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【巻頭言】環境への取組の「見える化」で情報共有を

 
かわごえ環境ネット原嶋様から 

提供いただいたゴーヤによる緑のカーテン 
（7月 2日現在 35日目で草高 240cm） 

 
リュウキュウアサガオを用いた緑のカーテン 
（7月 2日現在 35日目で草高 365cm） 

	 このたび、引き続き理事長を務めることになりました。か

わごえ環境ネットが設立されたのは 2000年 8月 5日。まもな

く 12 年になりますが、2004 年から 4 期 8 年間理事長を務め

てきました。すでにお知らせの通り、理事会もかなりメンバ

ーが変わり、私も新任の気持ちで任務にあたりたいと思いま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

	 さて、私は東洋大学総合情報学部に異動してから 4年目と

なり、新たな取組をいろいろと始めています。大学近隣の地

域活性化に資する取組「川鶴・霞北地域活性化プロジェクト」

や川鶴団地における ICT（情報通信システム）を活用したコ

ミュニティの活性化、キャンパス内のエコキャンパスプロジ

ェクト「エコポイント制度」、そして、写真にもあります川越

キャンパス 7号館「緑のカーテンプロジェクト」です。 

	 実は、長年屋上緑化についての研究を進めて参りましたが、

壁面緑化の一つである「緑のカーテン」（つる植物によるネッ

トを用いた緑化）については、研究として取り組むには新規

性がないと考えてあまり積極的ではありませんでした。しか

し、これに取り組んでいるとさまざまな方から声をかけられ

て、絶大なコミュニケーション効果があることがわかりまし

た。さまざまな取組をすすめる中で、経過を含めて取組を「見

える化」して情報共有することが大切であると改めて感じて

います。 かわごえ環境ネット理事長・広報担当	 小瀬博之 
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阿部智明さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（45）
	 阿部さんに訪問伺いのお電話をすると「私は、ふじみ

