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【巻頭言】家庭でも生かそうエコアクション 21のしくみ

 
2009年の世帯あたり CO2排出量用途別内訳 
（温室効果ガスインベントリオフィス「日本

の 1990年～2009年度の温室効果ガス排出
量データ」より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 「エコアクション 21」といってもなんだろうと思われる方が

大多数と思われます。ISO14001 の日本版で環境省が中小企業向

けに薦めている環境経営システムです。このシステムが一般家庭

で取り入れた場合どのようになるか考えてみました。 

	 まず現状把握です。「かわごえアジェンダ 21」は取組の、「エ

コライフ DAY」や月々の電気代請求書などは負荷の自己チェッ

クシートになります。左図は一般家庭の二酸化炭素排出量でおよ

そ年間 5000kg が排出されています。ごみ、水道でも数%出てい

ますが、電気同様「間接排出」した二酸化炭素です。大きいのは

電気、自動車で約 60%になることから「環境目標」は電気、ガ

ソリンに絞って考えてもよいと思われます。「環境活動計画」に

は「アジェンダ 21チェックシート」にあるように省エネ設備に

置き換える（ハード面）や無駄を少なくする、我慢する（ソフト

面）が考えられます。もっとも我慢して病気になっては困ります。 

	 こうして目標を立て、それに向かって活動します。何回か計画

通りに行っているかどうかチェックします。一年たって目標の達

成度、活動の実施状況を確認し評価する。そして見直して次年度

の更なる改善を図る。理想的には電気代、ガソリン代を少なくし

て生活のレベルは落とさない。書けば簡単ですが、これが事業者

でもなかなかできない家庭版エコアクション 21のシステムです。 

 

かわごえ環境ネット理事	 村上正明 
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第 10回かわごえ環境フォーラム詳報
	 3月号に続き、2月 25日に開催された第 10回かわごえ環境フォーラムの模様をお伝えします。

