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【巻頭言】川にまなざしを

 
入間川の菅間堰 

 

 
標識アユ放流作業（2009年 4月 26日） 

 
 
 
 

夕暮れに川風に吹かれる、といった風情はもうなくなったのでしょうか。自然が人の暮らし

の近くにあったころ、子どもたちは川遊びに興じ、大人は川端で夕涼みをし、川面をみつめて

いました。そして川は様々な恵みを与えてくれました。 

荒川水系で捕れた天然アユが食卓を賑わせた、というのはそんなに昔のことではなく、わず

か 50数年前のことだそうです。しかし、昭和 30年代からの水質汚濁で川から魚影は激減し、

さらに河川工事で川は近寄りづらくなり、いつしか人々は川に背を向けるようになりました。 

このような時期を経て、排水規制、下水道の普及などで次第に河川の水質改善が進み、見た

目にも川がきれいになってきました。1990 年頃、ついに東京湾から多摩川にアユがもどって

きました。次いで荒川にも遡上し始めましたが、秋ヶ瀬取水堰がネックでした。そこに魚道が

出来てからは、上がれるようになり2011年には100万匹近くが遡上したそうです。 

次の分岐点は入間川ですが、釘無橋下流に菅間堰があり、落差が大きくアユの遡上を阻んで

います。ここに魚道をつければアユはどこまで遡上できるか、これを確かめるために動き出し

た人々がいます。2009年4月下旬に「NPO荒川流域ネットワーク」が呼びかけ、標識となる

アユ（稚アユのアブラビレを切除する）1万匹を堰の上流に放流し、その後追跡調査をしまし

た。この年、標識アユの見つかった最上流は狭山市の上奥富堰手前でした。川越にある寺山堰、

浅間堰を越えていったアユがいたわけです。 

この調査から菅間堰に魚道ができればかなりのアユが入間川水系（都幾川、越辺川など）に

遡上できることになります。アユだけでなく荒川水系の魚類も増えることでしょう。調査はそ

の後3年間続き、並行して関係機関へ魚道設置を働きかけてきて実現しそうな段階にきている

そうです。再び川ににぎわいがもどってくる日も近いのでしょうか。 

かわごえ環境ネット 自然環境部会 代表 賀登環 
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伊藤敏介さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（48）
伊藤さんとは、中央公民館でお会いできました。いつ

