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【巻頭言】川越の希少な動植物の保全と再生に向けて

 
小畔川土手より望むなぐわし公園建設地 

 
用水路に群生するミクリ（絶滅危惧 IB類） 

 
市内で初確認のヤリタナゴ（絶滅危惧 IB類） 

	 昨年及び一昨年の10月号の巻頭言で生物多様性保全の大切さや、私たちにもできる身近な保

全策などについて提言させていただきました。 

	 その後、自然環境部会では引き続き生物多様性保全活動の一環として川越市内の野生動植物

の生息調査を進め、特に、植物（草本類）と魚類については平成21年より県民参加生き物モニ

タリング調査へ参加いたしました。そして、これらの情報やデータは、すでにみなさまのお手

元に渡っていることと思われます「川越の自然」にも反映することができました。しかし、本

来の狙いは市内で絶滅が危惧される希少な動植物の実態把握であり、得られた結果が川越市の

生物多様性保全の施策に生かされていくことにあります。 

	 幸いにも 9 月に入ってから、川越市環境政策課より動植物の調査データを提供してほしいと

の要請かありましたので、川越市内の絶滅及び絶滅が危惧される動植物のリストと分布図を提

供し、第1回の生物多様性保全に関する話し合いを持つことができました。 

	 この話し合いの中で確認できたのは、川越市としての生物多様性保全に関する具体的な取り

組みがこれからということと、環境政策課みどりの担当が進めていくとのことです。ただ残念

なことは、保全の施策が及ぶ範疇は、市の管理する公園などとするのが川越市の基本になって

いる点です。私どもとしては、開発が進み、いつ自然が消滅するか分からない危険を持つ、民

地に生息する希少な動植物の保全対策を検討するのが非常に重要であることをお伝えしました。 

	 この話し合いとは別に、現在、資源化センター隣接地に建設中の「なぐわし公園」に、この

地帯の豊富な湧水を引き込んだ水辺のビオトープ計画に関して、公園整備課なぐわし公園建設

担当と話し合いを進めており、ここを民地に生息する希少な動植物のセーフティゾーンにする

ことを提案しております。優先的には、絶滅の危険度が高い水生動植物から保護したいと考え

ています。ビオトープの造成工事は平成26年ごろになるでしょうが、みなさんと一緒に参加し

たいものです。将来は、川越市の希少な動植物園に育っていったらすばらしいですね。 

かわごえ環境ネット自然環境部会代表	 大辻晃夫 
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かわごえ環境ネットの活動報告

キツネノカミソリ観察会 自然環境部会

 
キツネノカミソリの前で 

 
満開のキツネノカミソリ 

 
キチジョウソウの前で 

	 8 月 13 日（土）、市民の森 8 号地・池辺公園

において、かわごえ環境ネット自然環境部会主

催のキツネノカミソリ観察会が開催されました。 

キツネノカミソリは、ヒガンバナ科の植物で、

春先に葉を繁らせ、その葉は 5月頃枯れて 8月

中旬のお盆のころオレンジ色の鮮やかな花を咲

かせる、少しライフサイクルの変わった植物で

す。川越市内での自生地は少なく、市民の森 8

号地や池辺公園、川越水上公園等でしか見るこ

とができません。少しでも多くの市民の方に知

っていただこうと今回の観察会を企画しました。 

	 当日は、朝から日差しが強く暑い日でしたが、

参加者 12名、スタッフ 5名で、市民の森 8号地

の北側雑木林、南側雑木林、池辺公園の順で巡

りました。 

	 林の内側の薄暗いところ、林の林縁の明るい

ところ等そこかしこに、それぞれ趣のあるキツ

ネノカミソリの群落がありました。そのどれも

ちょうど時を見はからった様に見事に満開にな

りました。 

	 こんな素晴らしい花が咲く所だとは知らなか

ったとあちこちから感嘆の声が上がり、観察会

を開催してよかったと思う瞬間でした。 

	 キツネノカミソリのほか、8 号地では雑木林

を構成するクヌギやウワミズザクラ、ムクノキ、

ウツギ等の木々やクヌギの切株に発生していた

マンネンダケ（万年茸）の話を聞き、池辺公園

では川越では珍しいウバユリやハグロソウの花

を見ることができました。キチジョウソウは残

念ながら葉だけで花は秋に咲くそうです。 

	 市民の森 8号地は川越緑のサポーター、池辺

公園はかわごえ環境ネット自然環境部会によっ

て保全活動がなされており、来年はより一層キ

ツネノカミソリが咲きほこると期待されます。

また来年も見に来たいねとの声を多くいただき

ました。 

	 市民の森 8号地、池辺公園とも交通の便がよ

くなくあまり知られていませんが、これを機会

に多くの方にこの雑木林の自然を楽しんでいた

だくようになればと思います。 （山中和郎） 
 
＜おわび＞本稿は、本来 10月号に掲載する予定でしたが、
編集者の誤りにより掲載が遅れてしまいました。謹んでお

わび申し上げます。 
 
 