今回は詳報として、環境活動報告会の発表記録と、午後のワークショップの第 1 グループ、第 3

グループの討議内容について報告します。また、環境活動報告会について短歌をお寄せいただい

たので紹介いたします。 

 
環境活動報告会

	 午前の部・市民・民間団体・学校等の環境活

動について 10:00 から 12:00 まで、10 件の報告

がありました。 

自然をテーマにした 2件の活動報告 

・ふくはら子どもエコクラブの宮岡さんと 7人

の子どもたちが『エコクラブで楽しく賢く活動

―地域の環境と資源を活用して―』では、今年

はメンバーが 20名に増え、自然との触れ合いを

主に、緑のカーテン、雑木林の手入れ、太陽光

を利用したエコクッキングなど充実した活動の

報告が子ども達からありました。 

・「みなみかぜいきいき田んぼの会」田崎愛知郎

さんの『田んぼ発いきいき地域づくり』では、

有機農法を通して生物多様性、世代間交流、い

きいき地域づくりの 3つの目標を掲げ活動をし

ているとのことでした。 

市街地の環境活動について 

・「クリーン&ハートフル川越」武田侃蔵さんか

ら『路上喫煙・ポイ捨て・違反ゴミだし・違法

駐輪への対策―市民動員で』の発表があり、活

動を続けて 12年、品格あるまちづくり川越を目

指して活動を継続して行きたいとのことでした。 

学校関係の研究発表 

・芝浦工業大学・相澤祐太さんから『エコマネ

ーの配布が環境イベント参加者の拡大に及ぼす

効果の分析―アースデイイン川越立門前におけ

る社会実験』では、当日、参加者と通行人の参

加意識についてアンケート結果の発表がありま

した。エコマネーの利用者は、10万アース（円

相当）ほどが、21か所の商店などで使用された

とのことでした。 

・東洋大学・登坂光博さんの『川越市における

不法投棄の現状と対策に関する研究』では、不

法投棄をなくし美しい社会環境や自然環境を築

いていきたいとの発表がありました。 

・東洋大学・宮嶋大輝さんの『住宅団地におけ

るコミュニティの再生～川鶴地域を対象として

～』では、地域のコミュニティを活性化するに

は、イベントを通して若者と接する機会を続け

てほしいと会場からの意見がありました。子育

て支援は、継続して 2回/月続けているとのこと

でした。 

その他 

・「EMクリーンクラブ」の上山巧さんによる『E

Mによる環境浄化活動』では、東日本大震災に

おける復興支援活動において EMによる環境浄

化（臭気）に効果があるとの報告がありました。 

・大久保彦さんの『ガイガーカウンター（GM

管）の測定結果について』では運動公園、初雁

球場など市内各所で測定した結果の報告があり

ました。 

社会環境部会と自然環境部会の活動報告 

・社会環境部会からは、講演会、施設めぐり、

エコライフ DAY、緑のカーテン、まち美化活動、

エコドライブ教習会や環境イベントについての

活動報告が原嶋さんからありました。 

・自然環境部会からは、（仮称）川越森林公園計

画地、池辺公園の環境保全活動や県民参加の生

き物モニタリング調査（植物、魚類）、湧水探訪

など活動報告が大辻さんからありました。 

	 参加されなかった方、詳しい内容については、

「かわごえ環境活動報告集」に目を通してくだ

さい。（第 10回かわごえ環境活動報告集は環境

政策課にて配布しています。）  （宮澤宏次） 
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二見正憲さんからの感想

	 環境活動報告会に参加した新会員の二見氏が発表を短歌にして投稿してくれました。発表順に

書いてあります。ありがとうございました。 

・おいしい味を体験エコクラブ	 十人で知るエコと福原	 	 ふくはら子どもエコクラブ 

・市民力マナー違反は声かけで	 拾ったゴミで実態も知り	 	 クリーン&ハートフル川越 

・エコマネー使う価値を PR	 9万アースで味も楽しむ	 	  芝浦工業大学 

・聞き取りと輪々舟運調査隊	 不法投棄の技と対策	 	 	 東洋大学 

・参加した祭りで知って子の知恵も	 学生使って川鶴の味	 	 東洋大学 

・田で作業季節のあやで生き甲斐を	 地域を作る労働の手	 	 みなみかぜいきいき田んぼの会 

・東北で EM使い復興力	 トイレ復活	 浜に安全	 	 EMクリーンクラブ

ワークショップ「環境活動の活性化」	 第 1グループの討議内容 

 
第 1グループの話し合いの様子 

	 午後の分科会の第 1グループは埼玉県地球温

暖化防止活動推進センター事務局長秋元智子氏

を囲んで 12名（半数が女性）の参加でした。小

一時間でしたが、それぞれの自己紹介からつな

がる身近な話題で充実した話し合いになりまし

た。昨年の川越カフェに続き「参加者が話す」

ことが重要で、初めての方たちの意見は今回の

「環境活動の活性化」のテーマに沿った再確認

の場になりました。例えば、「かわごえ環境ネッ

トのイベントに際した服装や持ち物等をイラス

ト付きで紹介すると解りやすくなりハードルが

低くなるのでは？」とか「幅広い年齢層での活

動には、日時の設定を考える。」・「子どもと一緒

の活動に関しては楽しんで参加できる方法を考

える。」など原点に還る提案が多く出されました。

活動を続けていくと当たり前と思ってしまう環

境に関わる言葉が、初めて参加の方たちにとっ

ては単なる講演会なら「ハテナ？？？」で終わ

ってしまいます。ところが今回のようなワーク

ショップだとその場で解決できるので、次回の

活動に繋がっていけるのです。分科会のテーマ

「環境に配慮したライフスタイルにみんなで変

えて行くには」、「信頼性」と「フィールドを持

っての活動」と「最初はお客様」を意識して組

み立て、多くの方の参加を得て広がっていける

ように配慮することが活性化につながるのでは

ないかとの結論でした。プラス女性の参加が増

えればもっと広がっていけるかな？ 

（横山三枝子） 

ワークショップ「環境活動の活性化」	 第 3グループの討議内容 
	 この会は、かわごえ環境ネットの活性化と、

市民に親しまれて会員の増加につながる方向を

探りあうことを目標にしました。これに先立つ

話題提供で、進行役の武田から会員へのアンケ

ート結果の報告を行いました。環境への「志」

が活かされているか、第 2金曜日の例会への都

合はどうかなどの設問では、まあまあの回答が

大半で、討議のきっかけになる方向は示されま

せんでした。 

	 このグループでは 14人が環になって、自己紹

介を兼ねながら意見を述べあいました。一回り

した最後に、かわごえ環境ネットの創立に関わ

り、現在も環境自治体会議の事務局員をしてい

る芝浦工業大学環境システム学科の中口さんか
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ら、示唆に富んだ報告をいただきました。 

