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【巻頭言】6月は「環境月間」、みんなが一つでも「環境改善」の努力をしましょう！

 
環境月間・環境の日ポスター（©環境省） 

 
環境啓発展の会場となる環境プラザ「つばさ館」 

	 40 年前の 1972 年 6 月 5 日からストックホルムで開かれた「国連人間環境会

議」を記念して「世界環境デー」が制定されました。日本でも翌年から 1990

年まで、6 月 5 日を初日とする「環境週間」が行われ、環境への啓発活動を行

いましたが、1991年からは、6月の 1か月間を「環境月間」としていっそうの

啓発に努めました。 

	 1993（平成 5）年制定の環境基本法で 6月 5日を「環境の日」と定めました。

その目的は、事業者及び国民の間に、広く環境の保全についての関心と理解を

深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めることと

なっています。 

	 5 月の連休に起きた関東東北部の竜巻被害をはじめとして、近年の集中豪雨

や夏の高温などの異常気象で、「環境破壊」の影響を身近に感じられています。

利根川からの水道水で断水騒ぎもありました。まわりの植物や動物の生態にも

変化が見られ、「生物多様性」についての関心も高まっています。このような身

近な環境の変化に、人類の将来への「警鐘」だと感じる人が多くなっています。 

	 このままでは大変だと、ことの重大さを知りながらも、何から手をつければ

よいのか、我々のささやかな「環境改善」への小さな努力が報われないのでは

との「無力感」すら感じられるこのごろです。「環境月間」を機に、明日への希

望が湧くような取組をしたいものです。未来をになう小中学生の「環境ポスタ

ー展」と併催して、初めての環境啓発展が 6月 16・17日につばさ館で開かれま

す。この機会に、かわごえ環境ネット主催のこの啓発展が、環境先進市川越の

飛躍のきっかけになることを期待しています。 

かわごえ環境ネット理事・環境啓発展企画担当	 武田侃蔵 
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水沢精（あきら）さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（44）
	 水沢精さんのお住まいは笠幡。 近かすみ野と地域名

