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【巻頭言】キーワードは「女性と子ども」

 
6月 2日に開催された川越市女性団体連絡協議会

主催による「ワールドカフェ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 かわごえ環境ネットの 10周年を迎えて開催した「かわごえカフェ」からつな

がった川越市女性団体連絡協議会の「ワールドカフェ」が、6月2日（日）に市

役所地下食堂で開催されました。約90人の女性プラス10人の男性が集まり「こ

れからの川越の観光について」をテーマに様々な意見を交わしました。個人会員

の飯島希さんと進行等のお手伝いをさせていただきましたが、かわごえ環境ネッ

トの講演会とでは男女比が逆の構成に女子大生が加わり、華やかで楽しく会話で

きた意義のある「カフェ」でした。テーマを明確にしたので井戸端会議的会話か

ら一歩進んだ話し合いになり、参加者の満足感が得られました。これは、12 月

の「イーブンライフ in川越」に活かされ、「女子力が変える～川越の安近短観光」

などのテーマで講演、事例発表、パネルディスカッションが行われる予定です。

（詳しくは広報川越10月25日号参照）。 

	 川越の自然環境はエコツーリズムとして観光の一端を担えると思うのですが、

あまりにも身近にあるため観光とは言い難く軽視されていると思います。遠方に

行かなくても感じられる木々の恵み（雑木林や社寺林など）はもっと宣伝して誇

るべき財産です。このことは子ども達に特に感じてほしいことです。ゲームや本

の中では得ることのできない「においや音」を実体験できる場所がたくさん有り

ます。8月に参加した「幼稚園での環境学習のあり方講座」では、カブトムシの

フン、クヌギの葉を並んでかじるケムシの音などワクワクする発見が盛りだくさ

んでした。「みなみかぜ」の観察会でも水槽のカエルをじっと見つめる子どもの

眼差しは真剣そのものでした。「環境と観光」何とかリンクできないのかなあ？ 

かわごえ環境ネット副理事長・社会環境部会担当	 横山三枝子 
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飯野礼子さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（47）
	 久々で、女性会員にお会いできました。会員名簿順の「あ

行」に戻り、飯野礼子さんにお電話すると「 近、環境ネ

ットにはご無沙汰で、参加していません。」「以前は、ご一

緒してくれる方がいて、同行していました。」会員は、何

時ごろからですか。「そうですね。大分前からです。」10

年位前からですか。とお聴きすると、「そのくらいですね。」

「環境活動なんていわれても、話す事はないです。」そう

ですか。でも、主婦の方は生活の中で、何かを行っていま

す。一度お会いしていただけませんか。とのお誘いで、中

央公民館実習室で、主婦の節約が環境活動になっているお

話が聴けました。 

	 飯野さんのお住まいは、市内の旭町とお聴きしましたが、

何時ごろから川越にお住まいですか。「かれこれ40年位に

なります。」「東京育ちで、結婚して川越に住むようになり

ました。」「駅を降りると駅前広場の向こうに、川越少年刑

務所の高いコンクリート壁が長く続いていました。」「旭町

は、駅からさほど遠くないのですが、歩いたこともなく、

距離も分からず、家の方にお迎えをお願いしていました。」

環境ネットの行事に参加したことがありますか。「第 1 回

の総会とか、環境フォーラム以外はあまり参加していませ

ん。」「いつも、愛川比沙子先生からお声がかかり、お伴を

していました。」愛川先生のご主人は、植物・樹木に詳し

い方ですね。川越の巨樹調査でご一緒しました。 

 
送られてくる広報は、読んでいます。 

	 「ご主人の愛川敬武先生のお話は、聴きやすく良く分か

りました。」「愛川さんの奥様とは、子ども会のお手伝いを

させていただいて、今でもお会いすることがあります。」

ところで、飯野さんの環境活動は、どの様なことがらにな

りますか。「私は、穏やかな暮らしが、いい生活環境と思

っています。」「日常生活では、ごみとお掃除を気にした生

活をしています。」「4人の子育ては、生活が整えられる子

にしつけたいと考えていました。」「孫にも伝わればと思っ

ています。」「家庭の生ごみ処理には、いろいろと体験しま

した。」「40年前の旭町は家も少なくて、野中の一軒家気分

でした。」「生ごみは、庭の片隅に深い穴を夫に掘ってもら

い、投げ入れ土を被せていました。」「一杯になると横に穴

を掘る。」「それから、ごみ処理機を買いました。」「蒸し焼

きにして炭になる。畑に入れると土がホコホコになって、

作物が良くできました。」「だけれど、熱が多く出て室温が

上がるので、家の中には置けなくなりました。」「次は、コ

ンポストにしました。」「コンポストには、生ごみにぼかし

を混ぜて入れるんです。」 

 
コンポスト、微生物が発酵を助け、よい堆肥ができます。 

	 「あれこれ生ごみ処理を体験しましたが、コンポストが

一番良い感じです。」そうですか。主婦のエコ活動ですね。

「生活と言えば、電気の節約に取り組んでいます。」「ごみ

処理機を止めたのも電気代がもったいないとの思いから

でした。」「家の電球をほとんど LED 電球に替えました。」

「冷蔵庫、洗濯機、寿命が来ると、費用対効果を見ながら

機種を選定していました。」「夫がよく調べてくれるので

す。」「カタログをいくつも見て、機種を決めての代替えで、

助かっています。」「電気代が半分以下になりました。」そ

れは素晴らしい節約ですね。お庭のコンポストを見たいの

ですが、ご自宅に伺ってもいいですか。「庭も片付いてい

ないのですが。」庭先から眺めるだけ。写真に収めたいの

です。車の後を追いかけて、ご自宅に伺いました。畑の跡

が駐車場になって、つくばいもある庭跡。枝を広げた桃の

木の下に、コンポストが 2 個並べられている。「交互に使

っています。」「この袋が長野から送られてくるぼかしで

す。」「よく効いています。」今は、昔ほど畑もしていませ

ん。」主婦は生活の中で、常にエコ、節約を実行している

と大きくうなずいた訪問になりました。 

（2012年 8月取材	 副理事長・広報担当金子晃） 
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川越の秋の七草 見てある記 シリーズ「川越の自然」を訪ねて（1）

