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【巻頭言】里地里山の平地林を次世代に伝える活動

 
福原中学校の生徒が拾い集めた廃棄物・ごみ 

資源化への分別作業 
 

 
高階西中学校の生徒が、森のコナラ幼木を採取 

鉢に植え 2mに育て森の中に植樹する 
体験の始まり 

 
 
 
 
 

	 ここ数年、川越緑のサポーターでは、川越市の南部にある高階西中学校・福原中学校

2校の社会体験事業に協力、次世代を担う中学1年生を6名から10名、2日または3日

間の日程で、川越森林公園計画地にて、ボランティアで行う里山・平地林手入れの社会

体験支援を行っています。 

	 事前に生徒が訪問してくるので、屋外活動での鋸・鋏などの刃物扱いもあり、安全と

健康の心構え・注意事項を説明、当日川越緑のサポーターの会員6名が迎え指導します。 

	 手入れ体験の現場は、（仮称）「川越市森林公園計画地」の中心部の先にあり、通行車

両から廃棄されたごみが道端にたくさん落されています。環境整備のベストを着用して、

清掃体験活動から始まります。 

	 冬の平地林は、葉が落ちて陽差しが地面に届き、明るい林地になっています。枯れ落

ちた小枝拾いから始まる落ち葉掃き、「森のさんぽ道」脇の立ち枯れのコナラ伐採。鋸

での枝切りは、冬なのに汗が出てくる作業体験になります。 

	 昼食に作った温かスープをご馳走、気分ほぐれの談笑の中、里地・里山・農用林とし

て270年も続いている歴史と、放置されていた森が見通し良い森になり、落ち葉堆肥で

旨い野菜が収穫される効果を話す時間にもなっています。 

	 伐採跡に植樹するコナラ幼木の採取と畑地での育成。捨てられたごみと放置されてい

る身近な里山・平地林に驚きと、手入れの大切さがわかり、社会貢献にもなっているこ

とが理解されます。この社会体験で、見て聴いて体験した様々な事柄からの学びが、参

加している生徒が書く「1日のまとめ」に書かれます。 

	 後日、送られてくる生徒からの礼状を読むと、次世代に伝えられたことを感じる、中

学生の社会体験事業支援になっています。 

かわごえ環境ネット理事	 川越緑のサポーター代表	 金子晃 
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原村政樹さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（42）
	 原村さんとは、南文化会館でお会いできました。訪問連絡