◆「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。 

川越の自然観察スポットを中心に紹介し、そこで見られる動植物のミニ図鑑 

など、フルカラーで情報満載です。 

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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魚類調査活動報告 自然環境部会

	 秋晴に恵まれた 10月 12日（水）の午前 9時

より、小堤の湧水が流れ込む用水路で、今年最

後の「県民参加生き物モニタリング魚類調査」

を 5名の参加者で実施いたしました。 

	 この水路はコンクリート三面護岸ですが、湧

水が流れ込んでいるために水質がよく、川底に

は土砂が堆積し水生植物が繁殖しているので、

希少種のクロメダカ、キンブナ、絶滅危惧種の

シマドジョウ、県内では希少になってきたアブ

ラハヤなどの生息が確認できました。また、水

生植物は、絶滅危惧 II類のヤナギモ、外来種の

コカナダモ、クレソンなどが群生していました。

川越市では水生植物がとても希少になってきま

した。 

	 確認された魚類は下記の通りです。なお、調

査時の気温は 22℃、水温は 19℃でした。 

クロメダカ・タモロコ・オイカワ・キンブナ・

ギンブナ・アブラハヤ・ドジョウ・シマドジョ

ウ 

（大辻晃夫）

 
魚類の採取状況 

 
魚類の確認作業 

 
数多くのクロメダカ（希少種） 

 
シマドジョウ（絶滅危惧 IB類） 

 
キンブナ（希少種） 

 
タモロコ 

 
希少なアブラハヤ 

 
ギンブナ 

 
水中でゆらめく沈水植物ヤナギモ(絶滅危惧II類) 

 
クレソン、コカナダモの外来種と 
ミクリ(絶滅危惧 IB類)が群生 
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池辺公園の保全活動（植物調査ほか） 自然環境部会

	 10 月 21 日（金）池辺公園で公園整備課と造

園業者を交えて、植生管理（下草の刈る高さ、

時期、残しておきたい幼木、野草など）につい

て現場で話し合いました。 

	 下草を刈るときに残しておきたい幼木、野草

にはマーキングすることにして、話し合い後に

マーキングを行いました。また 26日（水）に植

生調査を行いました。 

	 植生調査は大きく 2ゾーンに、各ゾーンをそ

れぞれ 4区画計 8区画に区分し区画ごとに調査

し、125種の野草を記録しました。 

	 キツネノカミソリ、ハグロソウ、アズマイチ

ゲ、ウバユリ、キチジョウソウ、アマナ、フユ

ノハナワラビなど絶滅危惧種や希少種など豊か

な植生がこの公園にはあります。我々もこの保

全にできる範囲で協力しようと月 1回の管理作

業をすることにし、1回目を 11月 1日に行いま

した。1 回目はハグロソウの群生区域をアズマ

ネザサ、ノイチゴ、イノコズチを主に下草刈り

を行いました。参加者は延べ 16名でした。 

	 ところで草藪のなかで、白い菌糸に覆われて

死んでいるカマキリを見つけました。「昆虫病原

性糸状菌=ボーベリア菌」というそうです。 

	 インターネットで調べたところ、生きた昆虫

にとりつき死に至るそうで、似た冬虫夏草は「オ

サムシタケ」とか「ヤンマタケ」というように

キノコごとに宿主が特定されているのに対し、

ボーベリア菌は昆虫種を選ばずに感染するとい

う違いがあるそうです。 

（谷村徹） 

 
公園整備課、造園業者との話し合いを

行いました。 

 
残したい幼木へのマーキング（赤いテ

ープ）を行いました。 

 
ハグロソウ群生地の下草刈りを行い、これで

ハグロソウの日当たりがよくなりそうです。 

 
フユノハナワラビが 
数株咲いていました。 

 
キチジョウソウが見事に咲き、 
よいことがありそうです。 

 
春咲くはずのコスミレが2株咲いていて、数
日暖かかったので春と間違えたのでしょうか。 

 
ボーベリア菌に覆われて 
死んでいたカマキリ 
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仙波河岸史跡公園の保全活動（植物調査） 自然環境部会

 
植物調査の様子 

 
スズメウリ（ウリ科）の実 

カラスウリよりずっと小さいことから名付けられたとも 

 