が変わった所でした。近くのジョナサンの駐車場で出会

ったときに、どこかでお会いしている。と感じたら「あ

なたでしたか。」の笑顔でお会いできました。私が、昨年

の夏に、公民館講座の講師案内人で、水沢さんが「参加

者になっていました。」これが会話の始まりでした。席に

つき 初にお聴きしたのが、「環境ネットの会員は、いつ

からですか」「環境ネットの発会式があった時に出席して

います。」「今年が10周年ですから10年会員ですね。」「市

民会館での参加者の多さは、環境に関心のある方が川越

には大勢いると思いました。」「 初は、自然環境部会で、

湧水調査に参加していましたが、仕事を変えたころから

は、参加が遠のきました。」「 近は、ほとんど参加がで

きなくなりました。」「お生まれはどちらなのですか。」「父

が仕事で台湾に赴任していたので、生まれは台湾でした。」

「環境に興味を持ったのは、どのような関係からですか。」

大学で専攻したのが化学工学、水、空気と環境などを含

んだ装置でした。」「就職は小さな会社でしたが、環境装

置を作る会社で、市場は1兆円産業と言われました。」「昭

和60年代は様々会社が参入して、今思うと公害を出しな

がら製作していたと感じています。」「競争に負けての会

社解散。」「転社を余儀なくされましたが、防災関係の会

社に替り、火災報知器、消防機器等、ビル建築があれば

備えなくてはならない設備の製造に携わりました。」 

 
自然エネルギーの熱交換利用が、エコ生活と語ってくれました 

	 「笠幡に住まいを構えたのが 38年前。14年前頃から

環境良化の気持ちが強くなり、当時では高額な太陽光発

電を設置しました。」「 高出力 3.2kW で補助金が、1/2

出たので約 200万円の買い物になりました。」「家族 2人

の生活では余る発電で、売電も少しできていました。」「で

も、3.2kWの出力は、春の晴天での 大時であって、普

通は 2.2 キロワットぐらいですね。」「天気がよければ、

夏のクーラーをつけても余る状態です。」「CO2などの排

出ガスを出さない生活ができて、エコロジーの気分を味

わっていました。」「その頃、環境ネットの活動に加わっ

ていましたが、どなたに聞いても太陽光発電にした方は

いませんでした。」「環境に関心ある方たちの集まりなの

に意外に感じました。」「それと、ソーラー温水機を屋根

に付けてからは、快晴の夏日には、60度以上のお湯にな

り、ガス代が大幅に節約できました。」「20年も使ってい

たので、収熱板に穴があき2年前に取り換えました。」太

陽光を使ったエコ生活ができていると大きなうなづきが

出ました。「8年前に中古でしたが、車をプリウスに代替

えしました。」「電気で走るときもありCO2の排出が少な

く、夏は1Lで21kmも走る。」「環境にやさしい車なので

気分よく使っています。」「車の代替えで、400 万円の車

にするのなら 200万円にして、太陽光発電を屋根に付け

るべきと思います。」「節約を気にしないエコロジー生活

が送れます。」 

 
太陽光発電、温水器、プリウス、電動自転車、遮熱ガラスの家 

	 ここまで聞いて、「水沢さん、ご自宅を見せていただけ

ますか。」とお聴きすると、「いいですよ。ただ、今は家

の改築中なので外からなら構いません。」と席を立ち駐車

場に出ると、「近くなので自転車で来ました。」その自転

車は、電動補助自転車。「坂道が楽でいいですよ。充電も

太陽光ですから、気になりません。」感心がもう一つふえ

ました。ご自宅前に到着。太陽光発電パネルが、1 階の

屋根いっぱいに設置されている。脇にソーラー温水器が

ある。車庫には、プリウス。そして、乗っているのが電

動補助自転車。家の前のガラス戸が新しいサッシになっ

ていたので、お聴きすると「複層ガラス戸にしたんです。」

「遮熱、断熱にいいんですよ。」環境にいい商品を先駆け

て取り入れる、生活環境設備の家にしている。個人環境

活動の たるものと感じ入った訪問になりました。 

（2012年 5月取材	 副理事長・広報委員：金子晃） 
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かわごえ環境ネットの活動報告

「2012NEW環境展/2012地球温暖化防止展」を見学して

 
緑のカーテンの見本 

 
節電アイデアコーナー 

 
再生資源コーナー 

 
ごみの中から缶を磁石で選別 

 
リサイクル飼料で育つ子豚が 

 
無害を PRする簡易焼却炉 

 