の電話は留守電になりましたが、夕刻、元気のよい声で「原

村です。ご用件はなんですか・・・」の連絡が入り、お住ま

い近くの南文化会館ロビーでお聴きできました。初対面でし

たが、「この森の景観は素晴らしいものがありますね。」「森

の中で見られる日の出は、実に素晴らしい。」「高階西中に当

った照り返しが、またすばらしい景観になります。」「日の出

から30分は、見ごたえのある森の景色になります。」私の知

らない（仮称）川越森林公園計画地「森のさんぽ道」の体感

を語ってくれました。この森は、私の活動グループ「川越緑

のサポーター」が行っているボランティア活動地。ほぼ知り

尽くしていたと思っていましたが、日の出の素晴らしさは、

体験していませんでした。この森の良き景観披露が最初の会

話になりました。 

	 「お仕事は、どのような事ですか」で、名刺交換をしまし

たら、オッと思いました。株式会社	 桜映画社、監督、原村

政樹でした。なるほど・・・物語、景観映象を作りだす監督

だ、と勝手印象が頭の中に入りました。「森のさんぽ道」を

歩いても、足元でなく天空を見上げ朝日の景観を見る感性は、

ここにあったのかと推察しました。会話が楽しくなりそうと

嬉しくなりました。 

 
東北・福島の安全なコメ作り映画のご協力お願いします 

	 早速の聴き始めは、「どのような映画を作られていますか。」

でした。袋から出したパンフレットは、文化記録映画で「海

女のリャンさん」。2007 年の作品で、文化庁映画賞を受賞。

次に取り出したのが、「里山っ子シリーズ」で、「里山っ子た

ち」、「Little Challengers（小さな挑戦者）」、「里山の学校」の

三部作。子どもたちの映像を見た途端、これは手にしたいと

思わず身を乗り出して聞きました。NHKでも取り上げ「里

山保育が子どもを変える」2007年、「里山で子どもたちが輝

く」2008 年に放映された。とパンフレットを手に熱を込め

ての話が出ました。三作目の「里山の学校」が作られ「里山

っ子」シリーズがDVDとして発売される。全て監督、原村

正樹さん。これは広めたい映画と思いました。「自然と触れ

合った子どもの体験は、自己判断の対応力がついた大人、社

会人になって行く。」「里山の自然は、生活環境と深く関わっ

て、子どもから大人への人間成長に影響を与えて行く。」「森

の保育で体験した里山っ子は、挫折と達成を繰り返し、強い

意志力がはぐくまれる。」「これらの意味から、川越のこの森

は大切なのです。長く残してほしいと思っています。」思い

は私と一致している。森の再生にコナラ植樹も見ており、農

用林としての森の歴史、地主の方が遺産相続に多大な納税で、

農家の資産として維持出来ない事もご存じでした。「何とか

したいですね。」との想いは共感していました。 

	 「今、製作中の映画があり、忙しい日程になっています。

明日から福島に行くことになっています。」どのような映画

ですかとお聴きすると、「山形県高畠町で行っている有機農

業で、日本一おいしい米づくりを目指している農家集団を長

編ドキュメンタリー映画、「いのち耕す人々」2007年を製作

しました。」「昨年の原発事故で起きた放射能土壌汚染に対し

て、福島県天栄村で始めている「米の放射線汚染ゼロへの挑

戦」を記録映画として製作しています。」「このDVDの記録

映像を見てください。」と案内パンフレットとともに渡され

ました。 

 
ドキュメンタリー映画の案内パンフレット 

	 早速自宅で拝見。原発事故で起きた放射能土壌汚染に対し

て、放射能ゼロをめざした、安全でおいしい米づくりに取り

組んだ農業者の努力が映像記録されている。汚染物質を稲に

移行させない、カリウム、ゼオライト、プルシアンブルーを

使った土壌放射能汚染対策がわりやすく映像説明されてい

る。原村政樹さんは、映画「天に栄える村」製作委員会を結

成、製作に入りました。「製作資金は、市民のみなさまに呼

びかけ、募金を始めています。」「東北・福島の安全な米づく

りのご協力をお願いします。」原村政樹さんの環境活動は、

映画作りで多くの方に知らせていることでした。 

（2012年 2月取材	 理事・広報委員：金子晃） 
＜おわび＞前回（2012年 2月号 No.064）の根元利勝さん
訪問記事、絵巻物の所蔵「図書館」は誤り、正しくは「博

物館」。	 訂正致します。 
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第 10回かわごえ環境フォーラム	 2月 25日開催速報
全体の概要