シリーズ「川越の自然」を訪ねて 
	 本シリーズは川越での活動を通じて、自然に接して感じたことをタイムリーな情報として読者

のみなさまにお届けすることを狙ったものであります。 

	 既刊「川越の自然」にはない自由なタッチで自然情報をお伝えしたいと考えています。小欄は

月 1回ではありますが 1～2年間の掲載を考えています。執筆は数名が交替で担当しますが、今後

人数は増える見込みもあります。飛び入り投稿も歓迎します。内容や文体は自由とし植物、魚、

昆虫など生き物や地形、地質などが対象です。字数は今のところ決まっていませんが、写真 1枚

は添付する予定です。                     2012年 8月	 執筆担当一同 

	 川越市内で秋の七草を見たいと思い、川越七

福神が祀られているお寺を巡ることにした。川

越ではクズ、ハギ、オバナぐらいは道端でも見

られるが他の 5種は自生のままで会うことは今

ではできない。お盆休みの 8月 16日は折からの

猛暑で日差しも強かったが自転車で移動し拝見

させてもらうことにした。当日街中は車も少な

く静かであった。墓参の姿がお寺のあちこちに

あった。 

	 山上憶良は万葉集で 

	  「秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば

七種の花」 

	  続いて「萩の花尾花葛花なでしこの花をみな

へしまた藤袴朝顔の花」と詠んでいる。 

	 1200年も昔の歌である。フジバカマは奈良時

代に中国から渡来したそうで、その後野生化し

て、他の花ともに当時の野山には普通に存在し

ていたのであろう。 

	 さて、今回の七福神の七草拝見は川越市ホー

ムページを参考にしながらたどってみた。紙面

の都合もあるので開花状況を簡単に下表に示す。

図鑑花期は山渓カラー名鑑「日本の野草」「日本

の樹木」による。

 
 植物名 図鑑花期 図鑑花期 8/16時点の花の様子 植栽されている寺 
① オミナエシ 8～10月 満開 妙善寺・毘沙門天  
② キキョウ 7～ 9月 満開は過ぎていた 天然寺・寿老人  
③ ハギ 6～10月 開花はしばらく後 喜多院・大黒天  
④ ナデシコ 7～10月  満開過ぎた花一輪 成田山・恵比須天 
⑤ オバナ 7～10月 開花はしばらく後 蓮馨寺・福禄寿神  
⑥ クズ 7～9月 開花はしばらく後 見立寺・布袋尊  
⑦ フジバカマ 8～9月 開花はもうすぐ 妙昌寺・弁財天  
 

 
妙善寺のオミナエシ 

・ 妙善寺のオミナエシはちょうど満開、敷地

内が黄色に染まるほど咲き誇っていた。 

・ 万葉でいう“あさがお”は現在のキキョウ

という。天然寺には白花のものもあった。 

・ 喜多院のハギはどの種かは確認していない。

ヤマハギ、マルバハギ、ミヤギノハギ、ツク

シハギなどが自生しているが、歌はヤマハギ

ではないかと言われている。 

・ 成田山のナデシコは自生種のカワラナデシ

コで、一輪だけが欠片を残し咲き残っていた。

横にあった盗掘防止の看板が寂しかった。本
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種は希少で栽培も難しいと思われるが、他地

域の七草寺を訪れたとき代用の園芸種を見た

こともあった。 

・ 蓮馨寺はオバナ。別名ススキ、カヤ。日照

がもう少し欲しい樹下の地植えは止むからぬ

事情と思えた。昔は茅葺屋根でお世話になっ

た草、中秋の名月には穂を出して欲しい。 

・ 見立寺のはクズ。わずかの空き地でも油断

するとはびこる多年草。もうすぐ赤紫の花が

咲く。甘い香りを放つが憶良はそれに惹かれ

たのかも知れない。以前、関越道の土手で大

きいクズの葉が低木を幾重にも覆い、枯らし

てしまった現場を見たことがある。 

	 クズは食、薬など人との関わりが深い。葛き

り、葛餅、葛根湯、葛布、つる籠など。 

子供の頃と言えば相当昔になるが、大人の腕よ

り大きいクズ根を輪切りにしてしゃぶった経験

がある。澱粉が豊富な根はほのかな甘さがあっ

た。 

・ 妙昌寺はフジバカマ。在来種（元々中国原

産）は、今は少なくなっているそうである。 

	 七草たちの艶やかさの舞台裏には維持管理の

苦労が潜んでいることを強く感じた。今回拝見

させていただいたお寺様に心から感謝を申し上

げたい。            （稗島英憲） 

かわごえ環境ネットからの報告

「小江戸打ち水風情’12」に参加して 

 
「小江戸川越打ち水風情’12」の様子 

	 2012 年 7月 28・29日「川越百万灯まつり」

のオープニングを飾る「小江戸川越打ち水風情'