	 11 月 4 日（金）午前 9 時 30 分から 11 時 30

分まで仙波河岸史跡公園で植物調査（草本のみ）

を参加者 5名で行い、77種を記録しました。湿

性池奥（観察デッキ反対側）では下草刈りで、

ツルマサキが切られてショウブが水中まで刈ら

れていて下草刈りの方法で検討が必要と思いま

した。またデッキ脇の年数の経たキヅタが切ら

れたのも残念です。 

	 ちなみにあくまでも記録上のことですが 5月

6日の調査では 71種を記録し、5月のみ 36種、

11月のみ 42種、両方で記録 35種、計 113種が

記録されています。 

 
11月 4日のみ記録：アシボソ、アメリカセンダ
ングサ、アレチヌスビトハギ、イヌタデ、イヌビ

エ、イノコズチ、エノコログサ、オニドコロ、カ

ナムグラ、カヤツリグサ、カラスウリ、キツネノ

マゴ、クズ、コセンダングサ、ケイヌビエ、ササ

クサ、サネカズラ、シケシダ、シマスズメノヒエ、

ジュズダマ、シロザ、スズメウリ、セイタカアワ

ダチソウ、セイヨウカラシナ、セリ、タケクサ、

ダンドボロギク、チヂミザサ、ヌカキビ、ハハコ

グサ、ヒガンバナ、フユノハナワラビ、マルバハ

ッカ、ミゾソバ、ミョウガ、メドハギ、メヒシバ、

ヤブガラシ、ヤブミョウガ、ユウガギク、ヨウシ

ュヤマゴボウ、リュウノヒゲ 
5月 6日のみ記録：アカネ、アメリカフウロ、オ
オイヌノフグリ、オオバイノモトソウ、オニタビ

ラコ、オニノゲシ、オランダミミナグサ、カラス

ノエンドウ、カントウタンポポ、キランソウ、ク

サヨシ、スズメノエンドウ、スズメノカタビラ、

タチアオイ、タチイヌノフグリ、タチツボスミレ、

ツメクサ、ツルマメ、タチイヌノフグリ、トキワ

ハゼ、ハエドクソウ、ハコベ、ハナイバナ、ハル

ノノゲシ、ヒゴクサ、ヒメオドリコソウ、ヒメジ

ョオン、ヒヨドリジョウゴ、ホタルブクロ、マス

クサ、ミツバツチグリ、ムラサキケマン、ムラサ

キサギゴケ、ヤエムグラ、ヤブスゲ、ヤブマオウ 
5月・11月両方で記録：アオイスミレ、アズマ
ネザサ、アマチャヅル、イヌムギ、イヌワラビ、

ウシハコベ、ウラジロチチコグサ、エゾノギシギ

シ、オオバコ、カキドオシ、カタバミ、ギシギシ、

キジムシロ、クサソテツ、ジャノヒゲ、ショウブ、

スギナ、セイヨウタンポポ、セキショウ、トキワ

ツユクサ、ツユクサ、ドクダミ、ノイバラ、ノゲ

シ、ノブドウ、ハキダメギク、ハルジオン、ヘク

ソカズラ、ヘビイチゴ、ミズヒキ、ミゾコウジュ、

ヤブタビラコ、ヤブマメ、ヤブラン、ヨモギ 

（谷村	 徹）
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上戸小学校自然観察プログラムの支援

	 10 月 27 日（木）の午前、東洋大学大越記念

庭園において、上戸小学校の 4年生 73名が総合

的学習の時間「わくわくタイム」を使って自然

観察を行いました。4 年生の年間テーマが「環

境」ということで、急きょプログラムに取り入

れられたものです。当日は、かわごえ環境ネッ

ト会員の稗島、賀登、横山、小瀬の 4名と東洋

大学の学生 7名が指導にあたりました。 

	 9:00ごろ上戸小学校から徒歩で到着した児童

と引率の先生 2名を、東洋大学の南東端に位置

する大越記念庭園の池の南側に誘導し、9:40ご

ろから 1時間程度、自由に自然探しの活動をし

てもらいました。その後、まとめで見つけた動

植物や気づいたことをあげてもらいました。 

	 子どもの自然観察力はものすごいもので、大

人ではなかなか見つけられないようなさまざま

なものを発見していました。特にきのこに対す

る興味が強いようで、きのこを見つけては稗島

さんのところへ持って行き、専門的な話に対し

てとても興味深く聞いていました。 

	 今回、東洋大学の好意によりこのような学習

プログラムが実現しましたが、他のフィールド

も含め、他の学校も随時このような観察指導を

受け入れますので、本会にご相談ください。 

	 なお写真は、東洋大学学生の小宮山翔君が撮

影しました。       （小瀬博之） 

 
きのこは大人気 

 
スズメバチの巣を持ち帰りいただきました 

 
全体のまとめの様子 

【おわび】「エコドライブ講習会」記事の取り下げと経緯 2011/12/12

	 印刷版でおしらせしたエコドライブ講習会の記事は、昨年度に行われたものでしたので、Web

で掲載している PDF版については、12月 12日付で記事を削除しました。そして、このおわび文

を掲載しました。 

	 これは編集上のミスによるもので、今年度 12月号に掲載予定であった原稿を検索している中で、

編集者である小瀬が昨年度の原稿を確認不十分のまま編集してしまったことによります。 

	 本件について、執筆者である社会環境部会代表の原嶋昇治氏並びに関係各位にご迷惑をおかけ

したこと、そして、読者の方々に対してこの場をお借りしてお詫び申し上げます。 

	 なお、2011年 11月 5日開催されたエコドライブ講習会については、1月号でお知らせします。 

（広報委員	 小瀬博之）
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本会関連行事・会員・流域からの報告

