熊野神社は、いつもの EMクリー

ンクラブ、EM 連絡協議会、川越巨樹・古木の

会、緑のサポーター、医療生協の常連に加え、

「みなみかぜ	 生き生き田んぼの会」と「NPO

法人地球足もみ健康法実践普及協会」が参加、

食と健康ゾーンが賑やかになりました。 

	 第 3会場の旧川越織物市場は、入口の道路脇

に初雁賞受賞者の写真と経歴が展示され、あい

アイ美術館の絵も展示されました。中の広場は、

奥の方で若手の庭師による箱庭作りや、竹を使

った花器作り、手前では鍛冶屋さんによるペー

パナイフ作りと、ものづくりの楽しさを満喫し

ていました。真ん中では、折り紙夢工房のベテ

ランさんが、子どもたちのお相手をして、楽し

い世代交流の輪ができました。温かい日差しを

いっぱいに賑やかな会場になりました。 

	 鶴川座では、照明を工夫しながら「立門前昔

の写真展」が開かれ、川越一の賑わいが偲ばれ

ました。また、虚無僧尺八、津軽三味線、珍し

い鼻笛、芋の子作業所楽団の演奏と、環境と伝

統を考える「アースデイ」でした。 

（武田侃蔵） 

イモムシのはなし	 その 2
たしか 9月下旬のこと、門扉・ポスト脇に植

えたホトトギスの葉裏にイモムシを発見。一匹

だったのでほっといた。 

例によって丸坊主、講演会の開催など重なっ

て、忙しかったのでほっといた。 

10月に入って、蛹をはじめて目にした。蛹を指

先で触ってみた。からだをくねらせた。いやだ

いやだしているようだ。体操の内村選手がつり

輪の演技をしているように。 

その後、1 週間すぎて、目をやると、蛹に黒

っぽいものが、しがみついていた。翅を閉じた

成虫、翅はよれよれ、胴体は紫褐色、触覚の一

部がのぞいていた。枯れ葉に似せて。蛹から成

虫になったばかりで、動けないでいるのか。 

小一時間して、新聞を取りに行った、蛹のぬ

け殻だけが、周りを見渡したが。自然の不思議

を目の当たりにした。 

ホトトギスは丸坊主、ツボミはふくらんでいる。

来年もきっと寄ってくれるだろう。 

ルリタテハ	 バンザイ 

 
ルリタテハの蛹（左）、ジョロウグモ（右） 

 
（注）本稿は、「かわごえ環境ネット会員ブログ」 
http://kawagoekankyo.net/member/ 
に 10月 19日に掲載されたものです。 
	 会員の方々のユーザー登録と投稿をお待ちしています。 
	 ユーザー登録の方法は、 
http://kawagoekankyo.net/member/000891.html 
をご覧ください。（小瀬） 
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地域・流域の話題 
「廃棄物減量審議会」を傍聴