	 環境月間を控えた 5月 22日から 25日まで、

東京有明のビッグサイトで「2012NEW 環境展

／2012地球温暖化防止展」が開かれました。か

わごえ環境ネット会員が 5月 23・24の両日にわ

たって 11人が参加して見学しました。 

	 今年は、東日本大震災の復興のためのリサイ

クル関係、福島第一原発事故による省エネルギ

ー分野の紹介など、595 社の参加で、東展示棟

の 1～6 ホールの全面がいっぱいに埋め尽くさ

れ、1 日ではとても回りきれない豊富な内容で

した。 

	 展示分野は、▽再資源化・廃棄物処理エリア

▽水・土壌・大気・環境改善エリア▽グリーン

プラザ&包装エリア▽震災対策コーナー▽関係

団体・学術機関・エコ製品エリア▽環境ソフト・

スケール・測定・分析・環境ソリューションエ

リア▽収集・運搬・搬送エリア▽サーマルエリ

ア▽NEW 環境展エリア環境ベンチャーコーナ

ー▽地球温暖化防止展エリア▽地球温暖化防止

展エリア環境ベンチャーコーナーの 12 アイテ

ムに分かれていました。 

	 様々なアイデアが具体的な形になって展示さ

れ、説明を聞くと「これがいいかな」と意見が

傾いてしまいます。生ごみの処理でも、堆肥化

で土に還元する方法と、ディスポーザーで粉砕

発酵させて水とガスに分ける方法など、自治体

ごとに分かれるのも問題ありではないかと、意

見交換しました。個人や NPOではとても手が出

ないところですが、温暖化対策のグリーン作戦

も、市民にとって経済的に活用できる方式を積

極的に選別して推薦できないか、市民の判断だ

けでは普及が進まないのではと心配されました。 

	 参加した人からの感想では、「環境産業展」で、

胸に下げる「入場者証」も 7種類に分かれて、

個人や NPO は選別されているような気もした

そうです。アイディアを競い合いながら、それ

をどう具体化して身近な環境活動に活かしてゆ

くのか、課題は山積です。 

	 川越市も、ごみ減量、生ごみ対策で、今回展

示されたいくつかの方式のどれがふさわしいと

考えているのか聞いてみたいと思いました。 

	 来年の環境展には、個人や NPOなどの非営利

団体でも参考になるコーナーを作るよう、アン

ケートで申し入れたが、行政側の参加者とも「協

働」で、川越市の環境改善につながるヒントを

得る機会にしたいと痛感しました。（武田侃蔵）
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会員からの報告