「北公民館かんきょう祭り」11月 12日に開催
	 11回目を迎えた「北公民館かんきょう祭り」

は、前日の雨も上がった快晴のもと、初参加の

「小江戸塾の子ども広場」も開かれ、昨年を上

回る参加者でにぎわいました。また、オープニ

ングコンサートは、東邦音楽大学附属東邦第二

高等学校生徒の管楽器演奏があり、子ども広場

などでは、市立川越高等学校の生徒がボランテ

ィアで対応に当たり、若い力の参加が頼もしく

感じられました。 

	 基調講演は、埼玉県の環境アドバイザー上領

園子さんの「自然エネルギー」に関する話でし

た。原発事故による国民のエネルギー問題への

関心の高さを反映し、「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

の例などを紹介し、身近な埼玉県ではどう対応

したらよいかなどに触れました。そして、我々

の生活のあり方も変え,自然の力を活かす考え

方が大事であることを強調されました。 

	 恒例の環境標語・川柳・都々逸も例年通りの

応募がありました。来館者の投票で決まった一

位の作品は次の通りでした。 

<標語>清い水	 流れる山河	 子や孫に 

<川柳>ねーお願い	 放射能にも	 色つけて 

<都々逸>電気を消して	 自然を生かし	 早寝

早起き	 健康美 

	 川越市環境政策課、資源循環推進課、かわご

え環境ネットなどの各団体の展示、手づくりリ

サイクルのコーナーなど、環境への市民の取り

組みが関心を呼びました。また、北公民館主催

の「自然菜園クラブ」で作った野菜、EM 連絡

協議会 5団体の有機野菜などの即売会は、多く

の市民が利用しました。2 階のバザー会場も、

公民館利用者が持ち寄った多くの品物が寄せら

れ、安い掘り出し物に喜びの声が上がりました。 

	 「子ども広場」は、小江戸塾の会員と高校生

などがアシストしながら、昔の遊びや「水の実

験」などに子どもらの歓声が響きました。 

	 11時半からは、公民館登録のサークルの発表

がありました。大正琴、フラダンス、女性合唱、

男性合唱、混声合唱、太極拳など、多彩な公民

館活動の一端が披露されました。きれいになっ

た「不老川」の再生を歌った「不老川応援歌」

は会場のみんなで合唱しました。（武田侃蔵） 

 

高校生のオープニングコンサート 
 

「自然エネルギー利用」の講演会 標語、川柳、都々逸の掲示コーナー

 
環境関係団体の展示コーナー	  

 
大人数で迫力満点の混声合唱 

 
「水の手品」もある「子ども広場」 
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第 2回「低炭素まちづくりフォーラム」

 
小型水流発電機の展示 

	 10 月 30 日午後 1 時から、大宮のソニックシ

ティで第 2回「低炭素まちづくりフォーラム」

が開催されました。昨年に続いて県内の環境関

係団体が実行委員会を作って「くらしのエコ」

「生物多様性を考える」「深夜化社会を考える」

「自然エネルギー利用」の 4分科会に分かれて

討議を深めました。それぞれ関心のある部会に

参加しましたが、かわごえ環境ネット会員が参

加している西埼玉温暖化対策ネットワークが、

自然エネルギー分科会を担当しました。環境ア

ドバイザーの上領園子さんの講演と討議で参加

しました。また、狭山市の横山さんが、赤間川

用水路で実験した写真のような小型水流発電機

が展示され、手回しでも豆電球がつき、参加者

の興味を引きました。     （武田侃蔵） 

「新河岸川流域づくり懇談会」11月 5日に開催
	 埼玉県総合治水事務所主催で、川越、朝霞、

飯能の 3県土整備事務所と、管内各市の環境団

体が参加しての懇談会が開かれました。各県土

整備事務所の 23年度の工事内容、来年度の予定

などの説明のあと、「魚道」についての研究発表

がありました。 

	 次いで、河川工事に関して自然環境に関心を

持つ市民団体との話し合いの進め方などで意見

交換が行われました。不老川、柳瀬川、空堀川

などに関する狭山市、清瀬市、朝霞市、和光市

などの市民団体から、粘り強い行政との交渉の

経過等も紹介されました。川越市でも、川の問

題に詳しい市民を養成する必要が痛感させられ

ました。最後に、水辺再生事業を、地元市町村

の行政の見地からの整備計画のアイディアを募

集していることが報告されました。（武田侃蔵）

「カヤックで新河岸川下り」11月 8日に開催
	 舟運で栄えた新河岸川の魅力を景観の視点か

ら再発見しようと、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」が、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）に行いました。 