	 10 月 17 日に「ごみ有料化」を審議する「廃

棄物減量審議会」第 2回目の審議が行われまし

た。川越市のごみ収集の現状、有料化を実施し

ている自治体の調査等の説明があり、委員から

の質疑がありました。埼玉県では秩父市と蓮田

市、あとは小鹿野町など 12町が実施しており、

中核市の川越市の動向が注目されています。次

回の審議会は、11月 14日（月）14時から鯨井

のつばさ館で開かれます。   （武田侃蔵）

「カヤックで新河岸川下り」11月 8日（火）に
	 新河岸川の魅力を、景観の視点から発見しよ

うと、昨年度はサイクリングを実施した「新河

岸川広域景観懇談会」は、今年度事業として、

カヤックによる川からの景観発掘とごみ拾いを

11月 8日（火）に行います。かわごえ環境ネッ

トでは、埼玉県の水環境課から借りる 2隻のカ

ヤック（2 人乗り）で、富士見市の江川合流点

から志木市役所付近の船着場まで下ります。ま

た、土手のごみ拾いをしながら有志で歩いて同

行します。電車とバスで現地に向かいます。参

加希望者は、武田（090-2521-5770）までご連絡

ください。          （武田侃蔵）

「放射能とどう向き合うか」西温ネットで勉強会

	 西埼玉温暖化対策ネットワーク（武田侃蔵会

長）では、「放射能とその人体への影響」と題し

た勉強会を、11月 26日（土）14時から（受付

13:30）16 時まで北公民館 2 階講座室で行いま

す。講師は、工学博士、明治大学名誉教授で、

現在 NPO 法人太陽光発電ネットワーク代表理

事の藤井石根さんです。資料等で参加費 500円

（会員は 300円）。当日入会募集。お問い合わせ

は武田（090-2521-5770）まで。

くぬぎ山地区自然再生協議会	 第 4回平地林保全管理活動のお知らせ
活動テーマ：萌芽更新によるコナラ二次林の再

生 

日時：12月 18日（日）10:00～15:00 

場所：川越市民有地（集合場所	 山脇学園用地） 

参加費：無料 

持ち物・服装：動きやすい服装、昼食、飲み物、

軍手他必要と思う物 

申し込み・問い合わせ：くぬぎ山地区自然再生

協議会 事務局（埼玉県環境部みどり再生課 緑

地保全・自然再生担当：山田・阿部） 

電話：048-830-3150, Fax. 048-830-4775 

メール：a3190-05@pref.saitama.lg.jp 

近隣市の環境行政の動き	 日高市

	 「ごみ有料化」で市民対話を続けている日高

市では、10月末で全自治会との懇談会が終わり

ました。懸案の「日高市クリーン宣言」は、11

月 13日の市民祭りの会場で披露されます。 

	 入間市では、毎年 6月の環境月間に行ってい

た、展示を中心とした「環境フェアー」に代わ

って、6月 17日に産業会館で大々的なイベント

を開くことを決定、11月 5日に市民を中心とし

た実行委員会がスタートします。 
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川越市からのおしらせ 
シイタケづくり～堆肥づくり～森づくり（里山保全ボランティア育成講座）環境政策課

	 里山（雑木林）を知り、守り育てていくため

の講座を開催します。座学のほか、森の中でシ

イタケのホダ木作りや落ち葉の堆肥作り（落ち

葉掃き）、コナラの幼木植樹等の実習を行う予定

です。 

 

【講座日程・場所】 

■第 1回	 平成 23年 12月 8日（木） 

川越南文化会館、（仮称）川越市森林公園予定地 

■第 2回 平成 23年 12月 22日（木） 

市民の森第 1号・第 8号、下赤坂寄付地 

■第 3回 平成 24年 1月 13日（金） 

くぬぎ山地区 

■第 4回 平成 24年 1月 21日（土） 

川越南文化会館、（仮称）川越市森林公園予定地 

全 4回；それぞれ 9:30～15:00まで 

【定員】15名（※定員になり次第受付終了） 

【経費】無料 

【申込】11 月 10 日（木）9:00 より窓口、電話

（049-224-5866）、ファクシミリ（049-225-9800）

にて受付。 

【持ち物】汚れても良い服装、タオル、昼食等 

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 10 月 25 日に福田ビル 3 階会議室にて第 7 回