今福のヤマでの生き物の多様性

 
林の生き物たちの関係	 2012年

	 福原の雑木林を復活させたい願いから 7年前

に雑木林の伝統的な管理を実践してきました。6

0年以上前に萌芽更新させた林は 15年ほど前か

ら放置されてシノ竹の密生した雑木林に変貌し

て、人が入れないほどになっていました。 

	 下草を刈り、「くずはき」を行って、落ち葉は

たい肥として農家に使ってもらい循環型農業を

支援してきました。枯れた木は焼却し、モウソ

ウダケは切って食器などに使って、林を元の状

態にしてきました。下草刈をした翌年にはキン

ランをはじめ多くの植物が生長してきました。

現在は 70種類以上が観察されています。 

	 この雑木林で生態系の調査を始めたのが、オ

オタカの営巣を確認したことです。時折姿を見

かけたのですが、1 年間の観察の結果、巣を見

つけ子育てが行われていることがわかりました。

それを機会に植生だけでなく、野鳥や昆虫、両

生類などの調査を始めました。 

	 観察対象は雑木林の全ての生き物ですが、初

めから全てをわかることは不可能なので、でき

ることから始めました。まずは植生ですがこれ

までの蓄積があり比較的簡単でしたが、調べて

みると丘陵の性格を持っている植物が見つかり

ました。ジュウニヒトエ、フモトスミレ、アカ

ネスミレなどで埼玉県の RDB種も 10種類くら

いは見つかっています。	  

	 植物を食草とする昆虫類は蝶や蛾は林がなく

ては生息できない種が数種類見つかっています。

子育てや渡りに使っている野鳥も対象で調べま

したが、30種類を超える野鳥が見つかっていま

す。昆虫では今は少なくなったタマムシ、クワ

ガタ、セミではヒグラシなど自然に恵まれた環

境に生息する生き物たちが棲んでいます。 

	 乾燥した林なのに、ヒキガエルやヘビが見つ

かり驚かされます。 

	 何よりもオオタカの食痕が珍しくなく見つか

るのもこの林の特徴です。 

	 これまでの観察結果は理解ある地主の協力と

子どもたち、専門家の協力なくしては判明しな

かった観察結果です。これらをまとめた生態系

は図の通りです。 

	 今年は、この雑木林を大切に思う人々と埼玉

県のモニタリング調査実施することになりまし

た。「オオタカや絶滅危惧種が生息できる生態系

とはどのような環境なのか」、「雑木林で多くの

生き物たちとどのような関係を繋いでいるの

か」、を目標に観察を続けていきたいと思ってい

ます。 

	 その先に、雑木林の生き物多様性を考えた再

生が見えるのかもしれません。 

（個人会員	 過昌司） 
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地域・流域の話題

埼玉県の「夏の温暖化対策キャンペーン」

	 「夏のライフスタイルの実践」の埼玉県の取

り組みについて、5 月 8 日に県庁で関係者をあ

つめての説明会が開かれました。実施期間は平

成 24年 5月 1日から 10月 31日までで、「エコ

ライフ DAY・電気ダイエット」「ライフスタイ

ルキャンペーン」「クールアース・デー」「地球

にいいことグリーンチャレンジ事業」「アドバイ

ザー・アシスタント・応援団」等の諸事業を組

み合わせ、行政と推進員、事業者・団体との協

力で推進することになりました。 

	 また、別に開かれた市長村の環境担当者会議

では、エコライフ推進から「地域エコマネー導

入促進」「電気ダイエット」「こどもエコクラブ」

について、エコエネルギー推進担当からは「電

力自活住宅普及促進・市民共同発電」等への取

り組みが提案されました。 

	 かわごえ環境ネットでも取り組んでいる「エ

コライフ DAY2012 夏のキャンペーン」は 6月

1日から 9月 30日までを原則実施期間とし、①

小学校低学年②小学校高学年③中学校・高校・

一般用の 3種類のチェックシート（電気ダイエ

ット応募も併載）記入方式で行います。ペーパ

レス促進のために、ホームページからの参加が

期待されています。川越の公民館でも、窓口に

パソコンを置いて市民が IT 参加できるような

取り組みを進めたいものです。 （武田侃蔵） 

「新河岸川広域景観づくり懇談会」の発足と第 1回全体会議など開催
	 埼玉県の県土企画室の提案でスタートした

「新河岸川広域景観プロジェクト」活動も、5

年目を向かえた平成 24 年度から関係市民団体

の自主運営で進めることになり、その発足を兼

ねた第 1回全体会議が、5月 18日に埼玉県の川

越比企地域振興センター内の学習ルームで開か

れました。富士見市の NPOゆめつるせの小杉さ

んが引き続き代表を務めて事務局も担当し、「新

河岸川広域景観づくり懇談会」の規約を決定、

役員と事業計画を承認しました。 

	 養老橋に舟つき場ができたので、上流の川越

市の旭橋からの「カヤック下り」を 10月 13日

（土）、新河岸川景観サイクリングを 11 月 17

日（土）、11月 24日（土）に新河岸川広域清掃

デー、来年の 3月 24日（日）を桜まつり前の清

掃デーとする事業計画を決めました。 

	 午後からは、9月 22日（祝）に開かれる「第

2 回びん沼川環境まつり」の打ち合わせが行わ

れました。昨年の参加団体のほか「世界俳句協

会」などの新しいジャンルや、防災体験コーナ

ーの団体も加わり、幅広い祭りが予定されてい

ます。かわごえ環境ネットも当日の朝、昨年同

様、新河岸川放水路からびん沼川までの清掃を

分担し、祭り運営にも参加します。（武田侃蔵）

「西埼玉温暖化対策ネットワーク」第 1回総会で始動
	 川越市を中心に、10市（川越・所沢・狭山・

入間・飯能・坂戸・鶴ヶ島・日高・ふじみ野・

富士見）2 町（三芳・毛呂山）の埼玉県地球温

暖化防止活動推進員を中心とした環境関係の運

動に参加している人らで、広域的な連携を目指

した「西埼玉温暖化対策ネットワーク」が始動

しました。一咋年 12月に発足し、昨年 12月に

環境省の地域温暖化対策地域協議会 No.551 号

の認証を受け、2012年度から本格的に活動を始

める第 1回総会が 5月 20日に、川越市の埼玉県

川越比企地域振興センターの学習ルームで、午

前 10時から開かれました。代表にかわごえ環境

ネットの武田氏が就任、各地の代表が理事をつ

とめ、里川・ごみ・太陽光・温暖化対策・緑・

環境学習の 6分科会を中心に、広域的な横の連

携を強めた活動方針を決めました。 
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	 午後は、川越、飯能、狭山、入間、ふじみ野