もの通り、電話での取材依頼には、「特に環境活動などと

言えるものはないんです。」「環境ネットに入って 2 年足

らず、お話しするほどのことはないです。」そうですか。

みなさんからそのような話が返ってきます。でも、会っ

て環境のお話を始めると、環境への想い・・視点・・改

善対案などが出て何かをしています。1時間位お聴きした

いのです。が最初の会話でした。伊藤さんのお住まいは、

どちらですか。「川越生まれの川越育ちです。」生まれは

何町でしたか。「連雀町です。蓮馨寺あたりで良く遊んで

いました。」「角におもちゃ屋のおびつと言う店が有りま

したね。」「あそこは、子どもの欲しいもの・・憧れの店

でしたね。」話題に蓮馨寺が出て、私は伊藤さんとグーン

と近づいた気分になりました。今のお住まいは何処です

か。「仙波町 2 丁目です。仙波氷川神社の近くです。」家

並みが想い出せるところ。伊藤さんの子どものころ小学

校どこでしたか。「第三小学校・・・今の中央小学校でし

た。」私も川越高沢町、今の元町二丁目生まれ、蓮馨寺に

はよく遊びに行った思い出があります。戦前の町中には、

第三小学校までしかなかったと思い出し、私の少年時代

との類似が出てさらに気分が近づいて来ました。 

 
少年時代の川越、自然環境を語ると和みの顔になりました。 

「会社務めの後半、自然の多い仙台市にいました。」「定

年で川越に戻ってみると、川越にも仙台と同じような自

然がまだまだ残っている。と感じました。」「子どもの頃

から、虫とかカエルなどの小動物に興味があり、散策は、

自然を感じるところに足が向いていました。」「新河岸川、

入間川あたりに行くとカワセミが見られ、これ以上自然

を壊したくない。との想いが出ていました。」「子どもの

頃から鈴虫、メダカを育てていました。ホタルも育てま

した。」それは、相当の自然好きの子どもだったのですね。

「子どもの頃、農作業している近くで、鳥が鳴き、虫が

跳ねていた。」「鳥にも興味があり、伊佐沼の探鳥会にも

何回か参加しました。」自然との関わりの思いから、日本

自然観察指導員と日本生態系保護協会にも登録していま

す。」「観察会、研修会にもできるだけ参加しています。」

「かわごえ環境ネットに入り、自然環境部会にも何回か

出席していますが、報告事項が主体なので、ちょっと当

惑もしています。」そうでしたか。「そんな中で、「ふるさ

と塾」の学習会に入り、川越の歴史、街並み、自然環境

などを学んでいます。」突然、私が6年前に教育委員会生

涯学習課に依頼され、運営していた「ふるさと塾」の話

が出たのでビックリでした。「今日も、東洋大学で、小瀬

さんの講義を聴講してきたところです。」そうでしたか。

川越を知る学習塾。次世代の子どもたちに伝える体験学

習を学び、支援を行う学びを仲間とともに受けている。

「今後は、できるだけ地元で、子どもたちに自然のすば

らしさを伝える手伝いができたら」と思いも聴けました。

私との同類事項がまたひとつ聴けました。多趣味ですね。

他にも何かしているのではと問いかけると「私の名刺裏

に書きましたが」と言われ、名刺裏を見ると＜楽しみご

と＞篆刻・刻書・書道・自然観察・写真と書かれている。

そして、篆刻で書いた似顔絵と書印が押されていた。 

 
自己作品の篆刻、刻書が写された写真 

写真は、どの位から始めているのですか。「小学校1年

生から始めました。」「蓮馨寺角のおびつおもちゃ屋に飾

ってあったカメラを買ってもらい、映した写真「猫の大

あくび」が佳作に入選。」「病み付きになり、今でもニコ

ンのデジタルカメラを楽しんでいます。」「篆刻、刻書と

言ってもなかなか理解されないので、」と鞄から写真を取

り出し、作品を見せてくれました。自由な時間が持てる

と、少年時代に少しなじんだものに回帰して実行する。

自然を訪ねる活動が幅広くなって行く姿が見えた訪問に

なりました。 

（2012年 9月取材 副理事長・広報担当金子晃） 
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セミは何と伝えようとしているのか？ シリーズ「川越の自然」を訪ねて（2）