	 「協働」「公助」「共助」「自助」と、行政との

関係をめぐる三つの方向が示されました。まず、

①行政から離れて NPO で自主的に活動する方

向②行政とパートナーシップを組んで進む③行

政主導で作られた組織の三つでした。 

	 「志」を持った意欲的な市民は、行政との「協

働」に限界を感じるようです。一方、行政は人

事異動で、創設に携わっていた職員は 10年も経

てば誰もいなくなります。現に、川越市の環境

部には、12年前のかわごえ環境ネット創設のと

きの経過を知っている職員は少ないようです。

会員にはずっと活動している人はいっぱいいま

す。しかし、行政から一本立ちした例も、順調

に行っているものばかりではないようです。第

三の行政主導に戻るのも、市民の活力が生かさ

れません。川越市は、第二の中間の立場で、行

政との関係もうまく行っているのではないかと

の評価をいただきました。組織体としても、一

家言あるボランティアの情熱をどう生かしてゆ

くか、会員同士の気楽な交流が望まれていまし

た。 

	 幅広い環境問題への取り組みとともに、市民

へのアプローチをどう進めるか、観察会や見学

会、積極的な出前講座への取り組みなど、新会

員や 20 歳代の若い会員からも斬新な意見が出

されました。12年たって、会員が微増ながらも

減っていないことに力を得て、今後の活動に参

加することを確認して分科会を終わりました。 

（武田侃蔵） 

 
第 3グループの話し合いの様子 

かわごえ環境フォーラム	 ワークショップ	 まとめの内容 

 
まとめの様子 

	 前回のかわごえ環境フォーラム「かわごえカ

フェ」で司会を務められた飯島希さんにとりま

とめ役を依頼してまとめが進行しました。各分

科会で話し合われた内容を代表者が報告すると

ともに、全体の内容を集約しました。 

	 まとめで出された意見や感想では、次のよう

なものがありました。 

・人材の固定化や高齢化が進む中で、初めて参

加される方へのさまざまな配慮と、継続して参

加していただけるような工夫が必要であること。 

・学生とフォーラムを行うことが必要ではない

か（学生と地域の市民との話し合い） 

・コーディネートする人と場所の問題（案内の

方法、マッチングを図ること、個人の力量が必

要であること） 

・環境保全活動が農業（農家）を支えることに

結びつける必要がある。買うことも支えること

につながる。経済性との両立で地域をつなぐこ

とが重要である。 

・受け手（人、生物）の気持ちを考えること。 

・川越市ホームページから本会ホームページへ

のリンクをわかりやすくすること。 

	 昨年と比べると、参加者が半分ぐらいのコン

パクトな会となりましたが、その分ゆったりと

テーマである「環境活動の活性化」に関する情

報が共有できました。ここで提案のあった内容

を実現すべく、今年度の活動で少しずつ実践し

ていきたいと思います。    （小瀬博之） 
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かわごえ環境ネットの活動報告

池辺公園だより 自然環境部会

	 3月 16日（火）の月例保全活動は、あいにく

の雨で中止となりましたが、9 時ごろには小降

りになりましたので、早春の公園内を巡回して

きました。以下にその現況報告をいたします。 

	 次回は、3月 16日（金）が年間計画の保全活

動日で、キツネノカミソリの株分けを行います。 

（記事及び写真：大辻晃夫）

 
キツネノカミソリの新芽がもう 15センチ以上に伸びてい
ます。昨年株分けしたところにも芽吹いていました。 

 
公園整備課にお願いしていた立札が設置されました。

 
アズマイチゲの生息場所に設置された立札。木杭とロープ

も正規の物に切り替わりました。アズマイチゲは、まだ芽

吹いていませんでした。 

 
ハグロソウとウバユリの群生場所に設置された立札。写真

左側の園路面にも一か所、立札が欲しいところです。

 

 

 

 

 