野市に住んでいます。」でもかわごえ環境ネットの個人会

員なっていますよね。とお聴きすると「職場が川越市な

ので会員になりました。」個人会員の職場訪問は、初めて

になります。よろしかったら、職場にお伺いしてもいい

ですか。「そうですね。・・・何時ごろにおいでになりま

すか。」できれば明日、いかがでしようか。「午後 1 時な

らいいかもしれません。」「お客様がおられたら。少しお

待ちいただきますが・・・」あまり長いと別の日時にし

ますが・・・「そんなに長くは、お待たせしないと思いま

す。」このような経緯で、仕事先の地図を聞き訪ねたのが、

市街地にある丸広百貨店の裏通り。隣ビルにある阿部鍼

灸院でした。 

	 門があるマンション入り口から 2 階に上がりドアーを

開けると白衣に包まれた、笑顔の阿部智明さんがお迎え

してくれました。名刺交換で肩書を見ると阿部鍼灸院、

院長となっていました。一人の女性がおられたので、目

顔でお聴きしようとすると阿部さんが、「受付をしている

家内ですと紹介されました。」ご夫婦での訪問取材も初め

てとなりました。最初にお聴きしたのは、 

ここで開業したのは、何時ごろからですかでした。「2年

ほど前からです。」以前は、市内の整形外科医院に 15 年

務めていました。」 

 
治療院の椅子にすわり静かに語ってくれました 

	 「大学で 4年、専門学校 3年で受験資格があり、試験

合格で鍼灸の資格が得られます。」「そして、実務経験を

積んでの鍼灸師となります。」環境活動をお聴きする前に

聞き始めたのが、鍼灸院に来られる方は、どのような方

が多いのですかでした。「私の治療院に来られる方は様々

ですが、ご高齢の方より、女性が比較的多いですね。」「肩

こり、冷え症、不眠、婦人科、不妊、気管支炎、ぜんそ

く、アレルギー等です。」「病気の手前、軽い病人といっ

てもいいのかな・・・」どの様な治療になるのですか。

「その人その人で対応するのですが、針、鍼灸、等を行

いますが、最近は肌の敏感な方が多く、細かな対応で治

療しています。」「はじめにリラックスをしてもらう話し

かけから始まります。」「東洋医学では、未病、病気にな

らない体づくりをします。」そうですか。ところで環境活

動のことについてお聴きしたいのですが、「そうですね、

どなたもやっている事と思いますが、家の方で緑のカー

テンにゴーヤと朝顔を育てています。」「木陰ができてい

い感じです。」これは、傍にいた奥さんからの話でした。 

 
蛍光灯の半消しだけでなく、カバーをつけている 

	 「二人の子どもを育てているので、子どもの世代に良

い環境を残しておきたいと思っています。」「夫婦での仕

事なので、環境活動といえるほどのことはしていません。」

次に、阿部さんが天井を見上げて、「昨年の東日本大震災

の時から、ここの治療院では、蛍光灯を半分消してみま

した。」「やや暗くなり、来院の方から苦言が出るかと思

いましたが、治療台の頭部になる位置なので、かえって

落ち着きの雰囲気になったようでした。」蛍光灯にカバー

をつけている。消すだけでなく見栄えをよくした環境を

つくっている。「電気代が 2割から 3割安くなりました。」

「助かった節電になりました。」「昼間と同じ明るさが大

切と思っていましたが、違っていました。落ち着いた雰

囲気が出て、これが普通になってきました。」かわごえ環

境ネットの広報は、お読みになりますか。「ひと通りは目

を通します。」「みなさんは、どのような活動をしている

のか。環境活動を聴くページは、興味があり読みます。」

「来院者用に本棚に置いてみましたが、手に取る方がい

ませんでした。地味な紙面なのかなとおもいます。」最後

にはっとするお話が聴けた訪問になりました。 

（2012年 6月取材	 副理事長・広報担当金子晃） 
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新理事の抱負（1）
	 5 月 26 日の総会で決定した理事 13 名のうち、新任は 5 名おります。原稿をいただいた方から

抱負を順次掲載していきます。

菊地三生	 理事 

	 2009 年 9 月 16 日に行われた「かわごえエコ

ツアー」に参加し、かわごえ環境ネットの存在

を知り会員になりました。早速川越まつりまち

美化クリーン活動に夫婦で参加、賑やかな祭り

を陰で支える大切さを知ることが出来ました。 

	 今後は先輩理事の方々に教わりながら、まち

美化と生物多様性の保全等を中心に活動を進め

て行きたいと存じますのでよろしくお願いいた

します。 

過昌司	 理事 

	 自分の意思で会員と理事会の架け橋になろう

とトキの巣立ちの気持ちでハードルを越えまし

た。経験は人を賢くさせてきましたが、好奇心

が刺激されると、年齢を重ねても成長の伸び代

はありそうです。一生の限られた経験を会の体

験で広げてもらい楽しく活動できるように努力

をしたいと思っています。

かわごえ環境ネットからの報告

新緑の雑木林観察会	 報告 自然環境部会

 
林床のかわいい植物を撮影 

 
ヒノキとサワラのちがいを見る 

 
クチナシグサ	 	 花も実も

日時：5月 19日（土）9:30-12:30 

場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 

参加者：14名、スタッフ 4名講師：稗島英憲 

（(財)埼玉県生態系保護協会会員） 

	 新緑に日差しが降り注ぎ、心地よい森林ウォ

ークとなりました。4 月初めごろはまだ、梢だ

けの樹木が多く茶色の世界でしたが、もうこの

時期には完全に緑の世界で、新緑がまばゆいほ

どでした。すでに花が終わったのがウワミズザ

クラ、コナラ、クヌギなど、咲いていたのがサ

ワフタギ、ガマズミ、エゴノキなど、もうすぐ

咲きそうなのがムラサキシキブ、ネジキなどで

す。樹木の花は 5月中には大体咲きそろい、リ

ョウブが 6月下旬ころから白い目立つ花を咲か

せて、後は緑一色の世界になります。ウグイス

カグラはもう赤い実をつけています。昨年はコ

ナラ、クヌギのドングリができませんでした。

今年もまだ花後に実を確認できていないのです

が、どうなのでしょう? 

	 草本では絶滅危惧種（RD）のクチナシグサが

花も実も観察できました。園路をロープで囲い、

立ち入りを制限しているためか、近年増えてき

ています。キンラン、ギンラン、イチヤクソウ

なども観察できました。アマチャヅルとヤブガ

ラシはそっくりで区別が難しいのですが、講師

から見分け方を教わり「これでアマチャヅル茶

を作ろうかしら。」という参加者の声がありまし

た。              （賀登環）
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ア マ チ ャ ヅ ル （ ウ リ 科 ）  ヤブガラシ（ブドウ科） 

	 写真の左と中がアマチャヅルで右がヤブガラシです。形はそっくりですが、アマチャヅルの葉

には真ん中の写真のように深緑の点々あります。さわるとちょっとざらっとした毛があります。

一方、ヤブガラシはつるっとしていて表も裏も毛はありません。花は全く違うので花期には見分

けは簡単です。

 

川の一斉水質調査

 
小畔川鎌取橋での採水の様子 

 
採水した水（左3つ小畔川、右3つ入間川） 

 
水質調査の様子 

 
水質調査の結果

	 6月 3日（日）午前に 19名が参加して川越市

内 29か所の水質調査を行いました。この取組は、

全国規模で毎年実施されている「身近な水環境

の一斉調査」に参加している NPO法人荒川流域

ネットワークと新河岸川流域水環境連絡会に協

力する形で実施しているもので、パックテスト

® を用いて COD などの水質項目、機器・器具

を用いて電気伝導度（EC）、透視度を測定して

います。 

	 当日はときどき小雨が降る中、各グループが
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分担して朝から採水をして、北公民館に試水を