12」に参加しました。埼玉りそな銀行川越支店

前が会場です。川越市内の 4ロータリークラブ

主催による 7回目のイベントで、今年の実行委

員長は川越西ロータリークラブの田村氏（タム

ラ医療機器販売株式会社）です。 

	 この日も午前中からよく晴れ渡り、デジタル

温度計で測ると 14:00 には地表 57.2℃、高さ 1

m 辺りでは 42.1℃ありました。14:00 から交通

規制が行われ、車の流れが止まったところで開

会式です。浴衣姿の田村会長に続いて川合市長

の挨拶がありました。節電が定着しつつある今

日「打ち水」はちょっとした水の有効利用です。

今回の水も新河岸川から汲んできたものでした。

14:20「時の鐘」を合図に水まきです。「着物を

着る会」の方達や飛び入りの参加者が楽しそう

に木桶からひしゃくでまいていました。この結

果、10分後の 14:30には地表が 47.3℃に下がり

高さ 1m 辺りは 39.4℃になりました。水まきを

してすぐは水蒸気が立ち上りかなりモワッとし

ますが、しばらくするとかなり温度は下がりま

す。今回は 1箇所だけのイベントでしたが、本

川越に向かう途中の商店でも「打ち水」をして

いました。夜に向けて多少の効果はあったか

な？ 

（横山三枝子）
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田んぼの生き物調査	 報告 自然環境部会 

 
「カエルさん、まって！」 

日時：2012年 8月 4日（土）9:00～12:30 

場所：みなみかぜ田圃（川越市大字吉田 204） 

講師：林賢一（生き物インストラクター） 

参加者：60名	 スタッフ：8名 

	 ギラギラする太陽と真っ青な空、一面の田に

青々と広がる稲穂。もうこれ以上の夏はないほ

どの中で、家族連れを中心に 60名あまりの参加

者が集いました。みなみかぜ田圃は地域交流と

生物多様性保全などの目的で地元の社会福祉法

人が「無農薬、有機肥料」の田んぼ作りを展開

しています。田んぼに並行して湧水を取り込ん

だビオトープがあり、今回は稲穂の中には入ら

ないで、このビオトープで生き物探しをしまし

た。 

	 この日、見つけたり採集したりした生き物は、

ツバメ、シオカラトンボ、オニヤンマ、アマガ

エル、トウキョウダルマガエル、アメリカザリ

ガニ、ゲンゴロウ 2種、アメンボ 3種、サカマ

キガイ、マシジミ、イナゴ、バッタ類、クモ 2

種などでした。 

	 植物はかわごえ環境ネットの会員が 6/30、8/

2 の 2 回、近隣の田んぼも調査し、みなみかぜ

田圃では絶滅危惧種のイチョウウキゴケ、タウ

コギを含め 30種ほどが記録されています。 

（賀登環）

 
「どれどれ何が捕まった？」 

 
採集した植物を調べる 

 
採集した生き物の説明とまとめ

 
トウキョウダルマガエル 

 
ホタルイ（水田雑草） 

 
離れた水田わきにヤマカガシの死体 

キツネノカミソリ観察会 自然環境部会 
	 8 月 12 日（日）、市民の森 8 号・池辺公園に

おいて、昨年に引き続き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、

春先に葉を繁らせ光合成をし、5 月頃一時枯れ

て地上から姿を消し、8 月中旬にオレンジ色の

鮮やかな花を咲かせる、特異なライフサイクル

をもつ植物です。準絶滅危惧種に指定されてお
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り、川越市内の自生地は少なく、あまり知られ

ていません。 

	 当日は、朝から夏らしい暑い日でしたが、参

加者 10名、スタッフ 5名で、市民の森 8号の北

側雑木林、南側雑木林、池辺公園の順で巡りま

した。 

	 残念ながら、今年は咲く時期が 1週間くらい

遅れており、市民の森 8号、池辺公園とも林内

にチラホラ見える程度で満開の華やかさはあり

ませんでしたが、数株の花のキリリとした咲き

ぶりを見ていただけました。また、よく探すと

あちこちに花芽が伸びているのを見つけること

ができ 1週間後が楽しみな状態でした。 

	 キツネノカミソリのほか、市民の森 8号では

雑木林を構成するクヌギやコナラ、クワ、ムク

ノキ等の木々やクヌギの株立ちの話を紹介し、

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。今の時期花

は咲いていませんが、キチジョウソウやアズマ

イチゲの紹介をしました。 

	 市民の森 8号、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、できるだけ自

然の形を残しながら、整備が続けられており、

キツネノカミソリ以外にもいろいろと見どころ

があります。今後とも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） 

 
キツネノカミソリ

 
キツネノカミソリの前で 

 
池辺公園のウバユリ 

 
ウバユリの前で 

「クールスポット」温度差体験 社会環境部会 

 
名細八幡神社の湧水で仲よく遊ぶ兄妹 

	 昨年、夏の電力需要の最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、埼玉県が音頭を取ってはじめた「彩

の国クールスポット 100選」に川越から 9箇所

が選ばれました。因みに県内各地から「276 箇

所」のクールスポットが寄せられました。 

	 昨年、社会環境部会が 8月 8・9日に市内のク

ールスポット 9箇所の温度調査をいたしました。 
※調査内容は本誌 2011年 9月号 No.059をご覧ください。 

	 さて、本年も 8月 9日に 3箇所の温度差を体
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験してきましたので紹介します。 