◆「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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会員からの報告

川越市における移入種のチョウの分布

	 川越における温暖化や人為的な放チョウによ

りどのように変化するのか調べるために、昨年

から本誌や生物多様性の勉強会で「ツマグロヒ

ョウモンとアカボシゴマダラ」の情報提供を呼

びかけてきました。今年は、かわごえ環境ネッ

ト会員 5名と勉強会参加者 2名からの情報提供

がありました。 

	 川越市内での分布を確定するまでの調査地点

数は少ないですが、川越での分布の一端を知る

ことができました。 

	 また、市内でアカボシゴマダラを詳しく調べ

たのは今福です。エノキでの産卵、幼虫の分布、

サナギとチョウの羽化で種類の確認など住宅地

で多くのアカボシゴマダラが生息していること

がわかりました（第 10回かわごえ環境フォーラ

ム環境活動報告書を参照にしてください）。 

	 昆虫を専門的に研究している埼玉昆虫談話会

の報告によると、ツマグロヒョウモンは全県規

模に分布が拡大しておりますが、東部の進出は

まだ少ないとのこと。アカボシゴマダラは「寄

せ蛾記」（埼玉昆虫談話会の機関紙）によれば「県

南部を中心に分布を広げている」（新井・植田氏） 

また、アカボシゴマダラは「環境適応性が高く、

飛翔力が大きく、横瀬まで分布を広げているが、

川がある東部のほうが少ない」と聞きました。 

	 川越市で温暖化の影響を考えるために「ツマ

グロヒョウモンの分布と定着」を調べることが

一つの手段かもしれません。このほかにも、人

為的に放チョウが疑われているアカボシゴマダ

ラの分布は市内での固有種への影響など生物多

様性を考えるためには今必要かもしれません。 

（個人会員	 過昌司） 

 
川越市における外来生物	 チョウの分布

流域・近隣市の話題

水辺再生 100プラン完結方向へ・・・さて次は？

 
完成式典 

 
現場披露会

	 新河岸川の再生工事の完成行事が 3 月 25 日

（日）に、県立志木高校体育館で完成式典、そ

して現場披露会が、志木市の新河岸川のいろは

橋下流イベント広場で、上田知事他数 100名の

方が集まり、盛大に行われました。 

	 水辺再生 100選の工事は、平成 20年から始ま

り着々と工事が行われ、まず、最初に 2010（平

成 22）年 2月 16日（火）に、川口の芝川ほか 4

か所のモデル合同完成式典が、川口オートレー

ス場で行われ、同時に、芝川の現場披露会が新

青木橋付近で行われました。 

	 南小畔川は、2010（平成 22）年 11月 27日に
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完成式典と現場披露会が行われ、小川町の槻川

では、雨の中、昨年 10月 22日（土）に、完成

式典と現場披露会が行われました。平成 23年度

をもって、100 箇所すべてがほぼ完成となって

おります。結果は好評で、それぞれの箇所で、

地元の団体で維持管理され、地元住民に喜んで、

利用されております。 

	 平成 24年度からは、新たな川の再生の取り組

みが「川のまるごと再生プロジェクト」として

スタートします。スポット的な水辺の再生から、

1 つの市町村、もしくは複数の市町村を流れる

川をまるごと対象として、まちづくりと一体と

なった川の再生にステップアップするとのこと

です。 

	 このプロジェクトにより、県民、市町村、県

が共に取組みを進めてゆく「共助による川の再

生」へとつなげてゆくとのことであり、また、

一歩前進しそうです。以前の彩の国水すましク

ラブと水辺のサポーターが統合され「川の国応

援団」として引き継がれ、4 月 1 日よりスター

トしました。かわごえ環境ネットでも理事会で

加盟することが了解されており、早い機会に申

請して、川越の河川を市民の憩いの場にしたり、

子供たちの川遊びの場にしたりするように、努

めたいと思っています。   （原嶋昇治）

新河岸川の清掃 

 
雑多なごみの山と自転車 

	 川越市から和光市までの環境関係市民団体が

参加している「新河岸川広域景観づくり連絡会」

の呼びかけで、3月 25日（日）に、新河岸川の

一斉清掃に参加しました。かわごえ環境ネット

会員と、養老橋近くの和太鼓のグループなどが

参加して、旭橋から養老橋までを清掃しました。

ふじみ野市のグループも、右岸を分担しました。 

土手に放置されていた自転車は 1月に古谷小学

校の行事で駐輪した紙がはってあり、鑑札もつ

いていた盗難自転車でした。早速警察にナンバ

ーを連絡しました。多くの人の目に触れながら、

2ヶ月近くも放置されていたことに、「無関心」

の一断面を見ました。  	 	 	 	 （武田侃蔵） 

 