	 埼玉県の水環境課から借りた 7隻のカヤック

（2 人乗り）に分乗し、富士見市の江川合流点

から志木市役所先の船着場まで下りました。 

	 かわごえ環境ネット会員も 2隻に乗り、他の

会員は土手のごみ拾いをしながら同行しました。

ほかにふじみ野市、富士見市、朝霞市、和光市

の市民環境団体と県の担当者が参加しました。

穏やかな天気に恵まれて、緩やかな流れときれ

いな水に、川下りの魅力を発見しました。 

	 県の「水辺再生事業」で、養老橋の近くに船

着場ができるので、旭橋からの舟下りが実現す

るかもしれません。      （武田侃蔵） 

 

 
参加したメンバーとカヤック 

 
橋に横断幕を掲げての活動 

 
木染橋～岡坂橋付近をカヤックで下る 
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「水と緑のサイクリング探訪」11月 20日 クリーン＆ハートフル川越

 
田谷堰と 3本の送水管の穴 

 
宮元町内に残る赤間川の名残 

 
国道 254号線で覆われた橋の跡

 
越辺川沿いの豊かな河畔林 

 
遠くに白鳥が見える越辺川 

 
大堀山館跡の林の中はごみ捨て場

	 11 月のサイクリング探訪は、予定の 19 日が

雨のため順延し、翌 20日に行いました。 

	 9時氷川神社裏の北公民館に集合、4人で近く

の田谷堰に向かいました。9 月では芳野農協横

の旧赤間川を上流にたどりましたが、暗渠にな

ったあとの水路のどれが旧赤間川かわりません

でした。今回は源流からたどることにしました。 

	 田谷堰は昭和 13年に完成しました。伊佐沼に

流れる赤間川は、貴重な農業用水でした。締め

切って写真のように 3本の送水管で水を送りま

したが、今は真ん中の 1本が時に使われる程度

で、無用の穴になっています。 

	 宮元町を西武フーズ方面に行くと、国道 254

線横に水溜りのような水路がありました。敷地

の境界線に沿って 200メートルくらいのところ

が旧赤間川の名残でした。バイパスには、昔の

橋のあとが残っており、赤間川橋の字が見られ

ました。その橋の下からの水路は、川の名残は

みられず、ただの用排水路でした。芳野地区に

入って暗渠になり、芳野農協横に出ました。 

	 農協横から芳野公民館を通る道は、昔の農道

が立派に舗装されて市道になっています。周囲

は整然と耕地整理されていますが、稲の収穫後

は放置されています。農地の有効利用はどうな

っているのかと心配されました。 

	 入間川土手に上り、菅間堰を見て釘無橋に回

り、越辺川沿いに上流に向かいました。ところ

どころに立派な河畔林が茂り、水量も豊かでし

た。八幡橋を超えて白鳥が飛来するところに行

きました。すでに 20羽以上は飛来していますが、

「白鳥飛来地」の看板が出ているところの下流

の方に避難（?）していて近づけませんでした。

もう少し寒くなって多くの白鳥が来ればいつも

の広い飛来地に集まるようです。 

	 戻って道場橋をわたり、坂戸市出身の実業家

大川平三郎記念公園に寄り、圏央道近くの大堀

山館跡に廻りました。一部、坂戸市の部分もあ

りますが、林の中はテレビなどの粗大ごみを含

め不法投棄のごみだらけでした。埼玉県指定史

跡で、川越市教育委員会が管理していますが荒

れ放題でした。諏訪神社横の産廃処理場からは

もくもくと煙が出ており、神社を守る氏子もも

う居ないのではと思われる寂れぶりでした。「川

越の自然」に載っている写真のように、少しは

手入れがされていればよいのですが、残念な姿

でした。帰り際に、小畔川沿いの白髭神社の川

越一の大ケヤキの勇姿を写真の収め、平塚橋で

解散しました。行程 30キロでした。（武田侃蔵） 
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川越市・近隣市の環境政策 
ユニークな「日高クリーン宣言」

 

	 「ごみ有料化」の問題で、80自治会と市民と

の懇談会が終わった日高市では、11 月 12 日の

市制 20周年記念式典で「日高クリーン宣言」を

発表しました。市内の 6小学校の 5・6年生に呼

びかけて寄せられた 400点の中から選ばれたも

ので、純真な子どもの目線からの訴えが市民の

共感を呼びました。この方式の宣言としては出

色の例となります。写真のようにまとめて、市

内公共施設に掲示されます。全文は次のとおり

です。 

 