 	 測定にはガラス製温度計（1目盛 1℃）を使

用しました。 

体験箇所と温度差	  

① 名細八幡神社（湧水）  温度差 3.5℃ 

  14:35	 境内入口 33.0℃ 境内 29.5℃ 

② 市民の森 1号地内    温度差 2.5℃ 

  14:00 森の入口 33.0℃ 森の中 30.5℃ 

③ 東照宮石段       温度差 1.5℃	  

  14:35 境内入口 35.5℃ 境内 34.0℃ 

	 結果は 1.5～3.5℃までの温度差が見られまし

た。特に名細八幡神社は小畔川方向からの風が

吹き込み、湧水と相まって涼しく過ごせるクー

ルスポットです。ぜひ活用を。 （菊地三生）

エコドライブのすすめ III 社会環境部会

No.3	 加減速の少ない運転 

	 交差点で、前の車との車間距離も重要です。 

	 前の車のタイヤが見える程度に停車し 2・3

台前に止まっている車の動きや、交差する信号

の変化に注意し、出遅れないようタイミングを

図る、走行時周囲の状況を確認し、例えば先の

信号車の流れ、右折車線の有無など常に道路状

況を意識して運転することが重要になります。

これがエコドライブのマネジメントです。 

 
通常運転（8km/L前後 エコドライブ（13.5km/L前後 

	 通常の走行では前の車の発進や停止に合わせ

てこまめなアクセルワークしながら走っていま

すが、これではムラのある加速となります。エ

コドライブではマネジメントを意識して前の車

だけでなく 2・3台先の車の動き、信号の変化な

どに気を使って運転、前の車が加速して車間が

空いたとしても、その先が詰まっていたり、信

号が青でなかったりすれば、加速してもすぐに

減速することとなり、燃料のむだです。また駐

車車両や、右折レーンなどを避け数台前の車が

次々車線変更しているなどをヒントに手前で適

切な車線変更をしておく、こうすることで加速、

減速の繰り返しが減り燃料のむだになりません。

このようにマネジメントされた運転がエコドラ

イブにつながります。通常の走行では、前の車

との距離は一定に保つ運転をしていますが、減

速や停車によって無駄な加速をしていませんか。

エコドライブでは、車間距離が大きく開くこと

もありますが、次第に追いつき、加速による燃

費の無駄を防ぐことができます。エコドライブ

は周りの状況をよく見ることで無理せず、安全

な運転ができます。CO2 の削減だけで無く、安

全にもつながる運転テクニックが身につきます。

走行時の急加速、急ブレーキをしないような運

転がエコドライブ走行の基本です。 

	 私が一番感じていることは、以前と比べさら

に安全運転ができるようになったことです。走

行中、以前は割り込みをさせないようにと前の

車との車間距離を詰める走りや、スタート時は

横の車に負けない発進をしていましたが、今で

は割り込みも気にならず譲るようになりました。

無謀な運転をして急いでも目的地に着くのに数

分の違いです。燃費的には満タン方式で、以前

と比較すると、季節により違いはありますが、

だいたい 10～20%前後改善されました。 

No.4	 早めのアクセルオフ 

 
早めのアクセル OFFでエンジンブレーキを使う 

	 次は減速時のエコドライブです。みなさんは

通常前を走る車と同じように走り、信号で強め

にブレーキを踏んだりしていませんか。巡航時

に先の信号が赤に変わりそうな場合、止まる事



月刊 かわごえ環境ネット	 2012年 9月号	 No.071 

- 8 - 

を予測して無駄にアクセルを踏むのは止め、先

の信号や交通の流れを見て、停車位置の予測が

ついたら早めにアクセル OFFし、ブレーキペタ

ルに足を乗せた状態、惰性で停車位置まで進ん

でブレーキで止まります。 

	 アクセルから足を放した状態で走っている状

態は燃料カットという機能が働き燃料を使って

ない状態になります。走行距離が伸びながら、

燃料を使わないので平均燃費は向上します。 

	 アクセルから足を放すと自然に減速するので

再度加速することがないよう前方をよく見て減

速のし過ぎに気をつけ、やはり早めに止まる準

備をすることがエコドライブのテクニックです。

（エコドライブ推進担当	 井口吉三郎） 

会員からの報告

福原の珍風景 2題－鮎とタマムシ－
	 川越の南に位置する福原は、三富新田のモデ

ルとなった整然とした蔬菜畑とその間に緑をま

とめた雑木林が共存し、その中をゆっくり流れ

る不老川がふるさとのイメージでした。最近は、

住宅も増えて県道沿いに店舗や倉庫も増えて、

のんびりした農村地域のイメージに変化がでて

きました。 

	 特に劇的に変わったのが不老川です。40年前

頃はワースト 1の不名誉な水質悪化の川でした。

その後下水道の普及と滝ノ下浄化センターの導

入水で水質が飛躍的に改善され、魚が戻ってき

ました。 

 
鮎 

	 全国の水生生物調査の呼びかけに「ふくはら

子どもエコクラブ」で不老川の調査に取り組み

ました。手作りのビンドウを持って、猛暑の中、

子ども達は大喜びで水の中に入ってビンドウを

仕掛け、魚を追いかけて楽しみました。ビンド

ウでは 5匹の魚しか取れませんでしたが、オイ

カワ、ヨシノボリ、アメリカザリガニと上から

見ているだけでは分からない魚の世界が見えま

した。特筆すべきは不老川で鮎を見つけたこと