持ち寄って水質調査を行いました。結果は地図

の通りで、昨年（本誌 2011年 7月号参照）より

もかなり水質は改善されています。 

	 実施前の降雨の影響が大きく、年度ごとの調

査の比較が難しいデータですが、同一時間帯で

の測定によって、場所ごとの水質の差異がよく

わかります。 

	 今後も活動を継続していきたいと考えており、

広く参加を呼びかけていきます。毎年 6 月第 1

日曜日に開催しています。来年はみなさまもぜ

ひご参加ください。     （小瀬博之） 

 

上戸小「わくわくタイム」自然学習プログラム支援の報告

 
アカマツを触って理解する 

 
キノコは子どもたちにはいつも人気 

 
糞の前で生態系の話 

	 6月 14日（木）の午後、東洋大学大越記念庭

園において、上戸小4年生の76名が総合学習「わ

くわくタイム」の一コマとして観察会を行いま

した。本会から稗島、賀登、大久保、小瀬、横

山の 5名と東洋大学の学生 1名が協力者として

参加しました。 

	 昨年は秋の開催で「自然に触れて、自然を感

じる」をテーマに行いましたが、今回は学習計

画のテーマ決めに関わる観察会の予定でした。

が、自然に触れると予定通りには行かず、庭園

の中を楽しそうに動き回り、キノコを見つけて

名前を聞いたり、コクワガタのカップルを触っ

てみたりと幸せな時間を過ごしたようでした。 

	 今回グッドタイミングでイチョウの実の食べ

残しの上に大きな糞（タヌキ?）がありました。

周りはダンゴムシや小さな虫たちが蠢き、食物

連鎖の一部分を目の当たりにすることができま

した。移動時間があるため実質の時間は 1時間

でしたが協力する会員も楽しい時間を過ごせま

した。 

	 現在、高階北小、上戸小、霞ヶ関西中などに

協力活動をしています。学習活動のお手伝いが

できますので、希望の学校がありましたらご相

談下さい。 

なお、今回の写真も東洋大学学院生の小宮山

翔君が撮影しました。   （横山三枝子） 

 