の各市代表からの活動発表がありました。 

	 川越からは、かわごえ環境ネットの武田氏が、

昨年と今年のかわごえ環境フォーラムを中心に、

行政と市民・民間団体との「協働」についての

盛り上げ方の実践報告がありました。市民への

啓発と活動参加を促すための広報の努力などが

紹介されました。行政主導か NPOへの独立か、

「協働」で試行錯誤しながらも前進するかの問

題提起もありました。 

	 続く飯能市は、環境市民会議が行政と協力し

ながらの実践例を報告しました。入間市は「環

境まちづくり市民会議」が作られ、400 人を超

す会員がいますが、月 1回のまち美化活動、加

治丘陵を中心とした緑の活動などが紹介されま

した。6月の環境月間には産業文化センターで、

放射能問題講演会や一般の環境活動展示などを

行うことになっています。 

	 狭山市では、行政との協働で作った狭山環境

ネットワークを NPOに衣替えして 5年、狭山市

からの環境プラザの運営、エコライフ DAY の

啓発などの市からの受託事業の状況が紹介され

ました。行政との良好な関係をこれからどう維

持してゆくか、関心を集めました。 

	 後にふじみ野市から、緑と花、リサイクル、

まち美化、環境学習などの分野ごとに行政と協

働で活動し、秋の環境フェアでまとまる形で進

められている状況が話されました。「顔の見える

交流」のよさが強調されました。 

	 広く市民との協力を得なければならない環境

活動は、行政との「協働」が欠かせませんが、

その実践のバランスが課題のようです。 

また、6 つの分科会で、専門的な掘りさげた

活動をとおして広域的な連携を強める努力が強

調されました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 （武田侃蔵） 

 

川越市からのおしらせ

小型家電の拠点回収を実施します 資源循環推進課

	 使用済みの小型家電等には金や銀などの貴金

属やレアメタルなどの希少金属が含まれており、

資源の有効利用の観点からこれらの回収、リサ

イクルは大変重要なことです。また、拠点回収

は、集積所からの持ち去りを防ぎ、一層の有効

利用に寄与することができます。皆様のご協力

をお願いします。 

回収日程・場所…各会場とも午前 9時～正午ま

でにお持込ください。 

南古谷公民館：7月 8日、9月 9日、11月 11日、

1月 13日、3月 10日 

古谷公民館：6月 10日、8月 12日、10月 14日、

12月 9日、2月 10日 

市立診療所跡地、高階土地区画整理事務所、西

清掃センター跡地：6月 10日、7月 8日、8月 1

2日、9月 9日、10月 14日、11月 11日、12月

9日、1月 13日、2月 10日、3月 10日 

＊環境プラザ（つばさ館）では常時（祝日を除

く。午前 9時～午後 4時まで）回収を実施して

います。対象品目など詳細については、市ホー

ムページをご覧になるか、資源循環推進課（04

9-239-6267）までお問い合わせください。

総会報告・専門委員会からの報告

総会

	 5月 26日（土）10:00-11:35に 2012年度総会

が開催され、出席 37名、委任 81名により総会

が成立し菅野仲夫議長の進行により議事が進め

られました。 

	 5 つのすべての議案について承認されました。 

	 今期は役員改選があり、理事 13 名、監事 2

名が決定しました。また、理事長・副理事長を

理事の互選により選出し、総会で承認されまし
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た。新しい役員は次のとおりです。 