理事会を開催しました。理事出席者は 8名でし

た。主な内容は次のとおりです。 

	 本誌の編集、発行、配布、インターネットサ

ービスなど、広報についての話し合いを行い、

さまざまな意見がありました。なお、表紙のレ

イアウトについては今月号から実施しました。 

	 川越産業博覧会において、川越環境保全連絡

協議会のブースで「川越の自然」を頒布してい

ただくことになりました。 

	 川越市から提出を求められていた市制施行 9

0 周年記念事業事業計画書については、来年 2

月に開催する「第 10 回かわごえ環境フォーラ

ム」と来年 6月に実施する「環境月間移動展示」

の 2点を提出しました。 

（理事長	 小瀬博之） 

社会環境部会

	 10月の例会は、14日（金）福田ビル 3階にお

いて、出席者 14名にて会議を進めました。 

	 9月 24日の講演会は、関係者のご協力で無事

終了することができました。これからは、若い

人にも関心のある企画を検討したいと思います。 

	 可燃ごみの減量対策については、アンケート

の提出の確認を行いました。 

	 11月 22日治水施設「地底探検ミュージアム」

の見学会は、この機会に治水対策について理解

を深めていただきたいと思います。 

	 10・11月は、イベントの開催がいくつもあり

ます。会員の協力・参加をお願いしました。 

	 アースデイ・イン・川越 立門前は、イベント

会場で、パネルによる活動報告を行います。 

	 エコドライブ教習会は、11月 5日（土）環境

政策課と共催で行います。会員 5名が参画し計

画を進めています。 

	 エコライフ DAY のダイエットコンクールに

は、応募者 15名がありました。ますます関心が

高まっています。 

	 会員より、ごみ捨てに対する意見として、ご

み拾いをしない人はごみを捨てる。～ごみ拾い

をする人は、ごみを捨てない～。との報告があ

りました。 （社会環境部会代表	 原嶋昇治）
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自然環境部会

	 9月 16日（金）は、池辺公園においてキツネ

ノカミソリの種子採取と種まきを実施予定でし

たが、種子の成熟が遅れていましたので中断し、

後日に再度行うことになりました。 

	 9月 28日（水）は、川越市役所 5階のフリー

スペースにおいて公園整備課との話し合いを行

いました。出席者は公園整備課より 3名、自然

環境部会より 6名の総勢 9名でした。内容は、

池辺公園、（仮称）川越市森林公園、仙波河岸史

跡公園での問題点と改善策について協議しまし

た。池辺公園については、21日（金）に造園業

者も交えて現地での打ち合わせを行うことにな

りました。続いて、なぐわし公園建設担当部署

の 3名の方の出席のもとに同公園建設計画地内

に造成する、湧水を活用した水辺のビオトープ

作りに関する 1回目の話し合いを行いました。 

	 9 月 30 日（金）は、（仮称）かすみ湧水堀に

おいて台風の影響でビオトープ池などに流れ込

んだ土砂の対応策を、川越市河川課、ゴルフ場、

自元自治会の立会いの下で協議いたしました。 

	 10月 1日（土）は、市民会館にて生物多様性

の勉強会が開催されました。講演は NPO法人環

境ネットワーク埼玉・副代表理事の川島秀雄氏

による「生物多様性はどのようにして守るのか」

と埼玉県環境部自然環境課・主幹の中西裕氏に

よる「埼玉県生物多様性戦略について」でした。

参加者は総勢 32名でした。 

	 10月 8日（土）は、池辺公園において延期し

ていたキツネノカミソリの種子採取と種まきな

どの保全活動を実施いたしました。詳しくは、

記事をご覧ください。 

	 10 月 12 日（水）は、小堤付近の用水路にお

いて埼玉県・生き物モニタリング調査の魚類調

査を 5名の参加で行いました。その結果は、次

月号で報告致します。 

	 10月 14日（金）は、福田ビルにおいて 10月

度の自然環境部会が総勢 12 名の参加で開催さ

れました。まず、（仮称）かすみ湧水堀へ流入し

た土砂の浚渫工事が実施された際の魚類確保な

どの協力願いと、10 月 22 日に川越市環境政策

課が主催する「水辺ふれあいイベント」の支援

活動への協力願いがありました。次に、10月 1

日に開催された「生物多様性」の勉強会の結果

報告がありました。続いて、市内保存樹林の情

報公開願を川越市長あてに自然環境部会代表名

で提出することが提案され、了承されました。

最後に、アースデイへの参加要請があり、自然

環境部会からは「川越の自然」の冊子編集に関

した写真集展示とクイズの出題を行うことにな

りました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫） 

 