環境月間「環境啓発展」を開催

はじめての環境啓発展 

	 川越市制 90周年記念事業として環境月間・環

境啓発展」が、市の環境啓発施設つばさ館で 6

月 16・17の両日にわたって開かれました。6月

の環境月間には、市内小中学校生の「環境ポス

ター展」が以前から開かれていました。入選の

小中学生や友達に親などが見に来る機会に、市

の環境行政やかわごえ環境ネットの活動紹介の

コーナーを設けた「環境啓発展」を開いてはど

うかとの企画が提案され、 初の啓発展がかわ

ごえ環境ネット主催で開かれました。 

	 つばさ館 2階の展示コーナーに環境ポスター

の入選作を展示し、1 部屋で行政の環境関係の

展示、もう 1部屋でかわごえ環境ネットの社会

環境部会の活動展示がありました。 

多彩な環境ポスター展 

	 市内小学校の 2年から 6年生までの 342点か

ら入選の 41 点、中学生の 75 点からの入選 21

点の合計 62点が掲示されました。昨年の東日本

大震災や原発被害によるエネルギーや自然への



月刊 かわごえ環境ネット	 2012年 7月号	 No.069 

- 6 - 

問題意識が高まった事情が、作品に反映されて

いました。 

	 小学生の特賞は、「見直そう環境	 手も足も出

せなくなる	 その前に」と、だるまさんに見立

てた地球の姿が書かれていました。中学生の特

賞は、「地球の未来守ろう」と、手書きとは思え

ない見事なデザインで地球の姿を図案化しまし

た。足元のポイ捨てごみ拾いから地球までと、

関心の広さが見られました。 

環境 90年史などの展示 

	 ポスター展の横の壁には、大正 11年の市制施

行前後からの環境関係の事績が書きこまれてい

ました。かわごえ環境ネット会員有志による調

査をまとめたものでした。川越は下水道計画が

すでに検討され、昭和のはじめに工事がスター

トしました。上水道は、井戸水が豊富で、昭和

30 年代になってやっと普及したこと、昭和 33

年に 初にできたごみ焼却炉は、日量 18トン、

現在の20分の1で、時代の変化が伺われました。

今後、この年表を補完し、幅広い環境問題の歴

史がわかる資料にまとめたいものと思いました。 

	 併設された 2室で、川越市の環境行政の事業

紹介のパネル展示がありました。緑のカーテン

の地球温暖化対策やごみ減量、放射能汚染調査、

不法投棄の実態報告、下水道の雨水対策など、

これだけ各課の活動紹介が一同に集まったのは

はじめての試みでした。 

	 となりのかわごえ環境ネット社会環境部会は

環境家計簿や緑のカーテン、川の水質調査など

の活動が紹介されました。会員が育てたゴーヤ

の苗の 150鉢も、来場者に渡され喜ばれました。

	 来年は、今年の経験を活かし「協働」の実を

反映させた「環境啓発展」に知恵を集めたいと

決意を新たにしました。	 	 	 （武田侃蔵） 

 
川越市の展示 

 
かわごえ環境ネットの展示 

 
ゴーヤの配布が好評でした 

 
川越市の環境 90年史 

 
ポスター展小学生の優秀作品 

 
ポスター展中学生の優秀作品 

 

所沢市の環境展を見学

6月 19日、所沢市の環境展にかわごえ環境ネッ

トメンバー5 名で参加しました。所沢市役所は

西武線、航空公園駅から比較的近いところにあ

り、特に 1階ホールはたいへんに広く、展示ス

ペースは中央に設置され、見学しやすいように

感じました。  

例 1、展示方法も参考になるものがありました。

東北被災地の写真の下に、木材チップのサンプ

ル、その上にセシウム計測機を乗せてあり、手

に取って見ることができます（計測機は紐付き

でした）。 

例 2、生ごみ処理器の展示は、川越市資源化セ

ンターと同じく並べてあり、補助金の説明、ど

こで買うことができるか、お店の名前、住所、

電話番号など一覧表にして、そのコピーは自由

に持ち帰りできます（自宅に近いお店がわかる

サービス）。 

例 3、生ごみの水切りについて「お茶ひとしぼ

り大作戦」に協力ください、とお茶がら水絞り

袋による方法は、わかりやすく現物等を展示し 
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ホール展示会全体 

てあります。写真での説明、茶ガラ 77g→袋で

絞り 51g、26gの水減量化ができます。なお、生

ごみを新聞紙に包んで、かごに入れ収集日まで、

を PRしていました。 

	 緑のカーテンはゴーヤ、ヘチマ、アサガオを

パンフレットで PR していました。ゴーヤの種

配布 1人 1袋まで、自由に取ることができまし

た（一袋 7粒）。その他苗木の配布があり、ブル

ベリー、ドウダンツツジの 2種類でした。リサ

イクル品の展示販売はほぼ川越と同じで中古自

転車はやっていないとのこと。今回の見学会は

我々に参考になる内容が多かったと思います。 

（渡辺利衛） 

 

 
東北被災地と放射能測定 

 
生ごみ処理 

 
緑のカーテン 

 

クールスポット 100選 社会環境部会

 
名細の八幡神社（鳥居の右側に湧水池がある） 

	 昨年は福島第一原子力発電所の停止にともな

い、電力の供給不足が予測される中、節電への

取り組みが求められました。 

	 節電への取り組みの一つとして、埼玉県では

夏の電力需要の 大ピーク時に家庭から地域の

涼しいところへ移動することにより、家庭のエ

アコンの電気使用量を減らすことを目的として

「彩の国クールスポット 100選」を実施、県内

276 件が選定され、川越市からは 9 か所が選定

されましたので、折角選定され電力使用量の削

減に寄与した川越市内のクールスポットを再度

ご紹介いたします。 
①「（仮称）川越市森林公園」計画地（武蔵野ふれあい

の森） 
②烏頭坂横の熊野神社石段 
③仙波河岸史跡公園 
④川越仙波東照宮石段 
⑤蓮馨寺境内 
⑥名細の八幡神社湧水（写真） 
⑦名細の市民の森１号地	 鎌倉街道跡 
⑧武蔵野の赤松林が残る東洋大学大越庭園 
⑨伊佐沼公園 

今年の夏もお近くの涼しく過ごせるクールスポ

ットに出向き節電にご協力を。 （菊地三生） 
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エコドライブのすすめ 社会環境部会