 
ふくはら子どもエコクラブの発表 

 
熱心に聞き入る満員の聴衆 

 
展示会の様子 

 
秋元智子さんの話題提供 

 
分科会の様子 

 
全体のまとめ 

	 かわごえ環境ネットの 1年の活動を集約し、

次の発展の糸口を探る「かわごえ環境フォーラ

ム」も節目の 10回目を迎えました。あいにくの

雨でしたが、会場の川越西文化会館（メルト）

に多くの市民が参加して盛り上がりました。 

	 1階の展示ホールでは、8団体の環境活動ポス

ター展示が行われました。写真やイラスト、図

表などでまとめられ、斬新なデザインのポスタ

ーも見られました。入口には、158 ページにま

とめられた「かわごえ環境活動報告集」が来場

者に手渡されました。 

	 9時 45分から、2階の大会議室で午前の部の

活動報告会が開かれました。まず、小瀬理事長

より、12年目を迎えたかわごえ環境ネットの活

動と、10回目を向えた「かわごえ環境フォーラ

ム」の意義を訴えました。参加者の半分は会員

以外の人で、環境問題への関心の高さがうかが

えました。 

	 10時から、ふくはら子どもエコクラブの子ど

もら 7人による「雑木林での四季をとおしての

観察とエコ活動」が、映像を通して発表されま

した。今回は、ポスターの前での発表に代えて、

パワーポイントを使って活動を紹介しました。 

	 ごみの不法投棄問題、エコマネーから EM活

性液での東日本大震災の環境浄化活動、川越で

の放射能測定結果など、幅広い課題についての

取組の報告がありました。最後に、社会環境部

会の原嶋代表、自然環境部会の大辻代表から各

部の昨年度の活動報告がありました。 

	 午後は、昨年の設立 10周年記念の「ワールド

カフェ」で幅広い市民との交流を持ちましたが、

その流れを進めて「環境活動の活性化」をテー

マに話し合いを進めました。 

	 話し合いの切り口として、埼玉県地球温暖化

防止活動推進センター事務局長の秋元智子さん

から、ライフスタイルの変化の視点から、みな

みかぜいきいき田んぼの会の田崎愛知郎さんか

ら、生物多様性を活かした有機農法と地域との

交流を、武田副理事長から会員へのアンケート

の結果をもとに、かわごえ環境ネットへの思い

や例会のことなどの回答が紹介されました 

	 ついで、それぞれの発表者を交えた 3つのグ

ループで分科会を行い、話合いを深めました。

かわごえ環境ネットの活動に自信をもって進ん

でゆける、明るいまとめで締めくくり、午後 4

時 25分に散会しました。 

	 詳報は 4月号で報告しますが、グループワー

クの第 2グループの司会を務めた過昌司さんか

らいち早く詳報が届きましたので、次に掲載し

ます。            （武田侃蔵） 
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司会の目線で分科会報告	 －かわごえ環境フォーラム第 2グループ討議の内容－ 

 
分科会第 2グループの様子 

	 午後の分科会で第 2グループ－生き物の多様

性と地域活動－を担当しました。参加者は予想

以上で 19名。会場設定を横長にしたので話しに

くい、しかし、そんな困難を超える内容のある

話し合いになりました。 

	 「みなみかぜ いきいき田んぼの会」の田崎氏

の問題提起を受けて、“かわごえ環境ネットで取

り組んできた（仮称）川越市森林公園計画地と

池辺公園の調査・保全活動”、“市民自然環境調

査－あなたの周りの野鳥－”、“里山を保全した

いが地主の話”、“国営武蔵丘陵森林公園の保護

活動の教訓”などについてフォーラムのために

作成された文書をもとに問題提起がありました。 

	 笠原氏は、2 年間の野鳥調査からサギ類が生

息地の伐採などで減少していること、また渡り

に利用している雑木林の減少で野鳥の姿が減っ

てきていることを話されました。（仮称）川越市

森林公園計画地では絶滅危惧種が多く見つかっ

ており、生態系が繋がって生き物多様性のホッ

トスポットになっている。しかし、人が多く入

ってきているのと多様性を考えない低木伐採が

行われ、保全が必要である、池辺公園も湿地性

の希少種が生きており、大切さが知られていな

い、と公園の利用と自然保護の困難さが報告さ

れました。雑木林の地主からは、大径木の伐採

にはお金がかかりすぎ、周辺の苦情を考えたら

林の再生は難しいとの生々しい話が。 

	 国営武蔵丘陵森林公園では、キンランの調

査・保護パトロールを行い、生き物に配慮した

下草刈りを行って、関心が広まり保全活動が前

進しています。みなみかぜ いきいき田んぼの会

も、地域に目を向けて無農薬・無肥料の稲作栽

培でコメの味が向上しながら生き物の多様性を

守ってきました。雑木林の枯れ木を焼却するだ

けでなく粉砕して利用できないかなど、前向き

になれる発言もありました。 

	 相続税、地域の応援が少ない中で、保全活動

は多くの困難をかかえていますが、国の法律の

変化を適確に捉え、市民に関心を持ってもらえ

ば、川越市の自然環境と固有の生き物の生息を

守ることに希望を持てるかもしれません。 

	 話題提供が 6人いて話し合う時間が制限され

たのは惜しまれます。 

	 昨年、生物多様性保全の勉強会、今年はフォ

ーラムでの話し合い、参加者からの感想で「循

環していく活動にならないと里山の保全は繋が

っていかないのだと思いました」と意見が寄せ

られました。ドラマではありませんが、持続可

能な発展をめざし循環を基本として、ステップ

多様性ステップで粘り強く保全活動に取り組み

たいものです。 

（個人会員	 過昌司） 

  