かわごえ環境フォーラム実行委員会

	 第 3 回実行委員会を、10 月 25 日理事会終了

後に開催しました。出席者は 7名でした。 

	 開催日時は 2月 25日（土）9:45-16:30、場所

は川越西文化会館（メルト）、事業は、午前に環

境活動報告会をポスターセッションで実施、午

後に社会環境部会、自然環境部会がそれぞれ企

画する 2セッションの討論会を開催します。 

	 会員のみなさまには、本号の同封資料に環境

活動報告会の募集要項を同封しました。11月 3

0日までが申込期間、レポートの提出が 12月 2

1 日までとなっています。ふるってご応募くだ

さい。会員でない個人・団体も、かわごえ環境

ネットホームページ（http;//kawagoekankyo.net）

で募集要項をダウンロードしてご応募ください。 

	 今後、企業等への後援・協賛依頼、討論会の

テーマと実施方法の検討を進めていきます。 

（実行委員長	 小瀬博之）
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おしらせ 
第 10回かわごえ環境フォーラム 環境活動報告集への投稿・発表者募集（11月 30日締切）
	 10 回目を迎えたかわごえ環境フォーラムが、

川越西文化会館（メルト）で 2月 25日（土）9:

45-16:30 に開催されます。それに先立ち、かわ

ごえ環境フォーラムに合わせて発行する『かわ

ごえ環境活動報告集』への投稿及び当日の発表

者を募集します。応募期間は 11月 30日（水）

まで、レポートの投稿期限は 12月 21日（水）

までとなっています。ふるってご参加ください。

詳しくは、会員の方は本誌に同封してある募集

要項を、会員外の方は本会ホームページ（http:/

/kawagoekankyo.net）または川越市役所 5階環境

政策課窓口等に置いてある募集要項をご覧くだ

さい。不明な点はかわごえ環境ネット事務局に

問い合わせください。

「北公民館かんきょう祭り」11月 12日（土）開催
	 11月 12日（土）9:00-16:00に川越市北公民館

において第 11回となる「北公民館かんきょう祭

り」が開催されます。ぜひお越しください。 

	 「自然エネルギー」を活用しているデンマー

ク、日本では岩手県の葛巻町の例などを紹介、

身近な埼玉県ではどう対応したらよいかなど、

埼玉県の環境アドバイザーの上領園子さんの講

演があります。その他、環境関係各団体の展示、

有機野菜の販売、フリーマーケット、小江戸塾

の「子ども広場」、恒例の桜草の贈呈などが用意

されています。

「治水との闘いを学ぶ」11月 22日（火）にバスで見学ツアー
	 今年は和歌山県の水害、タイ国の大水害など、

治水への闘いが続けられています。日本でもス

ーパー堤防などが話題になりますが、利根川の

流れを現在の姿に変えた「利根川東遷」の苦闘

を展示する野田市の関宿城博物館、古利根川の

氾濫に悩まされた幸手市の権現堂堤、春日部市

にできた「地底探検ミュージアム龍Ｑ館」の施

設を見学。8:15 川越駅西口自由広場集合、8:30

出発、17:00 帰着。経費 1,300 円、定員先着 30

人、申し込みは環境政策課（049-224-5866）。

おしらせ 
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 11月度） 

日時：11月 9日（水）12:00-13:00 

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） 

●社会環境部会（2011年 11月度） 

日時：11月 11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 11月度） 

日時：11月 11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 12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。 

★第 11回北公民館かんきょう祭り 

日時：11月 12日（土）9:00-16:00 

場所：川越市北公民館（川越市氷川町 107） 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保全活動 

日時：11 月 14 日（月）・11 月 28 日（月）・12

月 12日（月）・12月 26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） 

	 毎月第 2月曜日は植物調査、第 4月曜日は西
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側公有地の常緑広葉樹林遷移防止のための手入