 
セミの抜け殻を探す子どもたち 

 
今福のヤマにおけるセミの抜け殻の採集結果 

	 夏の風物詩－セミの歌声－が小さくなり季節

は着実に秋に向かっています。そんな季節を感

じさせるセミの抜け殻を今福のヤマで 3年間に

わたって観察してきました。主役は子どもたち

で、夏休みを利用しての抜け殻探しで雑木林を

かけ回りました。 

	 3年間の結果は表のとおりです。4種類のセミ

の抜け殻が採集されていますが、その合計は 43

8匹から 754匹と 1.9倍に増加しています。 

	 セミの中ではニイニイゼミとヒグラシが大幅

に増えています。ニイニイゼミは 4倍、ヒグラ

シは 1.9倍になっています。 

	 この理由は、7 年前から順応的に雑木林に手

を入れて、昔の林の景観を取り戻す努力を確実

に続けてきたことによります。これ以前の過去

のデータがないので確実なことは言えませんが、

林はきれいになるにつれてセミが増えたことが

わかります。とくに自然が豊かな環境に棲息し

ているヒグラシの増加は伝統的な管理はセミに

とって棲息しやすさを示しています。 

	 また、気候変動の関係では、関東以西に多く

棲息しているニイニイゼミとツクツクボウシが

増えているのは温暖化の影響かも知れません。

アブラゼミはヒートアイランドで減少している

と言われておりますが、ここ今福のヤマではク

ールスポットとなって減少をくい止めているの

かも知れません。 

	 林のセミを定点的に調べることで川越の自然

がどのように変化しているのかの断片を知るこ

とができるでしょう。また、林の循環型農業を

めざした管理や最近クローズアップされている

生物多様性保全をめざした自然の管理方法にモ

ニタリングとして確実なセミの抜け殻調査は有

効なのかもしれません。 

	 伝統的な雑木林の管理法の伝承が途絶え始め

ている現実に手さぐりの対応が求められている

事態に多面的な目配りをしながら慎重な活動が

必要であり、順応的な管理と科学的なモニタリ

ングを基本として、川越の自然を保全・再生を

めざすことを期待しています。 

（過昌司、9月 19日原稿受理） 

◆会員のみなさまへ	 ご協力をお願いします 

①個人会員のみなさまへアンケート回答のお願い（10 月 17 日までご返送ください）：第 11 回

かわごえ環境フォーラムの開催に先立って実施するアンケートです。同封物をご覧ください。 

②かわごえ環境フォーラム「かわごえ環境活動報告集」応募のお願い：11月 22日申込締切、1

2月 21日レポート投稿締切、2月 23日（土）が発表日です。同封物をご覧ください。 

③会員情報の変更：月刊誌等の送付先（郵便番号・住所・担当者等）や事業者・団体の代表者

名等の登録内容に変更がありましたら、かわごえ環境ネット事務局までご連絡ください。 
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エコドライブのすすめ IV 社会環境部会

No.5 アイドリングストップ 

停止時のエコドライブを考えましょう。停止

時のエコドライブとはちょっと変ですが走行し

ていない時でもエンジンが動いている間は、当

然燃料は消費されています。燃費計を見ると消

費されていることがわかります。停止時に消費

される燃料は何と 19%もあります、特にストッ

プ、スタートの多い市街地では停止することも

多く無駄に燃料が消費されます。走らないのに

燃料を消費するのは無駄です。エンジンを止め

ると当然燃料も消費されません。これがアイド

リングストップです。ただし信号などでは発進

までの時間がわからず不安になりがちなので、

まずは用事を済ませる際や、長く待たされる踏

切、ショッピングセンター、パーキング待ちな

ど発進のタイミングがわかりやすい場所でアイ

ドリングストップしましょう。アイドリングス

トップはエコドライブには有効ですが、灯火類

やエアバックなどの安全装置、バッテリーの状

態など注意しなくてはならないことが多くあり、

このような状態を確認して、実施してください。 

No.6 その他、気を付ける事 

ここまでは運転時のテクニックについてでし

たが、運転以外にもエコドライブに役立つこと

が沢山あります。カーエアコンの使用は燃費に

大きく影響しますので使い方に気をつける。 

ON の時は内気循環で、冷やし過ぎや暖め過

ぎの無いようこまめに温度調節をする。スムー

スな走行の妨げとなる、様々な抵抗を減らすの

もエコドライブの重要なポイントです。空気抵

抗、加速抵抗、タイヤ転がり抵抗なども意識し

ないと燃費は良くなりません。 

空気抵抗を減らす為には使わないルーフキャ

リアは外し、さらに高速走行時には窓を閉め、

不要な荷物を降ろし、車の重量を減らしましょ

う。軽くなれば燃費がよくなります。タイヤの

適正な空気圧も大切です。定期的な空気のチェ

ックをお勧めします。タイヤの空気が低下して

いると燃費の悪化だけではなく安全上危険です。 

 
アイドリングの燃費比較 即スタート・2分後・10分後 

暖機運転は現在の車は寒冷地を除いて必要あ

りません。また停止してエンジンだけを暖める

より、タイヤなどの足周りも含めたウォームア

ップ走行がお勧めです。以上がだれでもできる

エコドライブです。 

以上 4回にわたりエコドライブテクニックを

掲載しました。少しは参考になりましたか? 

川越市環境政策課でも 12～1月ごろにエコド

ライブ教習会を本会共催で予定しています。詳

細は決定次第発表します。 

より多くの方々の申し込みをお待ちしていま

す。 

地球温暖化防止にご協力をお願いします 

 

（講習では教わらなかったことで、私が実行

していることがありますので運転に自信のある

方、余裕のある方はお試しを、例えば時速 40k

m で走行時、本来ならエンジン 1200 回転くら

いなのに 1800 回転くらいでミッションが切り

替わらない時、負荷との関係なのか、気迷い状

態で走っている時があります。その解除方法と

してチェンジレバーを一度ニュートラルにして

エンジン回転が下がった時点でDに戻すと回転

が普通に戻ります。私の車は 5AT車なので CV

Tでは確認できていませんが一度お試しを。） 

（エコドライブ推進担当 井口吉三郎） 
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かわごえ環境ネットからの報告