エコドライブ推進協議会（http://www.ecodrive.jp/） 

	 梅雨の季節です。私の子供のころはシトシト

と小雨が続くのが梅雨でした。近年の梅雨は時

に激しく、水害の被害も出るようになりました。

これらの原因は地球温暖化が一番の原因と言わ

れています。温暖化を引き起こす CO2の垂れ流

しが原因であり、今なお、CO2 の削減は予定通

りにコントロールできていないのが現状です。 

北極の氷壁が溶け、海面上昇につながり、地球

上の均衡が崩れ、現状の地球温暖化、海面上昇、

生態系の変化、異常気象、集中豪雨、干ばつと

なって人類に警告しているのではないでしょう

か。CO2 の排出が進んでいるため温暖化が進ん

でいます。CO2 は温室効果を生み、熱を逃がさ

ないため地球の温暖化を促進させているのです。

地球の温暖化は身近な問題になって来ており、

さまざまな異常気象で地球に生きる我々に警告

をしているのではないでしょうか。 

	 海水面の上昇を始め、生態系にも悪い影響を

及ぼしています。ゆくゆくは、人類の生存にも

関わる深刻な問題だと捉えるべきと感じます。 

この CO2は、私たちの身近な、車の排出ガスに

多く含まれています。日本で排出する、全ての

CO2排出量のうち、運輸部門が 20%も占めてい

て、何とその中で私たちが利用している自家用

車がおよそ半分を占めているので、全体の 10%

近くを占めていることになります。私達が燃料

消費を 10%節約できれば、全体の 1%の CO2を

削減出来るわけです。 

	 日本は 2012年までに 6%の CO2を削減するこ

とを世界に約束しました。私たちがその 1%か

2%でも削減するよう努力が必要と感じます。 

	 そこで、ちょっとした運転の工夫で CO2の削

減ができる、地球に優しい車の利用方法がポイ

ントになります。それが我々のめざすエコドラ

イブです。エコドライブの基本は燃費の向上を

めざすことです。燃費とは一般的に燃料 1L で

車が何キロメートル走るかと言う事を表す単位

として使われます。例えば 1L で 10Km 走る車

は 1Lで 8Kmしか走らない車に比べ燃費がよい

ことになります。 

 
燃費について 

	 燃費を良くして、消費する燃料を減らし、排

出ガスの中に含まれるCO2を削減することがエ

コドライブの基本です。 

	 前振りが長くなりましたが、エコドライブに

関して、より多くの人の理解を得、実行してい

ただくことにより、CO2 を減らし、地球に優し

く、お財布にも優しく、安全運転にもつながる

事を実感していただければと思っております。 

	 私は 2010年度に、エコドライブ普及員養成教

習会を修了した一人です。まだまだエコドライ

ブが普及しているとは言えませんので、まずは

かわごえ環境ネット会員の方々から理解を深め

ていただききたいと思い、会報で何回かに分け

て、具体的にエコドライブの方法と体験談も含

めて掲載したいと考えております。 

	 教習会を修了した方々の、エコドライブに関

しての体験談や、いろいろな情報投稿をお願い

し、推進協力よろしくお願い致します。 

（エコドライブ担当	 井口吉三郎） 
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皆の目で川越のチョウを―調査へのご協力を― 自然環境部会

	 自然環境部会ではこれまで 2年間にわたり「川越のチョウ」

を移入種にしぼって観察をお願いしてきました。その結果は、

かわごえ環境フォーラムで報告し、報告書にも掲載してありま

す。しかし、観察者が少ないために川越市内の実態の把握でき

ませんでした。 

	 今回は、調査するチョウの種類を増やして、身近に見られる

チョウを中心に分かる種類を調査することになりました。モン

シロチョウ、アゲハチョウ、ツマグロヒョウモン、カラスアゲ

ハ、などチョウや幼虫、サナギを見つけましたら、ご一報くだ

さい。 

	 チョウの役割は、私たちの目を楽しませることではなく、チ

ョウは食草や環境によって生育する種類が異なり、また温暖化

の影響で北上しており環境指標となります。また生物の進化、

花との共生の結果として、生物多様性を構成しており不可欠の

存在です。 

	 今回はチョウに詳しい猪俣会員が同定や観察のコツをお教え

します。また、チョウ観察の手引きというべき「川越のチョウ」

を作成する計画もありますのでご期待ください。（過昌司） 

 
 

調査用紙 

月日 蝶名 観察された場所 いた場所の環境 蝶の行動 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
	 Excelファイルを本会ホームページ（http://kawagoekankyo.net/news）に掲載します。観察結果は環境政策課に FAX
（049-225-9800）かメール（kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp）でお願いします。
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会員からの報告

霞ヶ関西小学校川遊び支援

 
校長先生も状況視察に来られました 

	 6月 7日（木）の川遊びに先立ち、5月 18日

（金）に川についての勉強会を行いました。5

年生の 3クラス 80名余りが、一堂に会して床に

座って受講されました。水の循環、埼玉県の川、

川越市の川の状況、埼玉県の川の取り組み、南

小畔川の現状、川のごみが世界の海岸を汚す、

川遊びの注意事項等、熱心に視聴してくれまし

た。 

	 当日は午前 10時に学校から 20分ほどの南小

畔川、河南親水公園まで、3 人の担任の先生と

共に、徒歩で来られました。支援したのは地元

の山崎さん他、宮澤さんはじめ、自然環境部会

の賀登さん、大辻さん、菅野さんに支援してい

ただきました。到着後、注意事項を説明し、そ

の後、魚を採る者、虫を探す者、川遊びをした

り、岩場で遊ぶ者それぞれ勝手に、大はしゃぎ

して、遊び、中には下半身びしょぬれの子も多

数いました。これぞ川ガキといったところでし

た。1 時間あまり遊んだ後、賀登さん、大辻さ

んから採った魚の説明を聞き、その後、その魚

たちを放流して終了しました。こんな活動が続

けられるといいなと思いました。 

（川の国アドバイザー	 原嶋昇治） 

 