れ保全活動。いずれも南文化会館（ジョイフル）

9:30集合。事前連絡はいりません。 

★環境施設めぐり（バスツアー） 

日時：11月 22日（火）8:30-17:00 

場所：8:15川越駅西口暫定自由広場集合 

定員：先着 30 人、経費:1,300 円 

申込は電話で環境政策課（Tel.049-224-5866）へ 

	 春日部市内の「地底探検ミュージアム龍Ｑ館」

と幸手市の権現堂堤（古利根川流路跡）、江戸川

開削跡、対岸の関宿城博物館（利根川東遷工事

の展示）等、関東の治水への苦闘の歴史を見学

します。 

◆理事会（2011年度第 8回） 

日時：11月 29日（火）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 4回） 

日時：11月 29日（火）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

会員・関係団体の主催行事

●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 

	 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過ぎ終了解散。参加費 200

円、入園料要、お弁当持参。雨天決行。 

◆11月 20日（日）・22日（火）当会主催 

	 11月は紅葉と木の実を観察します。カケスな

どとの出会いも楽しめる頃です。冬越し前の昆

虫なども探しましょう。ぜひおでかけください。 

◆12月 23日（金・祝）・28日（水）当会主催 

	 12月は、カモやルリビタキなどの冬鳥を観察

します。冬越しの昆虫も探しましょう。温かい

服装でぜひお出かけください。 

●福原ファームクラブ 

問い合わせ：横山三枝子（Tel.049-246-9319） 
福原ファームクラブ活動予定表 

（活動日は第 2土曜日、11月は第 3土曜日） 
月 日 活動内容（先の内容はこれまでの例） 
11 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 

☞おいしく・楽しく農業体験 

◆11月 19日（土）10:00からの作業 

里芋の収穫・芋煮会 

◆12月 10日（土）10:00からの作業 

大根の収穫・ビニールはがし 

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。 

●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） 

田んぼ活動ブログ 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。 

※毎週金曜（冬季は火曜の作業を中止します）、

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。 

◆11月 3日（木・祝）11:00-14:00 

小規模多機能こもれび（川越市的場 2098-22）

バザー出展（みなみかぜふる里米	 販売予定） 

◆11月 6・7日（日・月）10:00- 

東洋大学「第 2回 こもれび祭」出展（みなみか

ぜふる里米	 販売予定） 

◆11月 12日（土）10:00-11:00 

例会 
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●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） 