＜日高クリーン宣言＞ 

きれいなまち日高、住みよい日高は一人ひとり

の心がけ。みどり豊かな環境を、みんなの力で

守りましょう。いま、ここに日高クリーン宣言

をします。 

1 みんなで協力し自然があふれる日高市にしよ

う 

1 自分のゴミは、自分で持って帰ります 

1 カワセミが、ずっと日高市に残るようにしよ

う 

1 ポイすてしても大丈夫と思う気持ちを捨てま

しょう 

（武田侃蔵） 

「廃棄物減量審議会」を傍聴

	 11 月 14 日に「ごみ有料化」を審議する「廃

棄物減量審議会」第 3回目の審議が、つばさ館

の研修室で行われました。前回の質問事項の説

明のあと、ごみ有料化について、種々の観点か

ら問題点などを整理した映像が流され、質疑が

なされました。ごみ減量に協力している市民を、

野放図にごみ出しをする市民との税金負担の公

平性を図るのが最大の目的である点が強調され

ました。今後は、ごみ減量への取り組みとあわ

せ、低所得者や老人家庭への決め細やかな対応

が望まれました。次回は、2 月を予定していま

す。            （武田侃蔵） 
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川越市からのおしらせ 
平成 23年度秋季苗木配布事業 環境政策課

 
苗木を配布する川合市長 

 

	 平成 23年 10月 29日（土）に、川越運動公園

で「川越産業博覧会」が開催され、その中で秋

季苗木配布事業を実施いたしました。 

	 この事業は、市民の緑化意識の向上と緑化の

推進を図ることを目的として昭和 58 年より継

続して行っており、これまでに配布した苗木は

6万 9千本以上となっています。 

	 配布した苗木は、市の花ヤマブキ、市の木カ

シ、ナンテン、ピーチボナンザ、ブルーベリー

（川越市自治会連合会提供）の全 5種類 500株

で、市長、副市長にも手渡しでの配布をご協力

いただきました。会場内では、川越緑地協会に

よる球根の掴み取り、緑化相談会等のイベント

も行われました。 

地球温暖化防止活動推進員の募集 環境政策課

	 埼玉県は、地球温暖化防止活動推進員を募集

しています。地域で地球温暖化防止の普及啓発

活動を行っていらっしゃる方、又はこれから行

おうという熱意のある方を、川越市は推薦しま

す。12月 9日までにお気軽に環境政策課（Tel 

049-224-5866）へお問い合わせください。

くぬぎ山地区自然再生協議会主催	 第 4回くぬぎ山保全管理活動イベント 環境政策課
12月 18日（日）午前 10時～午後 3時（小雨決

行）、くぬぎ山地区において、コナラ－クヌギ林

の萌芽更新を主目的に高木の伐採や下草刈りの

作業を行います。参加費は無料です。受付はく

ぬぎ山の山脇学園用地にて9時30分から行いま

す。途中参加、退場も可能です。当日は、野外

活動が行える服装（長袖、長ズボン、軍手、帽

子など）でご来場ください。また、昼食、水筒

をご持参ください。参加希望者は12月14日（水）

までに、くぬぎ山地区自然再生協議会事務局（埼

玉県みどり再生課内：電話 048（830）3151）へ

お申込みをお願いします。なお、荒天時等中止

のお知らせは、当日の朝、埼玉県みどり再生課

にお問い合わせいただくか同課のホームページ

にてご確認ください。

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 11 月 29 日に福田ビル 3 階会議室にて第 8 回