池辺公園だより 自然環境部会 

今年の夏は雨が少なく猛暑でしたが、それま

では雨が多く比較的寒かったためでしょうか、

アブラゼミの鳴き出しは遅く、キツネノカミソ

リの開花も地域により 10 日間程度の遅れを感

じました。池辺公園では 8月 23日ごろが最盛期

だったように思われます。 

暑すぎ湿りがなかったせいでしょうか、ウバ

ユリは開花前の蕾の状態で赤茶けてしまいまし

た。ハグロソウ、ヤブランなどはようやく恵み

の雨で元気を取り戻したようです。 

9 月 4 日（火）には蝉時雨の中、キツネノカ

ミソリの結実を確認した後、少し除草や伐採を

行い、植物の知識を深めるミニ講座も開きまし

た。     （菅野仲夫、9月 7日原稿受理） 

 
除草・伐採作業 

 
キツネノカミソリの結実

仙波河岸史跡公園だより 自然環境部会 

8月 21日（火）に植物調査を行いました。雨

なしの暑さにも関わらず予想以上に植物は元気

で、しおれた雰囲気はありませんでした。徐々

に秋の野草に変わりつつあるようです。 

池に注目するとウシガエルが増えているよう

で、鳴き声と共に動きもよくわかります。シオ

カラトンボは盛んに飛び回っていますが、それ

以外のトンボはまだ確認できません。 

右側の池のショウブは姿を見ることなく、消

えてしまったのか心配です。 

住宅街の公園らしく小学生が夏休みの宿題を

抱えた姿や、散歩する親子連れも見かける木陰

のあるスポットです。 

次回は 10月 18日（木）に植物調査を行いま

す（16日（火）を変更します）。 

（菅野仲夫、9月 7日原稿受理） 

 
親子連れ

 
ヤブミョウガ
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河越館跡にキツネノカミソリ 自然環境部会 

国指定史跡・河越館跡史跡公園の一角、西側

の昔の土塁跡に、キツネノカミソリが自生して

おり、約 170株確認できました。ご承知の通り

埼玉県のレッドデータブック 2011 植物編によ

りますと、準絶滅危惧種（NT）に指定されてお

ります。 

市民の森 8号、池辺公園、川越水上公園、そ

して河越館跡史跡公園と入間川沿いにはキツネ

ノカミソリの生息する自然環境が整っており、

今後の保全・整備が楽しみです。 

（菅野仲夫、9月 7日原稿受理）

 
キツネノカミソリ 

 
ロープを張り保護

生ごみリサイクル交流会に参加して 社会環境部会 

 
2012年 堆肥化協会 瀬戸理事長挨拶 

 
2012年 長井市 齋藤さんのレインボープランの発表 

私は、この交流会に第 12 回（2004 年）より

参加して今年で 9回目になりました。昨年まで

は、早稲田大学国際会議場で行われていました

が、今年は 8月 21日に明治大学リバティタワー

で第 20回が行われ、全国から約 380人が参加さ

れました。 

9 年間の交流会を通して、印象深かった発表

は、茨城県取手市、栃木県高根沢町、茂木町、

芳賀町、埼玉県戸田市、高知県土佐町、山形県

長井市等です。分科会は毎年 4分科会の内 1分

科会しか出られませんので、偏った情報かもし

れませんが、いずれも、単に生ごみ処理でなく、

市町村全体で取り組み、街おこしのキーとして

活用されています。 

 ① 市民（民間団体、NPO等） 

 ② 事業者（処理業） 

 ③ 行政（市町村） 

の 3者が一体となって取り組んでいます。 

きっかけを作っているのは民間団体が多いで

すが、高根沢町のように、町長自らが信念を持
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って発案し、軌道に乗せているケースがありま