近隣市の環境活動	 坂戸市 
	 坂戸市は、埼玉県が平成 24 年度新規事業とし

て計画した「埼玉エコタウンプロジェクト」の事

業推進対象市町村に応募し、調査候補地の 5団体

に選ばれました。内容は、老朽化した団地の再生、

民間活力利用でスマートハウス化の推進を図り、

既設住宅地をエコタウンとするものです。 

	 ちなみに、他の団体は、バイオマス発電の秩父

市、商店街のエコ化の東松山市、再生可能エネル

ギーと余剰熱利用の本庄市、メガソーラの整備な

どの寄居町です。 

	 県では、その中から 2～3 の事業実施市町村を

選定するそうです。 

	 また、本年度から、「ガスエンジン給湯器」「家

庭用燃料電池」の住宅への設置に際し、補助金を

交付することにしました。発電できる省エネ機器

の普及を促進するようです。 

	 なお、坂戸市の環境学習施設の「いずみ」では、

5月 19日（土）にリサイクルと花のイベント＜い

ずみデー＞を開き、市民の環境意識の啓発を図っ

ています。           （武田侃蔵）
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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 27日（火）10:30-12:00

に川越市役所修養室にて開催しました。なお、

理事会に先立ち、理事長、副理事長、専門委員

会代表者による拡大企画会議を開催して、次年

度の事業計画の調整を行いました。 

	 川越市制90周年記念事業として6月に企画し

ていた「環境月間の市内啓発事業企画」は、開

催を 6月 16日（土）・17日（日）の 2日間、場

所を資源化センター「つばさ館」で開催するこ

とにしました。 

	 第 10 回かわごえ環境フォーラムの決算につ

いて報告がありました。 

	 5月 26日（土）に行われる総会に向けて、総

会議案書の根幹をなす事業計画（案）及び予算

（案）について審議しました。4月に理事会を 2

回開催して内容をほぼ確定させます。 

	 会費の納入状況及び会員動向を確認しました。 

（理事長	 小瀬博之） 

社会環境部会

	 3月に例会は、9日（金）に川越市役所 7C会

議室にて、新しく 1名参加され 14名で会議を進

めました。 

	 冒頭、役員改選期でもあり、部会の運営体制

について議論しました。その結果、長年部会の

牽引者として活動していただいた武田さんには、

これ以上続けるとすべてを頼ってしまい、後年、

引き継ぎが難しくなるので部会を離れ、副理事

長としての活動に専念し、部会に対しては指導、

情報提供等を行っていただくことにしました。 

	 24年度の活動は、23年度に引き続き活動を継

続することとしました。武田さんが抜けた後は、

情報が極端に欠如することになるので、部会メ

ンバーがそれぞれのテーマを持ち、全員が積極

的に取り組み、かつ、活性化を図ることにしま

した。 

	 活動方針としては、環境講演会や施設めぐり

は、全員が参画して盛り上げていくことにしま

した。従来から取り組んでいる 3つのテーマに

ついては、行政、他団体等と連携を強めて行き

たいと思います。いくつかのテーマに対しては、

市民活動につながる活動になるよう努力するな

ど、メンバー増強にも注力することとしました。

これらの内容については、4 月の部会でさらに

内容を精査し、総会で報告できるようにまとめ

上げる予定にしました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

 

自然環境部会

	 2 月 27 日（月）は、（仮称）川越市森林公園

計画地で定例の保全活動を実施いたしました。 

	 3 月 6 日（火）の池辺公園保全活動は雨のた

めに中止となりましたが公園内の巡回を行いま

したので報告いたします。詳しくは記事をご覧

ください。 

	 3 月 9 日（金）は、川越市役所 7 階会議室に

て、3月度・自然環境部会が 11名の参加で開催

されました。報告事項は、環境フォーラム討論

会における第 2グループの生物多様性と地域活

動の報告と、池辺公園だよりの報告がありまし

た。討議事項は、2012年度の事業計画について

4 者からの事業計画案をもとにして討議を進め、

終的に新代表が 27 日までに予算案も含めて

まとめることになりました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫） 
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おしらせ