◆「川越の自然」は観察会等の行事またはメールでの申し込みで頒布 

	 川越の自然に関する、フルカラーで情報満載のハンディーな冊子です。 

現在は、本会が主催する観察会等の行事で直接頒布、または専用のメール 

アドレス（book@kawagoekankyo.net）で郵送を承ります。 

1冊 500円で頒布します。なお、郵送の場合は実費もいただきます。 
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かわごえ環境ネットの活動報告 
池辺公園保全活動報告（落ち葉溜めの保全など） 自然環境部会

	 2 月 4 日（金）の午前 9 時より、池辺公園に

て定例の保全活動を菅野、菅谷、谷村、宮澤、

大辻の 5名の参加で行いました。今回の保全内

容は、キツネノカミソリの新芽確認とウバユリ

の本数確認、そして昨年設置した落ち葉溜めの

保全作業を行いました。以下にその状況を報告

いたします。 

（大辻晃夫）

 
落ち葉をかき分けてキツネノカミソリの新芽を確認中 

 
かわいらしい新芽が 1センチほど顔を出していました

 
斜面帯の上下を二手に分かれてウバユリの本数を調査中 

 
すでに枯れて種子も落ちた状態でしたが、 
上下合計で 47本が確認できました

 
ブルーシートを使って落葉を集め、 
既存の落葉溜めへの追加作業中 

 
新規の窪地に落ち葉を投入して 
新たな落葉溜めもつくりました 
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「水と緑のサイクリング探訪」第 7回・不老川 クリーン＆ハートフル川越

所沢街道下のゴミだらけの久保川 広々とした岸町健康ふれあい広場 
 

川に降りられる石段と大きな飛び石

 
七曲の井と不老（としとらず）川の由来 

 
浄化水が川底から 2箇所で湧き出る 

 
県・市・市民の協力をうたう記念碑と樹

	 川越市は、新河岸川、入間川、小畔川、不老

川、久保川などに囲まれています。そのなかで、

不老川は過去に「汚い川ワーストワン」の不名

誉な川でした。この川の再生に向けて、川越市、

狭山市、入間市の関係自治体や市民で「不老川

を守る会」を作り、官民上げての努力で現在の

きれいな川に再生しました。 

	 その水質浄化に貢献したのが、」埼玉県荒川右

岸流域下水道公社新河岸川上流水循環センター

（旧川越市滝の下処理場）からの浄化水を、12.