理事会を開催しました。出席者 8名でした。 

	 会費の納入状況を確認しました。未納の方は、

早めの納入をよろしくお願いいたします。 

	 市制施行 90 周年記念事業への補助金交付を

申請する行事については、12 月 12 日までに書

類を提出する必要があるため、正副理事長と事

務局で対応を検討することにしました。 

	 かわごえ環境フォーラムの件については、理

事会でも審議しましたが、実行委員会の欄で報

告します。 

（理事長	 小瀬博之） 
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社会環境部会

	 11月の例会は 11日（金）、福田ビル 3階にお

いて、出席者 12名にて実施しました。 

	 冒頭、原嶋より韓国訪問の報告がありました。

ソウルは、20年前に比べると近代化が進み、現

在いろいろな点で見かけ上日本を陵駕している

ように見受けられます。ソウルの中心部の清渓

川（チョンゲチョン）は、現大統領・李明博が

市長時代に汚い川の上にあった高速道路を壊し

清流を復活させ市民の憩いの場としただけでは

なく、生態系の宝庫となっています。 

	 これまでの各行事の反省として、川越まつり

でのまち美化ボランティアでは、夜間、街角に

立ち、袋を持っての食べ殻収集は、入れる人の

感謝の気持ちが伝わってきて心のなごむひとと

きで、よかったとの声が多くありました。 

	 2011 アースデイ・イン・川越	 立門前では、

各会場とも活気がありましたが、主会場の蓮馨

寺を更に盛り上げるためには、説明員とわかる

よう腕章が必要との意見がありました。 

	 エコドライブ教習会では、ドライブシミュレ

ーター2 台を日本興亜損保から提供していただ

きました。同社は環境問題に取り組んでいて、

今後も我々の活動に参画していただくようお願

いしました。そのほか、北公民館かんきょう祭

りと治水施設めぐり行事計画の準備について確

認しました。（社会環境部会代表	 原嶋昇治）

自然環境部会

	 10 月 21 日（金）は、池辺公園において川越

市公園整備課と造園業者を交えて植生管理につ

いての話し合いを行いました。詳しくは記事を

ご覧ください。 

	 10 月 22 日（土）は、川越市環境政策課が主

催する江遠島緑地での「水辺ふれあいイベント」

の支援活動が、雨のため中止となりました。 

	 10月 24日（月）は、（仮称）川越市森林公園

計画地において照葉樹林の保全活動を行いまし

た。 

	 10 月 26 日（水）は、池辺公園において植物

調査を行いました。詳しくは記事をご覧くださ

い。 

	 10 月 28 日（金）は、小畔川御伊勢橋下流付

近の水田地帯において県民参加モニタリング植

物調査を行いました。 

	 11月 1日（火）は、池辺公園の定例保全活動

日として、ハグロソウ自生地の保全お業を行い

ました。 

	 11月 4日（金）は、仙波河岸史跡公園におい

て自然環境パトロールと植物調査を行いました。

詳しくは、記事をご覧ください。 

	 11月 11日（金）は、福田ビルにおいて 11月

度の自然環境部会が 9名の参加で開催されまし

た。最初は池辺公園と仙波河岸史跡公園におけ

る活動報告に続いて、（仮称）川越市森林公園計

画地での活動報告と小畔川御伊勢橋下流付近の

水田地区でのモニタリング植物調査などの報告

がありました。次に、移入種のチョウの調査結

果の中間報告に続いて、自然環境部会として川

越市に情報公開を要請していた川越市の保存樹

木指定リストの回答書が回覧されました。討議

事項としては、最近の仙波河岸史跡公園におけ

る植生の管理方法について問題点について意見

が出され、集約した形で公園整備課へ改善要請

することになりました。 

（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 4 回実行委員会を、11 月 29 日理事会終了

後に開催しました。出席者は 7名でした。 

	 先に行われた理事会において申込状況を確認

しました。まだ件数に余裕があるので引き続き
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応募を受け付けることになりました。協賛依頼

については、横山副理事長が依頼文と「川越の

自然」を持って昨年度の協賛企業を訪問し、依

頼することにしました。 

	 実行委員会では、午後の討論会の内容と進め

方について検討しました。専門委員会が先に実

施してきた活動や課題についての報告を行い、

その内容をもとに討論会をまとめて行うことに

しました。内容は、川越の環境をよくするため

の人間活動の活性化を大きなテーマとし、具体

的な流れは次回改めて話し合うことにしました。 

（実行委員長	 小瀬博之）

「川越の自然」編集委員会

	 11 月 12 日（土）日野自動車グリーンファン

ドの活動発表会に「川越の自然」副編集長の賀

登さんと横山が参加しました。午後には理事矢

島稔氏（群馬県立ぐんま昆虫の森園長）による

「自然と共生する発想	 －里山再現がホタルを

出すー」記念講演があり、その後平成 22年度の

13 団体による報告会がありました。今年は 82

団体の応募があり、18件の助成を行うことにな

っているようです。『川越の自然』もこの日野自

動車の助成金があっての完成でした。心からの

お礼を述べ、冊子を進呈させていただきました。

増刷した冊子も残りが 200冊を切りました。ま

だお持ちでない方は早めにお求めください。 

（委員長	 横山三枝子）

おしらせ 
第 10回かわごえ環境フォーラム発表及び環境活動報告集（12月 21日応募・原稿締切）
	 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。応募期間を延長してレポート

の投稿期限と同じ 12月 21日（水）とします。

まだ応募していない方はぜひご応募ください。

詳しくは、会員の方は 11月郵送の本誌に同封し

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。詳しくは、かわごえ環境ネッ

ト事務局にお問い合わせください。

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 12月度） 

日時：12月 7日（水）15:00-16:00 

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 12月度） 

日時：12月 9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 12月度） 

日時：12月 9日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

	 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 1月 13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。 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保全活動 

日時：12 月 12・26 日・1 月 9・23 日（月）9:3

0-12:30 

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

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。 
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◆理事会（2011年度第 9回） 