です。清流の魚のイメージがありますが、不老

川にも上ってきており、水質が飛躍的に改善さ

れた証でしょう。 

	 一方、雑木林は工場・倉庫や住宅に変えられ

減少するとともに、高齢化や農法の変化により

林の伝統的な手入れが放置されて荒れてきてい

ます。その中で、林の生態系が知らないうちに

変化していると考えられます。 

 
アオマダラタマムシ 

	 そのような林の生態系を調べるために、昆虫

の調査を 2年間にわたって実施しています。埼

玉昆虫談話会から講師を招いての勉強会は子ど

もたちに大人気で、埼玉県の補助で購入した大

きな捕虫網をもって林の中や広場でチョウやト

ンボ、甲虫などを捕まえては、講師に名前や生

態を教えてもらいながら、林の虫に親しんでい

ます。網の使い方も成長して、昨年は 53種類、

今年は 72 種類と林の昆虫を発見することがで

きて満足できる成果もでています。チョウでは
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ムラサキシジミやテングチョウを初めて見るこ

とができ、ヘビやニホンアカガエル、ニホント

カゲなどの両生類とともに林の生態系が豊かで

あることがわかってきました。 

	 今年は、林縁で子どもたちが珍しいタマムシ

を捕獲しました。温暖化で北上している“アオ

マダラタマムシ”で RED（絶滅危惧種）にもな

っているタマムシです。カシなどの照葉樹を好

んで食草としていますが、埼玉県では数例しか

見つかっていません。そんな珍しい昆虫を 2年

続けて発見しているのもこの昆虫観察会です。 

	 生き物を見る子どもたちの目は生き生きと輝

いており、まだまだ不思議がいっぱいの不老川

や雑木林などの地域の自然を活用した活動は川

越の自然を考える大人にもショッキングな影響

を与えてくれます。子どものように真摯な目で

これからも川越の自然と環境を見つめていけれ

ば悔いのない人生となることでしょう。 

（個人会員	 過昌司）

地域・流域の話題
◎「里山」「里川」等体験学習プラン 

	 川越市ほか近隣10市2町の関係者で活動して

いる西温ネット（西埼玉温暖化対策ネットワー

ク）で次の分科会の学習会を計画しています。 

①「里山分科会」9月 15日（土）10:30-14:00 

	 地元の相馬和彦さんの案内で、入間市の加治

丘陵の里山学習。10 時 30 分、西武池袋線仏子

駅北口集合。保険資料代 300円。弁当、飲み物、

雨具持参。加治丘陵桜山展望台で昼食。小雨決

行。申し込みは9月8日までに担当の本多まで。

Fax.04-2962-9754、メール shonda@bell-planning.

jp 

②「里川分科会」9月 12日（水）NPO法人さや

ま環境市民ネットワークの「川分科会」主催の

入間川小学校と入間川東小学校との「合同川体

験学習」の支援をかねて、里川体験。9 時狭山

市内入間川昭代橋左岸集合、参加連絡は武田（0

90-2521-5770）まで。 

③「ゴミ分科会」9 月 10 日（月）18:00 より川

越市南公民館会議室。所沢市、日高市等のごみ

処理対策等の情報交換。参加自由。連絡は塚本

さん（090-4221-4227）まで。 

④「環境学習分科会」環境やまちづくりのアシ

スタントの森良さんを講師に、3 回にわたって

「地域づくりコーディネーター育成講座」をふ

じみ野市民が企画、9月 30日・10月 14日・11

月 11日の日曜日午後 1時半から。会場は上福岡

駅西口の市民活動支援センターで。申し込みは

武田（090-2521-5770）まで。 

◎びん沼川環境イベント	 9月 22日（土） 

	 芝生がきれいな富士見市のびん沼自然公園を

会場に、2回目を迎えた「環境イベント」が、9

月 22 日（土）9:30 から開かれます。富士見市

や朝霞市などの市民団体で南西部生活環境保全

連絡会をつくり運営しています。地震体験車や

自転車安全教室、環境に関わる「俳句」の発表、

さらにバンドや太鼓の演奏など、盛りだくさん

の企画が用意されています。なお、かわごえ環

境ネットも、開会前の 8:30に新河岸川放水路水

門前に集合して、びん沼川までの川岸清掃を行

います。多数のご参加をお願いします。連絡は

武田（090-2521-5770）まで。 

◎映画「第 4の革命」上映会。9月 22日（土） 

	 	 ドイツのエネルギー政策を変えさせたドキ

ュメンタリー映画「第 4の革命」が、NPO法人

さやま環境市民ネットワークの創立 5周年記念

事業として上映されます。9月 22日（土）狭山

市民会館小ホール、13:00開場、13:20より「持

続可能社会にむけて」の基調講演。14:00から 1

5:30まで上映会。前売り 1,000円、小中学生 50

0円、申し込みはさや環のホームページ（http://

sayama-kankyou.org/home）または武田（090-252

1-5770）までお申し込みください。 

◎「2012アースデイ・イン・川越	 立門前」 

	 14回目を迎えた「2012アースデイ・イン・川

越	 立門前」は、10月 28日（日）に、蓮馨寺、
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旧鶴川座、旧織物市場、熊野神社、立門前通り