す。一般的には、市民の発案に、行政が呼応し、

専門家を交えてシステム作りをしているケース

が多いようです。運営には独立採算は困難で、

立ち上げ時に基金を活用したり、行政の予算で

カバーしているようです。 

単に生ごみ処理だけにとどまると、伸び悩ん

でしまうようです。生ごみ処理をベースに街お

こしに繋げ、市町村民が、喜んで参加するよう

になると本当の意味で「生ごみは宝だ」になり

ます。 

発表されている成功事例をみると、すべてに

共通すると思われますが、きっかけを作る人が

熱意・信念を貫き通し、参画する人たちをその

気にさせ、回を重ねてシステム作りをして、市

町村民の理解のもとに、市民参加のシステムに

しない限り、継続・拡大は困難なようです。 

生ごみとなると、女性に関心者も多く、戸田

市の吉田義枝さん取手市の恒川敏江さん、長井

市の齋藤真知子さん等、女性のリーダーががん

ばっています。 

9 年間参加して得たものはなにか？川越市に

適用できるものはないか。なかなか見つからず

悩んでいる有様です。 

都市部での取り組みは、八王子市、町田市、

日野市、川崎市、狭山市等の事例が発表されて

いますが、ほとんどが部分的であり、全域での

活用までは遠い道のりのようです。 

川越市での取り組みとしては、企業ではそれ

ぞれ自家処理が進んでいるようですが、市の施

設ではまだ部分的であり、これからと思います。

また、一般市民の間では、可燃ごみの減量化の

意識はありますが、なかなか生ごみの減量化ま

では届かないようです。せめて、生ごみの水切

り・乾燥ごみ出し、家庭菜園での生ごみの堆肥

化の普及等に力を注ぎ、徐々に普及するように

啓蒙する段階かと思います。 

（原嶋昇治）

環境施設見学会実施報告 社会環境部会 

 
浮島太陽光発電所 

施設環境めぐりを 9月 12日行いました。行先

は、かわさきエコ暮らし未来館及びキリンビー

ル横浜工場を見学してきました。参加者は 18

名でした。 

1）エコ暮らし未来館 

ここは、大規模な太陽光発電所（メガソーラ

ー）を主体とし、施設としては、プラごみ、紙

ごみの 1次処理施設、川崎市の環境啓蒙施設等

の総合環境学習の場として、活用されています。 

2011 年 8 月に運用開始された太陽光発電は、

最大出力 7,000Kw、太陽電池で発電した直流電

力を交流に変換し、66,000V で送電し、発電量

は一般家庭約 2,100 軒分の年間使用量に相当す

るそうです。東京湾に面した場所のため海風が

強いので理想は 30度くらいの仰角を 10度とし

て風圧荷重を軽減したり、雑草対策したり、経

費軽減に努められたとのことでした。 

2）キリンビール横浜工場 

ここは、ビールの製造工場であるとともに会

社の PR の場でもあり、多くの見学者が列をな

していました。製造工場での、醸造工程と素早

いコンベアの動きは、目をみはるばかりでした。 

 ビールのできる過程、歴史、環境施設等見学の

のち、できたてのビールの試飲をさせていただ

きました。さすがにできたては、うまいと思い

ました。 
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3）反省点 

参加者を多く集められなかったことは、今後

の反省点として取り組んで行きたいと思います。 

結果としてバス小型に変更、大幅赤字、訪問

先お詫び、大きな宿題が残りました。今後の参

考とし、あえて、参加者の状況を参考までに。 

社会環境部会メンバー：8 名（うち理事 2 名）

まずまず 

一般理事：0名 その他一般会員：1名 もう少

し参加を促したい 

部会知人：4名 口コミ参加を促すのは有効。 

広報にて参加：3名 小さな記事でしたが有効。 

その他：2名。 

一昨年の資源化センター、昨年の治水巡りに

比べ、市民の関心受けをするものと思っていま

したが、全くの見込み違いでした。 

しかし、人数が少なかったこともあり、帰り

のバスでは、環境に対する意見交換が活発にで

き、楽しく有意義な時間が過ごせました。 

（社会環境部会代表 原嶋昇治）

 
キリンビールの環境への取組 

 
熱心にガイドの説明を聞く参加者 

 
仲良し参加者の試飲での乾杯

川越まつりまち美化活動 社会環境部会 

 
2011年 10月 新富町での定点ごみ箱 

道路がきれいになっています 

 