日時：12月 16日（金）9:00-11:00 

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 5回） 

日時：12月 21日（水）17:00-19:00 

場所：生活クラブ生協くらぶルーム川越 

（川越市東田町 5-12） 

★歳末まち美化活動 

日時：12月 23日（金・祝）9:30-12:00 

場所：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。 

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 

◆12月 23日（金・祝）・28日（水）当会主催 

	 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。 

	 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。 

◆1月 8日（日）公園と共催 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口入口付近 9:50 集

合、15:30 過ぎ終了解散、参加費無料、入園料

要、お弁当持参、雨天決行。 

	 1 月は、日本野鳥の会の安西英明さんを講師

に、冬の雑木林で野鳥や冬越の昆虫等を観察し

ます。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 

月 日 活動内容（先の内容はこれまでの例） 
12 10 畑の片づけ	 芋煮会 
12 17 雑木林の手入れ 
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 

◆12月 10日（土）10:00からの作業 

畑の片づけ	 芋煮会 

◆12月 17日（土）10:00からの作業 

雑木林の手入れ 

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。 

※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。 

◆作業日：毎週金曜 

	 午前中に作業等をしています。冬季は火曜の

作業を休止します。 

◆12月 10日（土） 

例会 10:00-11:00、みんなでわいわいヤキイモタ

イム（仮称）13:30-16:30	 子どもからおとなま

でみんなで集って、ヤキイモを楽しみます。誰

でも参加できます。参加費無料、要申込。 

◆1月 14日（土） 

例会 10:00-11:30 
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◆1月中（計画中） 

田んぼ勉強会（春に向けて、勉強会を行う予定

です。） 

 

●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） 

◆12月 6日（火）・15日（木） 

◆1月 19日（木）［3日（火）は休み］ 

	 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） 

◆12月 11日（日）・1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） 

◆12月 24日（土）・1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。 

☞「水と緑と安心を！サイクリングで探訪」第6回 

◆12月 17日（土）9:00集合 

	 12 月 17 日の第 3 土曜日に第 6 回を実施。川

越市駅前 9時集合。月吉陸橋、北環状線、なぐ

わし公園建設地、小畔川、尾崎神社、さざんか

通り、北小畔川、市民の森 3号地、南小畔川、

河南親水公園、御伊勢塚公園 15時解散予定。 

●(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） 

◆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。 

◆1月 8日（日） 

	 寒いですが、カモたちは結婚の準備をしてい

ます。雄は羽を着飾って雌に求愛します。一羽

の雌に十羽くらいの雄がとり囲み、面白いポー

ズをして気に入られようと懸命です。そしてこ

の日は、恒例の県下一斉カモの種類と数を数え

る日です。さて何種のカモが観察できるでしょ

うか楽しみです。 

 

広報委員会からのおしらせ 
●インターネットで本誌がカラーで見られます 

	 本会ホームページでは、バックナンバーを含

めてカラーで本誌が見られます。団体会員のみ

なさまは、URLをおしらせするだけで周知が可

能です。ぜひご活用ください。 

http://kawagoekankyo.net/news 

●本誌もインターネットも参加型です 

	 本誌は、会員等の方々の投稿を随時受け付け

ています。毎月 14日が締切で、電子データで投

稿ください。詳しくは事務局へまたはWebでご

確認ください。 

	 インターネットのブログも会員ブログとして

随時書き込み可能です。書き込みには、ユーザ

ー登録が必要です。詳しくは会員ブログをご覧

ください。 

http://kawagoekankyo.net/blog 

●Twitterでかわごえ環境ネットをフォロー 

	 かわごえ環境ネット Twitter（@kawagoekanky

o）は、ブログの更新と連動してツイートします。

Twitterに登録してぜひフォローしてください。 
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イベントカレンダー（12月 7日〜2月 4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 

12/7 
◆15:00広報
委員会 

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 
◎13:30みな
みかぜヤキイ

モタイム 
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 
◆9:00理事会 

12/17 
◎9:00サイク
リング探訪 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 

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 
◆17:00かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 

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 

12/25 12/26 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計

画地 保全活動 

12/27 
 

12/28 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

12/29 
 

12/30 
 

12/31 
 

1/1 
元日	 

1/2 
 

1/3 
 

1/4 
 

1/5 
 

1/6 
 

1/7 
 

1/8 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会	 

1/9 
成人の日 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計

画地 植物調査 
◎11:00成人
の日会場クリ

ーン活動 

1/10 
 

1/11 
 

1/12 
◎9:30里山保
全ボランティ

ア育成講座 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

1/13 
 

1/14 
○本誌 2月号
原稿提出締切 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00みな
みかぜ例会 

1/15 
	 

1/16 1/17 
 

1/18 
 

1/19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/20 
 

1/21 
◎9:30里山保
全ボランティ

ア育成講座 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 

1/22 
	 

1/23 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計

画地 保全活動 

1/24 
 

1/25 
 

1/26 
 

1/27 
 

1/28 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/29 
	 

1/30 
 

1/31 
 

2/1 
 

2/2 
 

2/3 
 

2/4  
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