◆11月 1日（火）・17日（木） 

◆12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） 

◆11月 13日（日）・12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） 

◆11月 26日（土）・12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。 

4. 新河岸川清掃・ふじみ野市民と協同で 

◆11月 26日（土）9:00-12:00 

	 新扇橋、旭橋、川崎橋、養老橋の上下流を分

担してごみ拾い。各地点に責任者配置。統括責

任者・武田侃蔵（090-2521-5770）まで連絡。 

5.歳末まち美化活動 

◆12月 23日（金・祝）9:30-12:00 

	 本川越駅交番横集合、5〜6人のグループに分

かれて中心市街地のごみ拾い。集合して分別す

るのは旧織物市場の広場で。12時解散。参加予

定、前日までに武田まで（090-2521-5770）連絡。 

☞「水と緑と安心を！サイクリングで探訪」第4回 

◆11月 19日（土）9:00集合 

	 11 月 19 日の第 3 土曜日に第 5 回を実施。北

公民館 9時集合。旧赤間川の跡をたどって芳野

農協。釘無橋から小畔川･越辺川、大堀山館跡、

平塚橋から高沢橋で 15時解散予定。 

●東洋大学総合情報学部 

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・Faxでお

願いします。E-mail: hkose＊toyo.jp（＊は半角

@に変換ください）, Tel./Fax.049-239-1532） 

詳細 http://team-6.eng.toyo.ac.jp/ecsemi/015282.html 

☞2011年第 3回川越キャンパスエコツアー 

「紅葉を見ながら学生とコミュニケーション」 

◆11月 30日（水）9:00-10:30 

集合場所	 9:00 東洋大学川越キャンパス 2203

教室（川越市鯨井 2100），人数：10名程度，参

加費：無料，雨天決行 

	 今回の川越キャンパスエコツアーは、「環境コ

ミュニケーション」受講者及び「環境コミュニ

ケーションゼミ」の学生と大勢での紅葉ツアー

です。学生とコミュニケーションを取りながら、

視点の違いを楽しんでください。授業の関係で

10:30 に一度ツアーを終了しますが、少人数で

の観察を希望する方は対応します。 

●(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） 

◆11月 13日（日） 

	 冬鳥の渡り鳥、カモたちがやってきました。

まだ、オスとメスが同じ羽色をしています。注

意して種類を見分けましょう。伊佐沼公園の林

にも小鳥たちが待っています。 

◆12月 11日（日） 

	 カモを観察する季節になりました。一番初め

に飛来したコガモに続いてオナガガモ、マガモ

ほか何種類かのカモが北の繁殖地からやってき

ました。アオサギ、ダイサギなどのサギの仲間、

ハマシギ、タシギ、イソシギなどのシギの仲間

にも会えるでしょう。運が良ければ冬の貴公子、

タゲリが飛んでくるかも。 
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イベントカレンダー（11月 2日〜12月 24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。 

11/2 
 

11/3 
文化の日	 

◎11:00小規模

多機能こもれ

びバザー出展	 

◎14:00荒川放水

路建設から100

年シンポジウム	 

11/4 
 

11/5 
★12:00エコ
ドライ教習会 

11/6  
◎10:00みなみか
ぜ「東洋大学 こ
もれび祭」出展 

11/7 
◎10:00みなみか
ぜ「東洋大学 こ
もれび祭」出展 

11/8 
◎カヤックで

新河岸川下り 

11/9 
◆12:00広報
委員会 

11/10 
○川越市里山

保全ボランテ

ィア育成講座

申込開始 

11/11 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

11/12 
★9:00北公民
館かんきょう

祭り 
◎10:00みな
みかぜ例会 

11/13 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

11/14 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計

画地 植物調査 
○本誌 12月号
原稿提出締切 

11/15 
 

11/16 
 

11/17 
◎13:30まち
美化啓発運動 

11/18 
 

11/19 
◎9:00水と緑と
安心を！サイク

リングで探訪 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 

11/20 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

11/21 11/22 
★8:15環境施
設めぐり 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

11/23 
勤労感謝の日	 

11/24 
 

11/25 
 

11/26 
◎9:00新河岸
川清掃 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎14:00「放射能
とその人体への

影響」講演会 
11/27 
 

11/28 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計

画地 保全活動 

11/29 
◆9:00理事会 
◆10:30かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 

11/30 
◎9:00川越キャン
パスエコツアー 
○かわごえ環境

フォーラム投

稿・発表申込期限 

12/1 
 

12/2 
 

12/3 
 

12/4 
 

12/5 
 

12/6 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/7 
 

12/8 
◎9:30里山保
全ボランティ

ア育成講座 

12/9 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

12/10 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00みな
みかぜ例会 

12/11 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

12/12 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計

画地 植物調査 
 

12/13 
 

12/14 
○本誌 1月号
原稿提出締切 

12/15 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/16 
 

12/17 
 

12/18 
◎10:00くぬ
ぎ山平地林保

全管理活動 

12/19 
 

12/20 
 

12/21 
○かわごえ環境

フォーラムレポ

ート投稿期限 

12.22 
◎9:30里山保
全ボランティ

ア育成講座 

12/23 
天皇誕生日	 

◎9:30歳末ま
ち美化活動 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

12/24 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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