どんなごみも逃しません 

 
中央公民館で集めたごみの分別作業

10月 20、21日は市制施行 90周年記念の川越

まつり。絢爛豪華な山車の共演を見ようとする

人達が訪れ、街中がお祭り一色になります。 

このお祭を裏で支える多くの団体のひとつ

「クリーン＆ハートフル川越」（武田侃蔵代表）

のまち美化活動をご紹介します。 

写真は昨年の川越まつりでの活動状況です。

お祭といったら屋台でたこ焼き、焼きそば。食

べ終わるとトレイと割り箸、持ち帰ろうか、ど

こかにごみ箱が、ついつい道のかたわらにポイ

としたくなる方も。 

昨年は①移動しごみを拾う人、②定点でごみ

袋を広げごみを回収する人、③集めたごみを収

集場所に運ぶ人の役割分担でまち美化活動しま

した。 

ごみが集まる集まる、道がきれいになる、感

謝される。とにかく会場のごみが少なくなり、

テンツクテンテン、テンツクテンテン「曳っか

わせ」 

 

川越まつりまち美化活動参加希望の皆様方へ！ 

期 日： 10月 20日（土）・21日（日） 

時 間：11:00-21:00（2時間ずつ交代） 

集合場所：本川越駅北側の西武バス折り返し所

（10月 5日ごろに詳細決定） 

連 絡 先：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 
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服 装：軽装でお越しください。お祭用の赤

いハッピを羽織っていただきます。

お祭り参加気分になります。 

クリーン＆ハートフル川越の活動紹介と参加者

募集！ 

毎月 8回、まち美化啓発運動を行っています。

詳しい日程は本誌「会員・関係団体の主催行事」

欄をご覧ください。 

9 月 9 日（日）に行われた本川越交番から市

役所等の方面までの活動の様子です。 

参加者募集！ お気軽に参加を！ 

（菊地三生） 

 

会員からの報告

平成 24年度全国水生生物調査報告 川の国応援団 南小畔親水クラブ 

 
北小畔川下田橋下流での調査 

 
安比奈親水公園での調査風景

この調査には、3 年前から参加し、川越市西

部の南小畔川、北小畔川、小畔川、入間川の 4

か所で行ってきました。今年は、川の国応援団、

南小畔親水クラブのメンバーが主体となって調

査しました。8月に実施しましたが、7月後半か

ら 8月にかけて雨がほとんど降らず、川の水量

も減り、藻が多くなり、水質も悪化して、川の

生き物、魚も例年より少なかったように思いま

した。調査個所状況は、 
No. 調査場所 調査日 参加者 
1 南小畔川 河南親水公園 8月 1日 2人 
2 北小畔川 下田橋付近 8月 6日 7人 
3 御伊勢塚公園北 8月 12日 4人 
4 安比奈親水公園 8月 18日 6人 

① 南小畔川：水辺再生 100プランで工事され

た箇所で景観もまずまずで、水も比較的きれい

で、川の虫や、魚も比較的多くいるが、オオク

チバスが増えてきており、動向を見守りたいと

思います。 

② 北小畔川：河川敷で野菜つくりを行ってい

る人がいて、橋の下に農機具、ゴルフ道具等が

置かれていました。また、河川敷に栗、柿等の

果樹もあり、いかがなものかと思いました。流

れの淵にはオオフサモも見られ、蔓延するよう

であれば、駆除する必要があるものと思います。 

③ 小畔川：この場所は、今年水辺再生 100プ

ランで工事が完了したところですが、遊歩道は

作られたものの、護岸等はほとんど従来のまま

で、虫や、魚も多くは見られませんでした。ま

た、水の汚れも目立ちました。 

④ 入間川：ここは、例年と、ほぼ変わりあり

ませんでした。 

毎年調査しているこの 4か所は、小さな河川

の中流地域で、水生生物による水質判定で、水

質階級 II（やや綺麗な水）と判定されます。危

険個所も少なく、川遊びに適していると見られ

ますが、なかなか子供たちの遊び場になってい

ません。この調査にも、もう少し参加者を増や

して、川の虫、魚、水辺の植物等詳しい人に参

加して頂き、多くの目で、より精度の高い判定

が出来るようにしたいものだと思っています。 

（川の国応援団 南小畔親水クラブ 代表 原嶋昇治）
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わたしも福島  