【再掲】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。 

 

【会員のみなさまへ】総会（5月 26日）のご案内と会費納入のお願い
	 2012（平成 24）年度総会（5月 26日土曜日 1

0:00-11:30）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 25日（水）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 25

日（金）までにゆうちょ銀行の口座［口座番号

00180-2-13880（ゆうちょ銀行以外から振り込む

場合は、ゆうちょ銀行 〇一九支店 当座 001388

0）, 加入者名：かわごえ環境ネット］にお願い

いたします。振込方法によって手数料がかかり

ます。また、総会終了後（12:00-13:30）に懇親

会（会費 1,500 円を予定）をどんぐりの樹で開

催しますので、ぜひご出席ください。

6月環境月間啓発展	 つばさ館で開催
	 6 月は環境月間として、全国的に啓発活動が

行われています。川越市でも、例年、小中学生

の環境ポスター展を行っていました。今年は川

越市制施行 90周年記念ですので、ポスター展に

加えて環境問題の「啓発展」を併催する方向で、

かわごえ環境ネットが提案して各方面との調整

に当たっています。開催は 6月 16日（土）と 1

7 日（日）で、資源化センター「つばさ館」を

会場として展示等を中心に企画を進めています。 

	 隣接のなぐわし公園の温水プール施設も、8

月オープンを前に、愛称も「PiKOA（ぴこあ）」

と決まりましたので、その紹介も兼ねて市民に

親しまれる「環境啓発展」へと企画を進めてい

ます。 

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）

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保

全活動 

日時： 4月 9・23日（月）、5月 14・28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。 

●社会環境部会（2012年 4月度） 

日時：4月 13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（2012年 4月度） 

日時：4月 13日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 
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	 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 5月 11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。 

◆理事会（2012年度第 1回） 

日時：4月 17日（火）13:00-15:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

◆理事会（2012年度第 2回） 

日時：4月 25日（水）9:00-11:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

●広報委員会（2012年 5月度） 

日時：5月 9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） 

★新緑の雑木林自然観察会 

日時：5月 19日（土）9:30-12:30  

集合：川越南文化会館（ジョイフル） 

場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 

対象：一般、定員：先着 30人、経費：100円 

申し込み：5 月 7 日（月）9:00 より電話で環境

政策課 

	 雑木林で樹木や林床に咲く花などを楽しみま

す。 

●2012（平成 24）年度総会 

日時：5月 26日（土）10:00-11:30 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1） 

	 会員には出欠はがきを別送でお送りしていま

す。4月 25日（水）必着でご返送ください。 

●懇親会（昼食会、ノンアルコール） 

日時：5月 26日（土）12:00-13:30 

場所：どんぐりの樹（川越市大手町 8-6） 

会費：1,500円の予定（当日集金）

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 

	 いずれの行事も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 2

00円、入園料要、弁当持参。雨天決行。 

◆4月 20日（金）当会主催 

	 野鳥の囀りを楽しみながら、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。 

◆5月 6日（日）・15日（火）当会主催 

	 バードウイークです。鳥の囀りに包まれなが

らマツ林でハルゼミの抜け殻を探しましょう。

野草の解説は太田先生です 

●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 14日（土）10:00からの作業 

畑の片付け・トウモロコシの植え付け等 

◆5月 19日（土）10:00からの作業 

ネギの植え付け等 

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。 
2012年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
4 14 畑の片付け・トウモロコシの植え付け等 
5 19 ネギの植え付け等 
6 9 枝豆の植え付け等 
7 14 16:00からの作業 
8   
9 8 ブロッコリー、キャベツの収穫 

10 13 大根畑の片付け・ビニールはがし 
11 10 里芋の収穫・芋煮会 
12 8 大根の収穫・ビニールはがし 
1 12（19） 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 
2 9（16） 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 
3 9 雑木林手入れ	 焼き芋・スープ・あそぼ