 
岩場での遊びは楽しそうでした 

 
小魚を取って楽しそうでした 

 
熱心に取った魚の説明を聞いていました 

 

地域・流域の話題

「いい川づくり」勉強会を 6月 23日に黒目川視察などで開催

 
東上線までの在来工法の川の姿 

 
両岸に分かれて多自然川を見学 

 
子どもらが中州を挟んで水遊び 

	 市民と行政が対話を重ねて、話題の「多自然

川づくり」の成功例として、平成 23年度土木学

会デザイン賞を受賞した「黒目川の川づくり」

の勉強会が、6月 23日に朝霞県土事務所近くの

現地視察から行われました。 

	 新河岸川との合流点から東上線の鉄橋までの
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改修方法と、市民との対話で実現した「多自然

川づくり」方法で進められた川の姿を、実地に

見学しました。午後は、近くの会場で多数の人

を集めて勉強会が開かれました。市野川の「蛇

行流保存」、柳瀬川の「河畔林保存」などの取り

組み、が報告され、「多自然川づくり」の提唱者

である島谷教授の講演もあり、活発な質疑応答

で盛り上がりました。市民が川についての知識

を深め、住民と連携して粘り強く行政と対話す

る「市民力」が大切なことを痛感させられまし

た。 

	 川越市内で、今回視察した黒目川のような「川

の再生」ができるようなところはと話し合いま

したが、小畔川の東上線鉄橋下流から資源化セ

ンター近くの流れが候補地として上がりました。

所管の荒川上流河川事務所と地元名細地区との

話し合いが待たれます。 

（武田侃蔵） 

 

「新河岸川流域川づくり連絡会」で関係河川の情報交換

	 6月 12日に朝霞市の産業文化センター研修室

で、新河岸川流域の市民団体代表が集まり、情

報交換しました。夏に向けて流域各河川で企画

された「川祭り」は次のとおりです。 

▽7月 14・15日落合川わくわく川掃除&川遊び

▽7月 21日東川・川まつり▽7月 22日不老川と

しとらず公園魚類調査▽7月 28日きよせ川まつ

り（柳瀬川）▽7月 29日「こどもとおとなの自

然塾（志木市内の柳瀬川）▽8 月 5 日①黒目川

わいわい川あそび②北山公園・北川わんぱく夏

まつり③不老川・大森調節池まつり「鳥になろ

う魚になろう」▽8月 26日黒目川・川まつり▽

10月 13日越戸川川まつり▽10月 28日白子川源

流まつり等が予定されています。詳しくは荒川

下流河川事務所調査課（03-3902-3220）まで。 

（武田侃蔵） 

 

「新河岸川広域景観づくり連絡会」「びん沼川環境まつり」などで会議

	 6月 26日、和光市の中央公民館で関係市民団

体代表が集まり、9 月 9 月 22 日の第 2 回「「び

ん沼川環境まちづくりフォーラム」の準備につ

いて協議し、あわせて「新河岸川広域景観づく

り連絡会」のカヤック乗り計画等の調整をしま

した。            （武田侃蔵） 

 

「五感による河川環境指標～川の好感度チェック」の説明会が川越で

	 埼玉県環境部水環境課主催の表記の会が、6

月 29日、川越市の川越地方庁舎大会議室で、県

下各地の団体代表が集まりました。「川の国埼

玉」の水環境を改善するために、環境部の水環

境課では「水すましクラブ」を、県土整備部の

水辺再生課では「水辺サポーター」制度を作り、

水質浄化やごみ拾いの環境浄化活動を推進して

きました。平成 24年度からは、両制度を統合し

て「川の応援団」として活動の一体化を図りま

した。これらの活発な活動が期待されますが、

その成果を県民にも理解してもらえる手段とし

て、毎回の活動ごとに「五感による簡単な感想」

を集めて成果を具体的に PR することになりま

した。河川浄化に取り組む団体の活用が望まれ

ます。 

（武田侃蔵） 

 

近隣市の環境活動＜狭山市＞

	 狭山市でも、6 月の環境月間啓発事業として、市

役所ロビーに、NPO法人さやま環境市民ネットワー

クの活動展示と合わせて、環境部の温暖化対策、ノ

ーレジ袋運動、アダプトプログラム、リサイクル活

動の紹介展示を、6月 14日から 29日まで、16日に

わたって行いました。       （武田侃蔵） 
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理事会報告・専門委員会からの報告