を会場に行います。川越市制施行 90周年記念事

業として、行政の参加を増やすとともに、国際

交流の場を広めます。さらに「アースデイ」の

意義を「世界平和・人類共存・地球環境・水と

緑・自由題」の 5ジャンルで、標語・短歌・俳

句・川柳・都々逸の作品を広く市民から募集し

ます。身近な地域で開催される「アースデイ」

の意義を広めるきっかけになりましょう。なお、

運営スタッフとして、かわごえ環境ネット会員

の積極的な参加をお願いします。 

（以上 4題、武田侃蔵）

川越市からのおしらせ

くぬぎ山地区自然再生協議会主催の平地林保全管理イベントのご案内 環境政策課

	 平成 22 年度より開始したくぬぎ山地区内を

対象とした県民参加の保全管理イベントを今年

も行います。今年は産業廃棄物施設の建設前の

アカマツ林を再生することを目標に、保全活動

を行います。セイタカアワダチソウやクズの除

草、抜根作業やポット苗で育てたアカマツの植

栽作業を実施します。家族連れでぜひご参加く

ださい。 

日時： 9月 29日（土）10:00-12:00 

集合場所：山脇学園用地（くぬぎ山入口に旗を

持った担当者が当日立っています） 

服装：野外活動用（長袖、ズボン、帽子、軍手

等） 

申込先：電話 048-830-3150、くぬぎ山地区自然

再生協議会事務局（埼玉県環境部みどり再生課）

筒井、池田 

申込期限：9月 25日（火）

専門委員会からの報告

理事会

	 今年度第 5回理事会を、7月 19日（木）9:00

～11:10 に福田ビル 3 階会議室において開催し

ました。出席 9名、委任者 3名でした。 

	 主な議事は次のとおりです。 

	 来年2月に開催する第11回かわごえ環境フォ

ーラムの実行委員に、社会環境部会から原嶋代

表、宮澤氏、井口氏、自然環境部会から賀登代

表を選出しました。 

	 「2012アースデイ・イン・川越	 立門前」実

行委員会から出展、実行委員選出、後援の依頼

があり、本会として同行事を支援すること、実

行委員として原嶋理事を選出することを決定し

ました。後援については申請があれば許可する

ことにしました。   （理事長	 小瀬博之）

社会環境部会

	 8 月の例会は、11 日（金）市役所 7C 会議室

にて、12名の出席者で開催しました。 

	 今回は小瀬理事長が出席され挨拶がありまし

た。議事には直接参加されず状況把握に努めら

れているようでした。 

	 環境施設見学会は、時宣を得た見学会であり

会員の協力で 30 名の参加者を募りたいと思い

ます。 

	 環境講演会は、市立中央図書館の視聴覚ホー

ルが確保できました。我々が身近に将来を見据

えて取り組めるテーマにより、多くの市民が参

加されるよう頑張りたいと思います。 

	 各グループの活動状況については、エコドラ

イブ、緑のカーテン、クールスポット、生ごみ

対策など環境政策課との協働体制をとって一歩

一歩前進して行きたいと思います。 

	 川の国応援団については、協定書の締結に至

り活動開始となりました。 
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	 10月 5日吾野あじさい館での社会部会の懇親

会は、11名以上の参加を募っています。 

	 10月に行われるアースデイ・イン・川越につ

いては、実行方針がほぼ決定されましたが、か

わごえ環境ネットとしてどのような体制で参加

するか詳細決定を迫られています。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇冶）  

自然環境部会

	 8月定例会は市役所 7C会議室にて 11名の参

加で開催されました。内容は以下の通りです。 

①池辺公園の活動報告	 8/7（火）	 7 名参加。

キツネノカミソリ、ウバユリ、ハグロソウなど

の生育状況調査。	  

②「（仮称）川越市森林公園」計画地の活動報告

	 7/30（月）	 西側最奥の公有地の保全活動	 参

加者 9名 

③一般対象のイベント	 「田んぼの生き物調査」

報告	 別に掲載の記事参照。 

④第 5回理事会の報告	 環境フォーラムの実行

委員会を開始、その他 

（自然環境部会代表	 賀登環）

かわごえ環境フォーラム実行委員会

	 第 11 回かわごえ環境フォーラム実行委員会

が 7月に発足し、次の 11名の委員で活動するこ

とになりました。委員長（理事長）：小瀬博之、

副委員長（副理事長）：金子晃・横山三枝子、委

員：菊地三生・過昌司・武田侃蔵・原嶋昇治・

村上正明・井口吉三郎・賀登環・宮澤宏次 

	 第 1回実行委員会を 7月 19日（木）11:20-12:

00に、第 2回実行委員会を 8月 20日（月）9:3

0-11:30に開催し、期日を 2013年 2月 23日（土）

9:00-17:00 の間、場所を川越市環境プラザ「つ

ばさ館」で進めることを決定しました。 

	 なお、今後詳細を検討する中で変更の可能性

があります。 

	 基本方針として、環境活動報告集の発行及び

午前の環境活動報告会を継続して実施すること、

午後の行事は、参加者全員が話し合う場を設け

ることにして、内容と方法についてさまざまな

検討を行っています。 

	 今回は、個人会員と団体会員全員へのアンケ

ートを実施することにしました。10月の郵送資

料で配布することを考えていますので、その節

には何卒ご協力ください。また、環境活動報告

集の投稿募集も同時に実施します。例年通りの

スケジュール（10 月〜11 月中旬投稿申込、12

月中旬までにレポート投稿）で行う予定ですの

で、ぜひとも投稿をお願いいたします。 

（委員長	 小瀬博之）

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 9月度） 

日時：9月 4日（火）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 9月度） 

日時：9月 14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 8月度） 

日時：9月 14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, 15:0

0-17:00 の連続開催です。次回は 10 月 12 日（会

場は福田ビル 3 階会議室）です。会員であれば
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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 6回） 