うパン 

●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） 
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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。 

※田んぼの生きもの調査、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。 

※活動日及び作業日は、農作業だけでなく、「食」

「環境」についての様々な活動を、自然の天候

に合わせて行っています。 

	 今年度、4 月から土曜日も活動日及び作業日

に加わりました。ぜひ、親子、グループでご参

加ください。決定スケジュールは、別途発行の

「田んぼ通信 4月号」をご覧ください。 

※田んぼの会の「会員」（活動会員、応援団会員）

を募集しています。お問合せください。 

☞2012年田んぼの会活動説明会（オリエンテー

ション） 

◆4月 7日（土）10:00-12:00 

☞活動日及び作業日 

◆4月 6（金）・10（火）・13（金）・17（火）・

20（金）・21（土）・24（火）・27（金）・28 日

（土）、5月 1（火）・4（金）・5（土）・8（火）・

11（金）・15（火）・18（金）・19（土）・22（火）・

25（金）・26（土）・29日（火）10:00-12:00 

☞例会 

◆4月 14日（土）・5月 12日（土）10:00-12:00 

●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 3日（火）・19日（木） 

◆5月 1日（火）・17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 8日（日）・5月 13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 28日（土）（5月 26日はかわごえ環境ネ

ット総会と重複のため中止です） 

	 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 

◆4月 21日（土）9:00-15:00 

	 天候悪く中止した3月17日の代替として実施。

西文化会館横のコンビニ前 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。 

●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 24日までにご連絡を） 

☞2012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 27日（金）10:40-12:10 

場所：川越キャンパス 1号館 2階 1204教室（川

越市鯨井 2100），人数：10名程度，参加費：無

料，雨天決行（学生と一緒に行動します。終了

後は学食で食事できます。） 

 
大越記念庭園南側交差点近くにある 

満開のウワミズザクラ（2011年 4月 25日撮影） 

●(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） 
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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） 

◆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。 

◆5月 13日（日） 

	 10日からバードウイークです。鳥たちの子孫

を残すために一番大事な子育てを守る行事です。

伊佐沼で繁殖するカイツブリ、オオヨシキリ、

バンなどを観察します。また空にコアジサシ、

コチドリがペアで鳴きながら飛びまわり、良い

季節になったのを知らせてくれます。

広報委員会からのおしらせ
●「かわごえ環境ネット」にご入会ください 

	 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。新年度にかわごえ環境ネ

ットの仲間になりませんか。 

	 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円です。 

	 会員になることで、本誌の送付などのサービ

スが受けられます。また、さまざまな環境活動

に参加することができ、社会での活動の場が広

がります。 

	 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をご覧ください。 

          http://kawagoekankyo.net 

●本誌もインターネットにもご投稿ください 

	 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。 

	 2012 年 5 月号（No.067，4 月下旬〜5 月上旬

発行予定）の掲載原稿は、4月 14日（土）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。 

	 また、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 

●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会員への

周知が可能でとても便利です。ぜひご活用くだ

さい。     http://kawagoekankyo.net/news 

●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 にユーザー登録してぜひフォローして

ください。         http://twitter.jp 

●連載「川越の自然」を始めます 

	 かわごえ環境ネット設立 10 周年記念事業出

版「川越の自然」から、旬の花と見られる場所

を紹介しようという企画を広報委員会で検討し

て、連載を開始する予定です。今月号は紙面に

余裕があるので、プレ記事として私がおすすめ

する 4月の花を紹介します。 

	 みなさんは、ソメイヨシノが 4月上旬（今年

は本誌発行のころ）に見ごろを迎えることを知

っていると思いますが、雑木林にはソメイヨシ

ノとは似ていない花を咲かせるサクラがありま

す。4 月下旬に花を咲かせるのがウワミズザク

ラ、その後すぐに花を咲かせるのがイヌザクラ
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です。コップのブラシのような形で集合花をつ