5km先までポンプアップして放流したことにあ

るようです。一日最大 39,000m3の高度処理水が

2001 年（平成 13 年）から流され、水質改善に

貢献しました。 

また、川越の福原中学校・小学校は、すぐ裏

を不老川が流れていますので、総合学習で川の

浄化に協力してきました。地元で生徒とともに

取り組んだ高木さんの作詞になる「不老川応援

歌」が、校歌に次ぐ歌として、地域のイベント

で幅広く歌われています。その不老川の姿を見

ようと、支流の久保川から上流へたどりました。 

	 市立川越高校前を 9時に出発、川越所沢街道

の下を通る久保川を見ましたが、コンクリート

の三面護岸でゴミが散乱しており、何とかなら

ないかと思いました。岸町のほうに下ると、両

側に立ち入り禁止の金網がずっと張られていま

す。ただの排水路になっているようです。 

	 近くの台地に「岸町健康ふれあい広場」があ

り、ランニングする人、ゲートボールをする人

らがいましたが、土曜日なのでもう少し賑わっ

てもよいのではと思いました。 

	 久保川と不老川の合流点に近い砂久保橋を渡

り、右岸の土手を走りました。川底が砂礫のと

ころは水量の少ないところがあり、川の真ん中

に大きな石を置いて渡れるようにしたり、石段

で川に降りられるようにしたりするところなど

が見られ、市民との協力で「親しめる川」への

努力が垣間見られました。狭山市に入った堀兼

地区では、20～30mおきに簡単なコンクリート

橋が 10以上あり、農業振興とはいえ少し優遇し

過ぎると思いました。その先の川沿いに産廃工

場があり、土手は通れませんでした。一般道路

に廻ると左右に不法投棄のごみが散乱していた

唯一の場所でした。 

	 七曲の井がある山王地区は、きれいな遊歩道

になって散策する人が多く、春は桜の名所のよ

うです。西武線を渡って入曽の狭山市の老人施

設「不老荘」につき、その前にある放流現場を

見ました。音立てて放流されているのではなく、

川底から静かに湧いていました。（武田侃蔵） 
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公園はごみ捨て場になったのか

	 今年に入り 1 月、2 月と池辺公園の保全作業

をしましたが、相変わらずごみの散乱が目立ち

ました。例えば駐車場だけでたばこの吸い殻は

1月 72本、2月 69本でした。手頃な休憩場所な

のでしょうが、それにしても捨て放題です。当

然たばこの空箱、弁当の空箱、空き缶、ペット

ボトル、ちり紙などもあります。園内の休憩場

所にもビール空き缶、菓子袋、あめ袋、薬のカ

プセル、マスクなど。道路に面した斜面には車

から投げ捨てたと思われるビニール袋や家電製

品まであります。 

	 こうした現象はこの公園特有ではなく、どの

公園でも悩まされています。また街なかも、河

川敷、水田、雑木林も同じです。近年は家電製

品本体のみならず、基盤を壊した破片なども多

く見かけます。ごみの分別処理が理解されてき

ている一方で、外飲食外廃棄とは公衆道徳の低

下が最近著しいのではないでしょうか。 

	 緑豊かな公園に生息している生き物たちも人

間の身勝手さに泣いています。 （菅野仲夫） 

流域・近隣市町の話題 
埼玉県主催の「川の再生交流会～みんなでつくろう川の国埼玉」2月 4日（土）開催

 
上田知事のあいさつ 

	 上田知事が先頭に立って進める「川の再生」

交流会は、10時に小学生の開会宣言で始まりま

した。知事の力強いあいさつのあと、フォトコ

ンテスト入賞 39 点と、水辺のサポーター18 団

体の表彰がありました。写真の部門では川越市

の小学生の伊佐沼の蓮を撮った「いい香り」が、

また、団体では小畔川の清掃をしている伊勢原

町 8 地区協議会が表彰されました。そのあと 4

団体の活動事例報告がありました。特に「浄化

槽フォーラム埼玉」の活動が注目されました。 

	 午後は、第 1分科会は川づくり、まちづくり、

歴史と文化、第 2分科会は水質改善、排水対策、

下水と浄化槽、第 3分科会は川の生き物・生態

系、第 4分科会は環境学習、第 5分科会川の清

掃活動、環境保全、第 6分科会は里山保全、河

畔林の保全に別れて討議を深めました。かわご

え環境ネット会員も関心ある分科会に分かれて

参加、16時にまとめの報告で終わりました。 

（武田侃蔵） 

 

第 16回荒川流域再生シンポジウム＜天然アユを活かした川の再生と地域おこし＞
	 2月 19日（土）、NPO法人荒川流域ネットワ

ークの主催により、川の再生に夢をかける人々

が県内各地から国立女性教育会館大会議室に集

まって、13時半から惠代表と荒川上流河川事務

所長らの来賓あいさつで始まりました。 

	 アユが天然遡上する恵み豊かな川の再生に向

けての実態調査の報告が、埼玉県環境科学国際

センター自然環境担当部長の金澤さんからあり

ました。2009（平成 21）年度に川越市の菅間堰

から始まったアブラビレを切った標識アユの放

流試験が、2010（平成 22）年度、2011（平成 2

3）年度と流域各地で行われた実績が報告されま

した。今年も、入間川、高麗川、越辺川等の上

流部で引き続き標識アユの放流と調査を行う予

定です。堰の魚道や河床の工夫など、アユの生

息しやすい環境整備が望まれています。 
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	 続いて、埼玉県南部漁業協同組合朝霞支部長