理事長  小瀬博之 ［個人、再任］ 

副理事長 金子晃 

［民間団体（川越 巨樹・古木の会）、理事再任・

副理事長新任］ 

副理事長 横山三枝子 

［民間団体（福原ファームクラブ）、再任］ 

理事   安藤裕貴 ［個人、新任］ 

理事   菊地三生 ［個人、新任］ 

理事   小山弘  ［個人、新任］ 

理事   過昌司  ［個人、新任］ 

理事   原嶋昇治 ［個人、再任］ 

理事   村上正明 ［個人、再任］ 

理事   武田侃蔵 

［民間団体（クリーン&ハートフル川越）、再任］ 

理事   本間幸治 

［民間団体（川越市自治会連合会）、新任］ 

理事   石川一男 

［事業者（川越環境保全連絡協議会）、再任］ 

理事   奥富政幸 ［行政（川越市）、再任］ 

監事   佐野康子 ［個人、再任］ 

監事   鎌田政稔  

［民間団体（川越ワイズメンズクラブ）、再任］ 

	 なお、総会終了後に懇親会を開催し、20名以

上が参加し、会員の相互交流の場となりました。 

（小瀬博之）

 
総会の様子 

 
懇親会の様子

社会環境部会

	 5月の例会は、11日（金）福田ビル 3階会議

室にて、8名の出席者にて開催しました。 

	 総会には、極力、出席するようお願いしまし

た。当日の書記、受付等の分担を決めました。 

	 6月16日、17日の環境月間啓発展については、

環境政策課、資源循環推進課と共同で展示し、

本会の活動をはじめ、環境家計簿、エコライフ、

緑のカーテン、エコドライブ、生ごみの資源化

等パネル展示することにしました。当日は、市

の担当者との交流も考え全員が参加することに

しました。 

	 そのほか、ビッグサイトで開催の環境展や所

沢市の環境啓発展（19日（火）10時市役所ロビ

ー集合）を見学することにしました。 

	 行動計画で決めたテーマについての活動報告

や意見交換を毎月部会で行っています。 

	 川の国応援団への加盟は、理事会の意向をふ

まえ本会の登録団体として活動することとして

検討を進めています。 

	 昨年も行った霞ヶ関西小学校・5 年生を対象

にした総合学習講座の川遊び支援は、6 月 7 日

（木）10時現地集合で、自然環境部会と一緒に

実施することにしました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇冶） 

自然環境部会

	 5月定例会は福田ビルにて 12名の参加で開催

されました。報告事項は以下の通りです。 

①池辺公園の活動	 5/1 に 8 人の参加。公園整

備課と新年度の管理・保全作業について担当者

との打ち合わせ。キツネノカミソリやアズマイ

チゲ、ハグロソウなどの RD があり、保全・育
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成のための除草など検討。 