けるのが特徴で、新緑の葉の明るい緑と真っ白

な花のコントラストがとても美しく、雑木林で

見つけるととても感動します。 

	 「川越の自然」では、p.135に詳しく掲載され

ています。4 月中旬に開花するとありますが、

昨年は下旬の開花で、花期が短いために見ごろ

を予測するのが難しい花です。なお、花が咲い

た後から 6月ごろには、徐々に赤く色づく実が

楽しめます。もっとも、赤くなる前にほとんど

鳥に食べられてしまいます。秋には紅葉が楽し

めますが、ソメイヨシノやヤマザクラとは異な

り、黄色い葉となります。 

	 川越市内でも各所で見られるようですが、私

の勤めている東洋大学の雑木林にも、各所にけ

っこうな数のウワミズザクラがあります。昨年

は、4月 26日にキャンパスエコツアーを開催し

て、満開のウワミズザクラを楽しめましたが、

気象を勘案して昨年並みの開花を予想して、4

月 27 日（金）10:40-12:10 にキャンパスエコツ

アーを開催してウワミズザクラをみなさんにも

観察していただきたいと思います。詳しくは、

「会員・関係団体の主催行事」をご覧ください。 

（小瀬博之） 

 
交差点から見たウワミズザクラ（2011年 4月 26日） 

 
同時期に見られる「タラの芽」（2011年 4月 28日） 

●川越市の人事異動等 

▽人事異動―環境部副部長	 島田友行、産業廃

棄物指導課長	 荻田芳信、同副課長	 野口一郎、

環境部参事（資源循環推進課長）	 有山誠一、

同副課長	 水村啓治、環境施設課長	 小峰健治、

同副課長	 芹澤智	 東清掃センター所長	 新井

利明、環境衛生センター所長	 阿部英敏 

▽事務所の移動―今まで市役所 5階にあった産

業廃棄物指導課は、資源化センター内の収集管

理棟に移りました。また、つばさ館の 2階にあ

った資源循環推進課が 1階に移ります。 

●訂正 

	 本誌 2012年 3月号, No.065の 6ページ「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・武田侃蔵さん）におい

て、事実と異なる記述がありましたので、次の

通り訂正します。 

（誤）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。 

（正）この川の再生に向けて、川越市、狭山市、

入間市などの関係自治体や市民で「不老川生活

雑排水対策推進協議会」などを作り、官民あげ

ての努力で現在のきれいな川に再生しました。

今も市民で「不老川を守る会」を作り「川の再

生」に努めています。 

●編集後記 

	 遅かった桜もやっと満開を迎えました。川越

市の 3月 10日号の広報川越の表紙に、市内の桜

の名所が写真入で紹介されていました。まだま

だこんな所があるのにと思いました。新河岸川

でも、川越警察署近く、古市場の連光寺前、入

間川の平塚橋から落合橋右岸の公園など、良い

空気を吸いながらの花見はいかがでしょうか。 

◇毎年 4月 29日に、旭橋の船着場から 2隻の和

船で昔の舟運を偲ぶ行事が行われています。今

年は、主催の自治会の人手不足で、規模を縮め

て行う予定です。舟の修理、人手を補強して新

しく出来た養老橋の船着場までを夢に。（ｋ） 
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イベントカレンダー（4月 4日〜5月 26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 

4/4 
◆9:00広報委
員会 

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 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

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 
◆13:00理事会 

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 
◎9:00サイク
リング探訪 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

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 
◆9:00理事会 

4/26 4/27 
◎10:00みな
みかぜ作業日 
◎10:40川越
キャンパスエ

コツアー 

4/28 
◎10:00みな
みかぜ作業日 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/29 
昭和の日 

4/30 
振替休日 

5/1 
◎10:00みな
みかぜ作業日

◎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	 

◎10:00みな
みかぜ作業日 

5/5 
こどもの日	 

◎10:00みな
みかぜ作業日 

5/6 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

5/7 5/8 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

5/9 
◆9:00広報委
員会 

5/10 5/11 
◎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 

5/12 
◎10:00みな
みかぜ例会 

5/13 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

5/14 
○本誌 6月号
原稿提出締切 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 植物調査 

5/15 
◎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 

5/16 5/17 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/18 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

5/19 
★9:30新緑の雑
木林自然観察会 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

5/20 5/21 5/22 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

5/23 5/24 5/25 
◎10:00みな
みかぜ作業日 

5/26 
◎10:00みな
みかぜ作業日 
●10:00総会 
●12:00懇親会 
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