理事会

	 今年度第 3回理事会を、5月 31日（木）9:00

～10:00 に福田ビル 3 階会議室において開催し

ました。出席 11名、委任出席 2名。 

	 新メンバーでの初めての理事会でもあり、出

席者全員の自己紹介が行われた。 

	 前回の会議録の確認のあと、審議事項として

①環境月間 啓発展の準備と役割分担について

②かわごえ環境フォーラムを来年 2月 16日か 2

3 日（いずれも土曜日）に開催することで準備

に入ること③かわごえアジェンダ 21 推進委員

会の実行委員会を 7月に発足させることを審議

した。報告事項として①水の一斉水質調査につ

いて②各専門部会からの報告③理事の部会分担

等があった。      （理事	 菊地三生） 

社会環境部会

	 6月の例会は、8日（金）市役所 7C会議室に

おいて、11名の出席者で開催しました。 

	 総会で新理事が決まり、活気ある理事会にな

ると報告がありました。社会環境部会に菊池新

理事と安藤新理事が出席されました。 

過日、ビックサイトで行なわれた環境展には、6

名参加し、展示会での印象を伺いました。個人

で行くよりも有意義であったとの話がありまし

た。 

	 環境月間啓発展は、十分な準備期間もなく、

趣旨が徹底されず戸惑いがありました。来年度

は、会員全員参加で盛り上げたいとの意見があ

りました。 

	 社会環境部会の事業推進計画については、各

グループで情報交換を行い実行に移すことにし

ました。環境講演会、施設めぐりについては、1

9 日に北公民館で打合せを行うことにしました。

また、エコドライブについては、11月に教習会

を行うだけなく、年間を通しての啓発として、

月刊かわごえ環境ネットに、毎月エコドライブ

の効果事例を会員から投稿してもらい啓発を高

めていきたいとの意見がありました。 

そのほか、吾野のあじさい館で社会環境部の懇

親会を計画し具体化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

	 6月定例会は川越市役所 7C会議室にて 13名

の参加で開催されました。内容は次の通りです。 

① 仙波河岸史跡公園の植物調査とパトロール

（5/18）。池辺公園の活動はハグロソウ周辺の除

草とごみ片付け（6/5）。報告 

② 「（仮称）川越市森林公園」計画地の活動報

告	 5/14（月）植物調査参加者 11名 

	 初雁高校前の公有地の植生調査	 草本 50 種

ほどチェック。ホウチャクソウの群落や絶滅危

惧種のオドリコソウなど見つかる。 

③ 一般対象の観察会「新緑の雑木林観察会」

	 別に掲載の記事参照。 

④ 郭町浄水場南側市有地の水辺公園化につい

て・・・2003（平成 15）年にかわごえ環境ネッ

トが市に要望していた件が今年度、予算が付き

実現の運びとなった。公園整備課の担当者から

協力の要請を受けたとの報告。 

⑤ 魚類モニタリング調査の報告	 5/30鯨井資

源化センター付近湧水路の調査でクロメダカ、

カマツカなど 8種の魚類、スジエビなど水中生

物 6種。 

⑥ 川越市内のチョウの分布調査について 

	 今年で 3年目になる。かわごえ環境ネット会

員などに呼びかけて、市との協働推進にしたい。

詳細は後日提案。 

⑦ 高階北小学校自然学習支援	 6/5（火）3年
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生 120名	 「（仮称）川越市森林公園」計画地に

て	 かわごえ環境ネットで 5名対応 

（自然環境部会代表	 賀登環） 

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）

＜会合＞ 

◆広報委員会（2012年 7月度） 

日時：7月 4日（水）9:00-10:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

（川越市元町 1-3-1） 

●社会環境部会（2012年 7月度） 

日時：7月 13日（金）13:00-15:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

●自然環境部会（2012年 7月度） 

日時：7月 13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 8月 10日（会場

は川越市役所 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 5回） 

日時：7月 19日（木）9:00-11:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 1回） 

日時：7月 19日（木）11:00-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

＜自然環境の調査・保全活動＞ 

★池辺公園定例活動（毎月第 1火曜日） 

日時：7月 3日（火）、8月 7日（火） 

9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

問い合わせ：菅野（049-224-5622） 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保

全活動 

日時： 7月 9・30日（月）9:30-12:30 

（7月は 30日に変更、8月は休止） 

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

れ保全作業（7月は都合で第 5月曜日）。いずれ

も南文化会館（ジョイフル）9:30集合。 

★虫の調査 

日時： 7月 22日（日）9:00 

場所：9:00川越南文化会館（ジョイフル）集合 

（川越市今福 1295-2） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

「（仮称）川越市森林公園」計画地で昆虫の専門

家である内田正吉さんを講師に虫の調査を行い

ます。どなたでもぜひ参加ください。（予備日 7

月 23日（月）） 

★キツネノカミソリ観察会 

日時：8月 12日（日）9:30-12:30  

場所：池辺公園、市民の森第 8号 

定員：先着 30人、経費：100円 

申し込み：7 月 5 日（木）9:00 より電話でかわ

ごえ環境ネット事務局（環境政策課）（049-224-

5866） 

	 河畔林などに咲くオレンジ色の花の群生地を

訪ねます。

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 

◆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
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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。 