②かすみ湧水掘の保全活動	 4/30・5/7に 6名の

参加。ビオトープ池に上部ゴルフ場から大量の

バンカー砂が流入し、その浚渫を市とゴルフ場

が行うことになり、生息している魚類や貝類の

保護活動をした。 

③「（仮称）川越市森林公園」計画地の活動	 5

/7にキンラン・ギンランの調査。 

④ 環境月間啓発展	 実行委員会の報告 

	 話し合い事項は 11月に予定されている「飯能

林業体験ツアー」について。貸切バスを利用し

天覧山～飯能・西武の森を巡るコースで、間伐、

谷津田再生地の見学などが主な内容。日程を 11

/7か 11/8にし、内容はさらに検討していくこと

になりました。 

（自然環境部会代表	 賀登環） 

おしらせ

6月環境月間「環境啓発展」を 6月 16・17日につばさ館で開催
	 6月の「環境月間」にあわせ、市制施行 90周

年記念事業として環境啓発展が 6月 16（土）・1

7（日）日 9:00-16:30につばさ館で行われます。 

	 市内小中学生の「環境ポスター展」が 2階ロ

ビーで開かれ、入賞作品 62枚が展示されます。

あわせて環境部の各課の事業紹介のほか、下水

道の雨水対策、かわごえ環境ネットと環境推進

員の活動報告などがパネル展示で紹介されます。 

	 かわごえ環境ネット会員有志で「川越の環境

90年の歩み」をまとめます。川越は、下水道は

水道よりも早く作りましたが処理場は後でした。

新河岸川の流れはどうなったでしょうか？	 50

年前の家庭ごみ集め方はどうだったの？	 ごみ

箱があったのだよ。清掃工場はいつできたの？

	 ごみの分別はいつから？	 将来のために考え

ましょう。 

	 また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、その紹介も兼ねた展示と資源化セン

ターの見学も合わせて市民に親しまれる「環境

啓発展」となります。みなさまぜひ足をお運び

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）

＜会合＞ 

◆広報委員会（2012年 6月度） 

日時：6月 7日（木）9:00-10:00 

場所：環境プラザ（つばさ館）（川越市鯨井 782-3） 

◆環境月間「環境啓発展」実行委員会（第 3回） 

日時：6月 7日（木）10:00-12:00 

場所：環境プラザ（つばさ館） 

●社会環境部会（2012年 6月度） 

日時：6月 8日（金）13:00-15:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

●自然環境部会（2012年 6月度） 

日時：6月 8日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

	 両部会は、毎月第 2金曜日の 13:00-15:00, 15:0

0-17:00の連続開催です。次回は 7月 13日（会場

は川越市役所 7階 7Ｃ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 4回） 

日時：6月 21日（木）9:00-11:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会（2012年

度第 1回） 

日時：6月 21日（木）11:00-12:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

＜自然環境の調査・保全活動＞ 

★池辺公園定例活動 

日時：6月 5日（火）、7月 3日（火） 

9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 
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問い合わせ：大辻（049-231-1510） 

	 毎月第 1火曜日に開催。 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保

全活動 

日時：6月 11・25日（月）、7月 9・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。 

★社寺林の観察会 

日時：6月 23日（土）9:30-12:30  

対象：一般、定員：先着 30人、経費：100円 

申し込み：6 月 5 日（火）9:00 より電話でかわ

ごえ環境ネット事務局（環境政策課）（集合場所

等の詳細は案内状を送付） 

	 喜多院、中院で樹木の観察会

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 

◆6月 9日（土）10:00からの作業 

枝豆の植え付け等 

◆7月 14日（土）16:00からの作業 

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 
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 

●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 

◆6月 11日（月）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。 

	 そろそろ梅雨入りの中で、カエルやトンボを

観察しましょう。野草の解説は太田先生です。 

◆7月 16日（月）公園と考える会共催 

	 公園南口 9:50 集合、15:00 過ぎ終了解散。参

加費無料、入園料要。昼食持参、雨天決行。 

	 樹液に集まる国蝶のオオムラサキやカブトム

シ、またヤマユリの花を楽しみましょう。講師

は日本野鳥の会幹事の大塚豊さんです。 

●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） 

◆6月 5日（火）・21日（木） 

◆7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） 

◆6月 10日（日）・7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） 

◆6月 23日（土）・7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。 
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●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：社会福祉法人健友会みなみかぜ	 

後藤・田崎（Tel.049-234-1200） 

※生物多様性有機農法として地域に発信してい

ます。生きものを活かした農業技術のためにも

“田んぼの生きもの調査”の活動もしています。 

※地域の子育て世代親子、シニア層の会員が毎

週火・金・土曜日（午前中）に共同活動として

農作業・食と農に関する活動、生きもの調査等

を、意見を出し合い行っています。 

	 以下のように、イベント的活動もあります。

ぜひ会員になりご参加ください。 

※活動には、誰でもいつでも参加できます。参

加費はお問い合わせください。 

下記の共通項目 

場所：みなみかぜ地域交流センター及び隣接田

んぼ（川越市吉田 204-2） 

服装:汚れてもよい服、タオル、帽子、飲み物。 

自由-着替え・雨具・長靴（裸足 OK）。 

☞田植え 

◆6月 9日（土）9:00-13:00	 小雨決行 

	 秋の実りに向かって GO!、カエル・ドジョウ・

ヤゴ…が待っています! 

参加費:200円（小学生以上）昼食時の豚汁費用

（昼食は各自持参を） 

会員外は他に保険料等 1家族 200円、会員はなし 

☞田んぼの生きもの調査 

◆6月 30日（土）8:30-12:30 

	 人の暮らしと一緒に共生してきた微生物から

植物・魚・鳥まで多種多様な生きものが発見で

きるでしょう! 

参加費:会員-なし、会員外-保険料等 1家族 200円 

☞案山子作り&夕涼み会 

7月 28日（土）15:00-19:00 

	 夏休みも開始。秋の実りに田んぼの神様-案山

子をつくり、田んぼに立て、みんなで夕涼みが

てら、楽しみながら手作り夕飯を! 