の小林さんから、新河岸川水系のアユ増殖活動

の状況が報告されました。川越市内でも、初雁

球場下でアユの生息が観測されています。 

	 埼玉県の水環境課の針谷副課長の「里川づく

り県民運動」の紹介があり、参会者の意見交換

で盛り上がりました。特にカワウの被害につい

て、駆除の方法で意見が交わされ、多角的な方

法を組み合わせるほかに、有効な方法はないこ

とがわかりました。      （武田侃蔵） 

平成 23年度「新河岸川流域フォーラム～つながる流域 ひろげる備え～」が 1月 21日に開催
	 新河岸川流域川づくり連絡会と新河岸川流域

総合治水対策協議会の共催によるフォーラムが

1月 21日に開かれました。今回は防災の視点か

らプログラムが組まれました。会場も、国土交

通省の荒川下流河川事務所の浮間地区防災ステ

ーションを会場に、午前は土嚢作り体験、巡視

船乗船」、午後は「迫り来る大災害の危機」講演

と「水に関わる災害に向けた取り組み」の発表、

「つながる流域、ひろげる備え」のパネルデス

カッションで、防災への啓発に取り組んだイベ

ントでした。 

（武田侃蔵）

近隣市の環境情報「西埼玉温暖化対策ネットワーク」

	 近隣各市とも、昨年に続く「節電キャンペー

ン」に知恵を絞っています。新年度でどんな事

業にするか、各市の情報が待たれます。川越市

周辺に 10市 2町の環境団体と市民で作る「西埼

玉温暖化対策ネットワーク」では、5月 20日に

川越市で各市の環境行政の紹介をするイベント

を開くことにしました。地球温暖化対策地域協

議会の環境省登録を得て、行政との協働で活動

する第一歩として、各市の取り組みの情報発表

が待たれます。        （武田侃蔵）

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 第 11 回理事会を 2 月 28 日（火）9:00-11:20

に川越市役所修養室にて開催しました。 

	 次年度の役員改選は、前回と同様の方法を取

り、「かわごえ環境ネット理事立候補者募集のお

知らせ」を本誌 3月号に同封して会員に送付す

ることにしました。 

	 次年度総会議案書の作成のために、4 月は 2

回理事会を開催し、5 月連休明けに総会議案書

を策定させ次第、会員に同書を郵送して、5月 2

6 日（土）に総会並びに懇親会を開催すること

にしました。これに従い、3 月の各専門委員会

において事業計画案、予算案を検討し、3 月の

理事会において提示してもらうことにしました。 

	 6 月に予定している環境月間巡回展示は、事

務局と事業規模を再調整することになりました。 

	 2 月 25 日に開催した第 10 回かわごえ環境フ

ォーラムは、名簿記載が 82名で、延べ参加者数

はおよそ 115名でした。会計は次回理事会で確

認することになりました。 

	 次回の理事会（3 月 27 日）は、正副理事長、

各部会代表者による拡大企画会議を理事会に先

立って実施します。  （理事長	 小瀬博之） 

社会環境部会

	 2月の例会は、10日（金）川越市役所地下修

養室にて、12名の出席者で実施されました。 

	 本年度は役員改選の年です。理事および部会

代表に立候補・推薦者についてお願いしました。 

	 2月 25日のかわごえ環境フォーラムについて

は、前日の準備、当日のキャスティングについ
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て説明がありました。6 月に行われる環境月間