◆8月 19日（日）考える会主催 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所 10:20 集合、

15:00過ぎ終了解散、参加費 200円、入園料要、

昼食持参。雨天決行。 

	 ナガコガネグモやハエトリグモなど、クモの

観察をしましょう。講師は新井浩司先生です。 

◆8月 25日（土）公園と考える会の共催 

	 事前申し込み要。集合場所は南口、時間は 16

時。問い合わせは公園管理センターか当会まで。 

	 夕方から、園内のコオロギやクツワムシ等の

鳴き声や姿を、講師の解説で楽しみましょう。 

●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 

◆7月 14日（土）16:00からの作業 

トウモロコシの収穫作業 

◆9月 8日（土）10:00からの作業 

ブロッコリー、キャベツの収穫 

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 
7 14 16:00からトウモロコシの収穫作業 
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 

●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） 

◆7月 3日（火）・19日（木） 

◆8月 7日（火）・16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） 

◆7月 8日（日）・8月 12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） 

◆8月 25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. 郊外クリーン活動	 やすらぎのさと周辺と

伊佐沼周辺 

◆7月 16日（月・祝）9:30-11:30 

	 ①やすらぎのさと周辺	 川越警察署前に 9:30

集合、バイパスからやすらぎのさと周辺まで 2

時間。②伊佐沼の東後楽会館横 9:30集合、周辺

のこどもの森や伊佐沼周回道路等清掃して、農

業センターまで 2時間。両チームが農業センタ

ーで合流解散。 

	 バスの時間等、武田までお問い合わせ下さい。 

5.「川越百万灯夏まつりまち美化活動」 

◆7月 28日（土）・29日（日）13:30-15:00 

	 毎年恒例の百万灯夏まつりまち美化活動は、1

5:00からのパレード前にイベント会場と道路を

清掃。両日とも川越駅東口アトレ横、歩道橋下

に 13:30集合、手分けで市役所まで。15:00解散。 

6.「川の応援団・新河岸川市内流域の清掃」 

◆7月 28日（土）9:00-11:00 

	 八幡橋の新河岸川起点から氷川神社横の宮下

橋までを 4か所に分けて実施。参加希望の方は、

前々日の 27日までに武田までご連絡下さい（0

90-2521-5770）。参加場所等を調整します。 

◆8月 25日（土）9:00-11:00 

	 新扇橋から新河岸川放水路までの川越市部分、

4 か所に分けて実施。参加希望の方は、前々日

の 23日までに、武田までご連絡ください。 



月刊 かわごえ環境ネット	 2012年 7月号	 No.069 

- 15 - 

●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）。 

☞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 

●(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） 

◆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。 

◆8月 12日（日） 

	 今年繁殖したカイツブリやカルガモの雛は、

親と同じ大きさに育ちました。きれいな花を咲

かせたハスは実をつけました。早くも渡りを始

めたアマサギ、チュウサギが群れて秋の気配を

感じさせます。シギの仲間も渡りの中継地とし

て伊佐沼を利用します。 

広報委員会からのおしらせ

●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 8 月号（No.070，7 月下旬〜8 月上旬

発行予定）の掲載原稿は、7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
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イベントカレンダー（7月 4日〜8月 25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 

7/4 
◆9:00広報委
員会 

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	 

◎9:30郊外ク
リーン運動 
◎9:50武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

7/17 7/18 7/19 
◆9:00理事会 
◆11:00かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/20 7/21 
 

7/22 
★9:00虫の調査 

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 
◎9:00新河岸
川市内清掃 
◎13:30百万
灯夏まつりま

ち美化活動 
◎15:00案山子
作り&夕涼み会 

7/29 
◎13:30百万
灯夏まつりま

ち美化活動 

7/30 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 保全活動 

7/31 8/1 8/2 8/3 
◆9:00広報委
員会 

8/4 

8/5 8/6 8/7 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

8/8 8/9 8/10 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

8/11 

8/12 
★9:30キツネ
ノカミソリ観

察会 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

8/13 8/14 
○本誌 9月号
原稿提出締切 

8/15 8/16 
◎13:30まち
美化啓発運動 

8/17 8/18 

8/19 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 
◎9:00新河岸川
市内流域の清掃 
◎13:30まち
美化啓発運動

◎16:00武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 
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