日時：9月 21日（金）9:00-10:30（時間変更） 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

（次回は 10月 18日（木）9:00-10:30に開催） 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 3回） 

日時：9月 21日（金）10:30-12:00（時間変更） 

場所：福田ビル 3階会議室 

（次回は 10月 18日（木）10:30-12:00に開催） 

＜自然環境の調査・保全活動・観察会＞ 

★池辺公園定例活動（毎月第 1火曜日） 

日時： 9月 4日・10月 2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 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保

全活動 

日時： 9 月 10・24 日・10 月 8・22 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

れ保全作業。いずれも南文化会館（ジョイフル）

9:30集合。 

★西川材の森の見学バスツアー 

日時：11月 7日（水）8:20-16:00 

集合：8:20川越駅西口暫定自由広場に集合 

	 	 	 第一生命ビルの反対側（駅から約 300m） 

行先：川越→飯能郷土館→能仁寺→天覧山→谷

津田再生地、飯能観光案内所、吾野原木センタ

ー→高麗神社→川越駅西口（16:00頃） 

定員：先着 20人、参加費 1500円	 弁当持参 

申し込み：10月 3日より電話で環境政策課に 

（Tel.049-224-5866） 

	 環境学習の一環で、飯能市の西川材の歴史を

学び、間伐整備が進む飯能・西武の森や谷津田

再生地等を見学いたします。ハイキング可能な

服装で参加願います。沢筋・山道を 5km程度歩

きます。 

＜社会環境の見学会＞ 

★環境施設めぐり（バスツアー） 

日時：9月 12日（水）7:50-18:30 

行先：かわさきエコ暮らしみらい館及びキリン

ビール横浜工場の見学 

定員：先着 30 人、参加費 1500円	 弁当持参 

申込：8月 28日（火）より電話で環境政策課に 

（Tel.049-224-5866） 

集合：7:50川越駅西口暫定自由広場に集合 

	 第一生命ビルの反対側（駅から約 300m） 

予定：川越→かわさきエコ暮らし未来館（体験・

見学、昼食） →キリンビール横浜工場→川越駅

西口（18:30頃） 

	 川崎市運営の地球温暖化、再生可能エネルギ

ー、資源循環の 3つテーマを体験して学べる環

境施設を見学します。 

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,

 foresth@nifty.com） 

☞森林公園かんさつ会 

◆9月 4日（火）・23日（日）当会主催 

	 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、

弁当持参。雨天決行。ナンバンギセルの花や昆

虫類を観察しましょう。野草の解説は太田先生

です。 

◆10月 26日（金）当会主催 

	 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。 

◆10月 28日（日）公園主催、当会協力 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口噴水前 10:20 集合、

15:00過ぎごろ終了解散、参加費無料 
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入園料要、お弁当持参、雨天決行。 

	 センブリの花や野鳥、昆虫類を観察しましょ

う。野草の解説は太田先生です。 

●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） 

◆9月 4日（火）・20日（木） 

◆10月 2日（火）・18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） 

◆9月 9日（日）・10月 14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） 

◆9月 29日（土）・10月 27日（土） 

注）9月は 22日から 29日に変更します 

	 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。 

4.「川の国応援団・新河岸川市内流域の清掃」 

連絡は武田（090-2521-5770）まで。 

◆9月 22日（土）8:30-9:30 

	 新河岸川放水路からびん沼川合流まで。びん

沼川環境まつり協賛。放水路の水門に 8時半集

合。約 1時間ごみ拾い。あと、びん沼川環境ま

つり応援。 

◆9月 29日（土）9:00-11:00 

	 新河岸川の宮下橋から畳橋までを 4箇所に分

けて、県土整備事務所と協力して実施予定。参

加者希望者は 9月 25日までに武田まで連絡。 

◆10月 27日（土）9:00-11:00 

	 7 月に続いて新河岸川起点から宮下橋までを

4 箇所に分けて実施。星野高校の環境部員とも

連携する予定 

●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 

◆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 

◆10月 13日（土）10:00からの作業 

	 大根畑の片付け・ビニールはがし 

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 
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：社会福祉法人健友会みなみかぜ	 

後藤・田崎（Tel.049-234-1200） 

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） 
注）みなみかぜの記事は、メールで同会会員に送られる「田

んぼ通信 かわら版」No.10・12・14をもとに広報委員会
が抜粋して掲載したものです。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。時間・服

装・参加費等、行事の詳細については主催者に問い合わせ

ください。 

☞稲刈り・はざ掛け 

9月 15日（土）9:00-16:00 

	 稲刈りは、全量手刈りで「はざかけ」にしよ

うという話が進んでいます。はざかけによって

昔懐かしい田んぼの風景がよみがえり、おいし

いお米ができあがるそうです。この実現には、

大勢の人数と準備が必要ですのでご協力くださ

さい。 

☞秋の収穫感謝祭 

10月 13日（土）時間未定 

	 「おわら風の盆」の民謡と踊りが披露され、

実りへの感謝祭として盛り上げていく企画が進

行中です。ご期待ください。 
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●(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） 