の行事については、地元関係者の理解を得て成

功させるにはどうしたらよいか意見交換を行い

ました。かわごえ環境ネットの一大イベントと

して会員だけではなく自治体、地区の環境推進

員、各公民館、学校などの協力を得て実施体制

づくりを早急に確立していきたいと思います。 

その他、平成 23年度の主な活動について説明

があり、24年度は更なる活動を推進することに

しました。また、5 月下旬に東京ビックサイト

で予定されている環境展には、環境に対して理

解を深めるために会員以外の参加できる企画を

との意見がありました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

自然環境部会

	 1 月 23 日（月）は、（仮称）川越市森林公園

計画地にて定例の保全活動を実施いたしました。 

	 2 月 3 日（金）は、池辺公園にて定例の保全

活動を実施いたしました。詳しくは記事をご覧

ください。 

	 2月 10日（金）は、川越市役所地下修養室に

て、2月度・自然環境部会が 11名の参加で開催

されました。報告事項としては、池辺公園の保

全活動報告と農と里山シンポジウム報告があり

ました。次に、かわごえ環境フォーラムのワー

クショップについて話し合い、自然環境部会担

当のグループワークの進行役を賀登、まとめ役

を過が担当することが決まりました。続いて大

辻代表より代表役勇退の申し出があり、討議の

結果、新代表に賀登、副代表に菅野、会計が過、

に決まりました。最後に、みなみかぜいきいき

田んぼの会より、田んぼの生き物調査を新年度

計画にテーマアップしてほしいとの提案があり

ました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫） 

おしらせ

かわごえ環境ネット理事立候補者募集（4月 13日事務局必着）
	 2012（平成 24）年度は本会役員改選の年です。

かわごえ環境ネットの将来を考え、運営に携わ

る理事への立候補者を募集します。 

	 任期は 2012 年度総会開催日（5 月 26 日）か

ら 2014年度総会開催日までの 2年間で、個人会

員と団体会員（事業所、民間団体及び行政）か

ら募集します。 

	 立候補される方は、3 月の郵送資料に同封さ

れている「かわごえ環境ネット理事立候補申込

用紙」に必要事項を記入し、4月 13日（金）必

着でかわごえ環境ネット事務局にご提出くださ

い。詳しくは、郵送資料同封のお知らせをご覧

いただくか事務局にお問い合わせください。 

 

【再掲】「エコライフ DAY埼玉 2011冬のキャンペーン」3月 20日までに実行を
	 1 日省エネ・省資源など環境に配慮した生活

をして、削減できた二酸化炭素量を簡単にチェ

ックできるエコライフ DAY。冬のキャンペーン

は、3月 20日が期限です。会員に 1月号に同封

したまたは埼玉県ホームページでダウンロード

したチェックシートに結果を記入して、かわご

え環境ネット事務局にご提出ください。 

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（2012年 3月度） 

日時：3月 8日（木）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） 
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●社会環境部会（2012年 3月度） 

日時：3月 9日（金）13:00-15:00 

場所：川越市役所本庁舎 7階 7C会議室 

●自然環境部会（2012年 3月度） 

日時：3月 9日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7階 7C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 4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： 3月 12日・26日・4月 9日・23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

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。 

◆拡大企画会議 

日時：3月 27日（火）9:00-10:30 

場所：川越市役所地階修養室 

出席者：理事長・副理事長・専門委員会代表者 

◆理事会（2011年度第 12回） 

日時：3月 27日（火）10:30-12:00 

場所：川越市役所地階修養室 

次回以降は 4月 17日（火）13:00-15:00、4月 2

5日（水）9:00-11:00に福田ビル 3階会議室で開

催予定。 

●2012（平成 24）年度総会 

日時：5月 26日（土） 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1） 

詳しくは、今後会員に別途お送りする総会案内

をご確認ください。終了後、懇親会を開催予定。 

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 

◆3月 10・17日（土）10:00からの作業 

雑木林の手入れ（焼き芋・スープ・あそぼうパ

ン） 

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。4月は 14日（土）に実施。 

●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 

◆3月 11日（日）公園主催、当会協力 

国営武蔵丘陵森林公園南口から入園 10:20 集合、

15:30過ぎ解散 

◆3月 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 

10:20集合。15:30過ぎ終了解散。参加費 200円、

入園料要、お弁当持参。雨天決行。 

	 水辺の生き物を観察します。アマナやアオイ

スミレの花も見ごろです。植物の解説は小田先

生です。 

◆4月 1日（日）・20日（金）当会主催 

	 野鳥のさえずりを楽しみながら、水辺の生き

物やスミレの花などを観察します。植物の解説

は太田先生です。 

●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
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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。 