9 月 1 日から 4 日まで、福島県郡山市から会

津若松駅経由で、南会津町までを訪ねました。 

9 月 1 日、つばさ 127 号で郡山駅に降り、郡

山ビューホテルアネックスで案内図を貰い、安

積艮斉（あさかごんさい）記念館を訪ねました。

その印象はあの才能価値の書で弟子、御指南は

先を見つめる生き方の道。次に郡山市民プラザ

へ行きました。福百年未来塾に参加するためで

した。 

展示室では 2つの絵画展が開催中でした。 

① 春描く 乙女の衣と 花々に 動きも入れ

て 心の筆入れ（未軌会洋画展） 

② 立つ景色 心の遺産を 切り取って 自然

の行進 巧みに描く（初水画作品展） 

福島百年未来塾では城南信用金庫理事長、吉

原毅さんの話しがありました。 

① 人を知り 地域へ富を 信用術 現地へ行

員 復興支援（今も続けている） 

② 脱原発 知恵の発電 省コスト アイディ

ア支援 地域根ざして。 

郡山ビューホテルアネックスに泊まり、翌日

会津若松駅から会津鉄道トロッコ列車花号で会

津田島駅まで行きました。大雨の中の旅になり

ました。そのまま雨と風を楽しむ人、窓ガラス

のある車両で車窓風景を楽しむ人、さまざまな

方々の思い出を乗せてゆっくり進みました。 

猫光る トンネル中の 大変身 イラスト化

ける アイディア車両（トロッコ列車の壁に貼

ってあるイラストは暗いトンネルの中では蛍光

作用で光ります）。乗り継いで会津高原尾瀬口ま

で行き、会津バスで湯の花温泉に行き、民宿み

ちのく岩窓に泊まりました。 

胡瓜寿司 アイディアを盛る もてなしも

大雨奏でる 湯の花景色。 

ここには地域住民の利用する 4か所の共同浴

場に入れる宿泊入浴券（2 日間有効）があり、

住民登録をした気分になりました。9 月 3 日は

バスで道の駅番屋、ハローショップみどりや、

館岩観光案内所売店に立ち寄り土産品等を購入

し、2時間ほど歩きました。 

山の壁 信じて夫婦 農作業 南会津の

日々の営み。水引集落にある。離騒館に泊まり

ました。水引集落に残る茅葺き屋根の民家でし

た。茅葺の 誉れを守る 日々努力 客も感心

遺産継承。9 月 4 日は、駒止湿原に秋の自然

を訪ねました。 

① 駒止の 潤いの道 歩む人 湿原の価値

知った心で。 

② サシバ見る 旅立前に 駒止で 気遣う人

は 和みの笑顔。 

窓のないトロッコ車輌、農作業方々、駒止湿

原の姿を見て会津地方では原発事故の影響はほ

とんどなくなったと感じました。会津田島駅に

表示されていた放射線量 0.064（9月 4日午前 8

時 30分）を見て確信しました。 

（二見正憲）

 

流域・地域の話題

「緑のカーテン全国大会」が三郷市で開催  
国民的な課題となっているエネルギー問題は、

安全な再生エネルギーをどう活用できるかにか

かっています。当面は、夏の省エネ対策として

「緑のカーテン」運動が全国に広がっています。

その、第 6回全国大会が「全国緑のカーテンフ

ォーラム inみさと」として、9月 2日に三郷市

文化会館で開かれました。三郷市の市制 40周年

記念事業として市を挙げての取り組みでした。 

基調講演は、板橋区の学校で「緑のカーテン」

普及運動を続け、地域との交流をとおして大き

な成果を上げている菊本るり子さんの報告があ

りました。軽妙な語りで笑いを誘いながら聴衆

をひきつけました。 

ついで<もし、みさとの建物がすべて「緑の
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カーテン」で包まれたら>と題したパネルディ

スカッションが行われました。 

市民代表の熱い思いと、行政の積極的な姿勢

がかみ合って会場も盛り上がりました。閉会の

あいさつをした「みさと緑のカーテン運営協議

会」会長もラフなジーパン姿で登壇、行動力を

かいま見ました。       （武田侃蔵） 

 
市民の熱意を反映した討論

 