◆9月 9日（日） 

	 まだ暑いですが鳥の世界は秋になりました。

モズの高鳴きに、水面を渡るシギの声に秋を知

ることができます。天高く澄んだ青空のもと、

秋を堪能しましょう。 

◆10月 14日（日） 

	 暑かった夏も過ぎて過し良い季節です。夏鳥、

旅鳥が群で渡って行きます。 

水を落とし浅くなった沼に、サギは集まってき

て小魚を漁ります。渡りの途中のシギ、チドリ

も羽を休め栄養を補給していきます。今月は毎

年一番たくさんの種類の鳥が観察されています。 

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。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 10 月号

（No.072，9月下旬〜10月上旬発行予定）の掲

載原稿は、9月 14日（金）必着です。電子デー

タでいただけると助かります。編集担当共有の

メールアドレス（koho@kawagoekankyo.net）に

お送りください。メールを使用していない方は、

かわごえ環境ネット事務局（環境政策課、川越

市役所本庁舎 5階）に原稿を提出ください。不

明な点は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 

●編集後記 

★私は現在海外出張でスコットランドのエディ

ンバラに来ています。世界文化遺産にも登録さ

れている古い町並みは、私たちのヨーロッパに

対するイメージにとても近いと言えます。古い

町並みを大切にする気持ちは川越と共通する部

分があります。現在、団体ツアーではエディン
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バラを訪れるプランが少ないということですが、

ぜひ湖水地方をめざす方は少し足を伸ばしてエ

ディンバラまでお越しください。 

	 このような遠方でも、編集は組織的に行われ

ています。現在、広報委員会では Dropboxとい

うインターネット上のクラウドにファイルを置

いて、編集担当が相互に最新のファイルを見る

ことができるようにしています。これによって、

組織的なやり取りが格段にやりやすくなりまし

た。 

 
1760年代から 1830年代に作られても「新市街」と呼ば
れるとても古い町並みが一望できるエディンバラ城。旧市

街はさらに古い町並みが並びます。 

 
エディンバラにあるホリールード宮殿とスコットランド

議会、議会は 1999年に 292年ぶりに復活 
さらに、現在は英国からの独立をめざしています 

 
最新のファイルは、チェックマークがついてひと目でわか

るようになっています。 

	 また、編集担当共通のメールアドレス（koho

@kawagoekankyo.net）を作成して、投稿された

ときに編集担当のいずれかが Dropboxにファイ

ルを入れて写真を編集する作業も行っています。

みなさまが原稿を投稿されるときは、このメー

ルアドレスをお使いください。武田・金子・菊

地・井口・小瀬の 5名で共有しています。 

（こせ） 

★今年は９月に入っても残暑が続くと予報が出

ていまが、皆さん暑さ対策はどのようにされて

いますか？私はパッションフルーツの、緑のカ

ーテンで楽しみながらエコ生活を満喫していま

す。たいへん効果的ですので来年は皆さんにも

試して頂こうと考えています。 

	 来年の環境展などで苗を配布出来たらと準備

を進めています。前置きが長くなりました。 

	 私今年より広報委員の仲間入りをさせて頂き

ました井口と申します。あまり得意な分野では

ありませんが、何事にも挑戦と言う気持ちで取

り組んでまいります。まだまだ新米で広報委員

先輩の手助けには程遠いと思いますが努力し少

しでも皆さんに楽しんで頂ける紙面作りを心が

け、他の団体などにも積極的に参加して紹介で

きればと思っていますので宜しくお願いします。 

（広報委員	 井口吉三郎） 

） 
西日よけ（1度伸びた葉は霜に当るまで枯れる事はない 
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イベントカレンダー（9月 2日〜10月 24日） 
日 月 火 水 木 金 土 

9/2 9/3 9/4 
◆9:00広報委員会 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/5 9/6 9/7 9/8 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 

9/9 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

9/10 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 植物調査 
◎18:00西温ネ
ットゴミ分科会 

9/11 9/12 
★7:50環境施
設めぐり 
◎9:00西温ネ
ット里川分科

会（入間川） 

9/13 9/14 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 
○本誌 10月号
原稿提出締切 

9/15 
◎9:00稲刈り 
◎10:30西温
ネット里山分

科会（加治丘

陵） 

9/16 
 

9/17 
敬老の日	 

9/18 9/19 9/20 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/21 
◆9:00理事会 
◆10:30かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 

9/22 
秋分の日	 

◎9:30びん沼川
環境イベント 
◎13:20映画「第
4の革命」上映会 

9/23 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

9/24 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 保全活動 

9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 
◎9:00市内新
河岸川清掃 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/30 
◎13:30西温
ネット環境学

習分科会（ふ

じみ野市） 

10/1 10/2 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

10/3 10/4 10/5 10/6 

10/7 10/8 
体育の日	 

★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 植物調査	 

10/9 10/10 10/11 10/12 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

10/13 
◎秋の収穫感

謝祭 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 

10/14 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 
◎13:30環境
学習分科会 
○本誌 11月号
原稿提出締切 

10/15 10/16 10/17 10/18 
◆9:00理事会 
◆10:30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 

10/19 10/20 
◎11:00~21:0
0川越まつり
まち美化活動 

10/21 
◎11:00~21:0
0川越まつり 
まち美化活動 

10/22 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 保全活動 

10/23 10/24 ★：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 
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