※活動は、日時内容の変更をすることがありま

す。決定スケジュールは、別途発行の「月の予

定」をご覧ください。 

◆3月 2・9・16・23・30日（金）、4月 3・10・

17・24日（火）、4月 6・13・20・27日（金）

10:00-12:00 

作業日 

◆3月 10日（土）10:00-12:00（調整中） 

田んぼ勉強会「生物多様性を活かした田んぼ-

米つくり、栽培ポイント」 

（講師：稲葉光國） 

◆3月 17日（土）・4月 14日（土）10:00-11:30 

例会 

◆4月 7日（土）10:00-12:00 

オリエンテーション 

●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） 

◆3月 6日（火）・15日（木） 

◆4月 3日（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） 

◆3月 11日（日）・4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） 

◆3月 24日（土）・4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8回 

◆3月 17日（土）9:00-15:00 

	 西文化会館前 9時集合。小畔川から南北に分

かれる川を南小畔川ぞいに西へ、日高市内で迂

回して北小畔川に沿って御伊勢塚公園まで戻る

行程。これで市内の主な川の流域を踏破します。 

☞新河岸川一斉清掃 

◆3月 25日（日）9:30-11:30 

	 新河岸川広域景観プロジェクトの各市の環境

団体で、新河岸川の一斉清掃を実施します。新

扇橋から養老橋までの川越市部分を担当します。

地元の自治会などとも連携して行います。参加

できる方は、武田（090-2521-5770）までご連絡

ください。 

●(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） 

◆3月 11日（日） 

	 3 年にわたる改修工事も今月で終わる予定で

したが、壁面の植栽や排水ポンプ工事などでも

う 1年工期が延びました。最後の仕上げに注目

しましょう。昨年は、11 月から 12 月にかけて

貴重な鳥、クロツラヘラサギが飛来しました。

自然が豊かになれば今年も珍鳥に会えるかもし

れません。今月は冬鳥に別れる季節です。秋の

再会を期待して見送りましょう。 

◆4月 8日（日） 

	 水を貯めて沼が本来の姿に戻りました。葦が

芽吹き、桜が咲きカイツブリやコチドリのラブ

コールが聞かれます。春爛漫の景色のなか、バ

ードウオッチングを楽しみます。平成 24年度の

初めての伊佐沼探鳥会です。今年も素敵な鳥と

の出会いを期待します。 
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イベントカレンダー（3月 7日〜5月 5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 

3/7 
 

3/8 
◆9:00広報委
員会 

3/9 
◎10:00みな
みかぜ作業日 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

3/10 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00みな
みかぜ田んぼ

勉強会 

3/11 
◎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	 

3/12 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 植物調査 

3/13 
 

3/14 
○本誌 4月号
原稿提出締切 
 

3/15 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/16 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

3/17 
◎9:00サイク
リング探訪 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00みな
みかぜ例会 

3/18 
	 

3/19 3/20 
春分の日	 

○エコライフ

DAY実施・提
出期限	 

3/21 
 

3/22 
 

3/23 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

3/24 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/25 
◎9:30新河岸
川一斉清掃	 

3/26 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 保全活動 

3/27 
◆9:00拡大企
画会議 
◆10:30理事会 

3/28 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

3/29 3/30 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

3/31 
 

4/1 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

4/2 4/3 
◎10:00みな
みかぜ作業日 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/4 4/5 4/6 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

4/7 
◎10:00みな
みかぜオリエ

ンテーション 

4/8 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

4/9 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 植物調査 

4/10 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

4/11 4/12 4/13 
○理事立候補

届事務局必着 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

4/14 
○本誌 5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 

4/15 4/16 4/17 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

4/18 4/19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/20 
◎10:00みな
みかぜ作業日 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

4/21 

4/22 4/23 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 保全活動 

4/24 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

4/25 4/26 4/27 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

4/28 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/29 
昭和の日 

4/30 
振替休日 

5/1 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/2 5/3 
憲法記念日 

5/4 
みどりの日 

5/5 
こどもの日 
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