参加費:300 円（小学生以上）、会員外-他に保険

料等 1家族 200円 

●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, 6月 20日までにご連絡を） 

☞2012年度第 3回川越キャンパスエコツアー 

◆6月22日（金）10:40-12:10「ハグロトンボなどの観察」 

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 80名ほどと一緒に行動しま

す。終了後は学食で食事できます。） 

●(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） 

◆6月 10日（日） 

	 今年もかわいい雛を連れたカルガモの親子が

見られるでしょう。コアジサシは軽やかに飛翔

し、オオヨシキリは葦のてっぺんでさえずりま

す。 

◆7月 8日（日） 

	 今月末には花を咲かせるハスは大きく育って

います。アシ、マコモなどの水辺の植物も茂り、

昆虫、魚、鳥の生活に大切な餌や巣の場所を提

供しています。新しくできた橋の上から観察し

ます。
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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。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。 

	 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 7 月号（No.069，6 月下旬〜7 月上旬

発行予定）の掲載原稿は、6月 14日（木）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 

●専門委員会委員の紹介 

	 本会は会則第 10条に基づき、各会員の主体的

活動を促進するための専門委員会を設置してい

ます。現在、次の委員会（部会）が活動してい

ます。部会は会員であればどなたでも参加でき

る組織です。ぜひご出席ください。 

広報委員会 

委員長 武田侃蔵、委員 井口吉三郎・市川衛 

・上原ウメ子・金子晃・菊地三生・小瀬博之・

渡辺利衛 

社会環境部会 

代表 原嶋昇治 

副代表 宮澤宏次 

会計 井口吉三郎 

自然環境部会 

代表 賀登環 

副代表 菅野仲夫 

会計 過昌司 

かわごえアジェンダ 21推進委員会 

委員長 小瀬博之 

委員 大辻晃夫・武田侃蔵・原嶋昇治・宮澤宏

次・村上正明・横山三枝子・渡辺利衛 

「川越の自然」編集委員会 

委員長 横山三枝子 

副委員長・会計 賀登環 

委員 大辻晃夫・菅野仲夫・谷村徹・稗島英憲・

宮澤宏次・山中和郎 

●編集後記	 毎月１日に、全県民に配られる「彩

の国だより」６月号は、狭山茶の安全 PR、続い

て「みどりと川の再生」「STOP！温暖化」と環境

月間にふさわしい特集が並びました。続く４～

５ページは「６月は食育月間」の紹介があり、

下の欄には「自転車で仲間づくり」と「ノーレ

ジ袋デー」が載っていました。５月末には、佐

渡の「トキ」が 38 年ぶりに巣立ちました。農薬

を減らし、自然の摂理を活かした環境回復への

住民の努力が報われた結果でした。食と環境、

もっと関心を深めてゆきたいものです。（kT）
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イベントカレンダー（6月 1日〜7月 28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 

6/1 6/2 

6/3 
★川の一斉水

質調査 

6/4 6/5 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/6 6/7 
◆9:00広報委
員会 
◆10:00環境啓
発展実行委員会 

6/8 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

6/9 
◎9:00田植え 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 

6/10 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

6/11 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 植物調査 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

6/12 6/13 6/14 
○本誌 7月号
原稿提出締切 
 

6/15 6/16 
★9:00-16:30環
境月間啓発展 
（小中学生の

環境ポスター

展併催） 

6/17 
★9:00-16:30環
境月間啓発展 
（小中学生の

環境ポスター

展併催） 

6/18 6/19 6/20 6/21 
◆9:00理事会 
◆11:00かわご
えアジェンダ 2
1推進委員会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/22 
◎10:40川越キャ
ンパスエコツアー 

6/23 
★9:30社寺林
の観察会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/24 6/25 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 保全活動 

6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 
◎8:30田んぼ
の生きもの調

査 

7/1 7/2 
 

7/3 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/4 7/5 7/6 7/7 
 

7/8 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

7/9 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 植物調査 

7/10 7/11 7/12 7/13 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

7/14 
○本誌 8月号
原稿提出締切 
◎16:00おいしく
楽しく農業体験 

7/15 7/16 
海の日	 

◎9:50武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

7/17 7/18 7/19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/20 7/21 
 

7/22 7/23 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 保全活動 

7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 
◎15:00案山子
作り&夕涼み会 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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