狭山市の入間川で小学生が地曳網体験  
NPO 法人さやま環境市民ネットワークの川

部会の企画で毎年開かれている「川がき入間川

の地曳網体験」が 9月 12日、狭山市内の昭代橋

付近の入間川で行われました。入間小学校と入

間東小学校の 4年生が、水着姿になって上流・

下流から網を引き、魚を真ん中に集めてのつか

み取りをしました。地元の入間漁協狭山支部の

役員や PTA の応援で実現した貴重な体験授業

でした。 

（武田侃蔵）  
川いっぱいに網を広げて 

 

入間市の「加治丘陵」観察体験  

 
展望台から見る一面の茶畑 

 
山仕事の広場 

 
倒木の枝が大きな幹に成長

西温ネット（西埼玉温暖化対策ネットワーク）

主催の里山体験が、9月 15日（土）近隣 6市 1

町の有志 17名の参加で行われました。入間市の

西北にあり、飯能市に隣接する丘陵で、高さも

150m前後のハイキングコースになっています。

武蔵野音大がキャンパスをつくり、自然と芸術

の森が実現するはずでしたが今は縮小され、将

来どうなるか市民の関心を集めています。周り

は住宅開発にさらされていますので、公有地化

を進めています。緑のトラスト運動が待たれま

す。 

「山仕事」を愛する市民団体が、下草刈り、

間伐、炭焼きなどで、丘陵の緑の保全を図って

います。市と連携をとって「協働」のモデル事

業をめざしていますが、時に見解の齟齬で協力

関係に亀裂が入ることもありました。「山仕事の
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広場」と名づけられた芝生の土地も、市民の希

望する材料置き場や作業場は作られずに遊具つ

きの広場となり、バイオトイレも市民提案より

割高な設備となりました。 

市民の思いと市の意識を共有するには努力が必

要だと痛感しました。一周約 7kmの爽快なハイ

キングコースは平地の川越にはうらやましい限

りでした。 

（武田侃蔵）

 

川越市からのおしらせ

水辺ふれあいイベント 環境政策課 

10月 13日（土）午前 9時 30分～午後 3時、

江遠島緑地（古谷上）内の麦生川において、ペ

ットボトルのわなを仕掛け、捕まえた魚を観察

します。（小学校 4～6年生の親子 15組を対象、

参加費無料）申込みは、10月 1日（月）9時か

ら直接来庁、電話（環境政策課 049-224-5866）

またはファクス（049-225-9800）にて受付けて

います。当日は、野外活動が行える服装（長袖、

長ズボンなど）、持ち物は空のペットボトル（2

リットル）、カッター、ビニール袋、飲み物、昼

食をご持参の上ご来場下さい。なお、前日まで

もしくは当日が雨天等の荒天の場合は、川の増

水等が考えられますので中止とさせて頂きます。 

記事 URL http://www.city.kawagoe.saitama.jp/w

ww/contents/1317621586860/

 

平成 24年度秋季苗木配布事業 環境政策課 

10 月 27 日（土）午前 10 時 45 分から、川越

運動公園（平成 24年度産業博覧会会場内）にお

いて秋季苗木無料配布事業を実施いたします。

この事業は、市民の緑化意識の向上と緑化の推

進を図ることを目的として昭和 58 年より継続

して行っており、これまでに配布した苗木は約

7 万本となっています。当日は、ヤマブキ・ウ

バメガシ・ブルーベリーなど 500本の苗木を無

料で配布する予定でおります。苗木は先着 500

名に引換券方式で配布し、引換券の配布は午前

9時から行います。

 

理事会報告・専門委員会からの報告

理事会  

9月 21日（金）9:00-10:35に福田ビル 3F会議

室にて第 6回理事会を開催しました。かわごえ

環境フォーラムについて（実行委員会報告にて

詳述）、アースデイ・イン・川越の実行委員会へ

の参加と出展について、北公民館かんきょう祭

りの後援名義使用許可についての 3点が審議さ

れ、その他各専門委員会からの報告と会員動向

についての報告を受けました。会員は 2会員増

加して 155会員（個人 93、民間団体 31、事業者

30、行政 1）となっています。 

なお、9 月末日時点での会費未納の方には今

回の郵送資料に納入のお願いを同封しておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

（小瀬博之）

 

社会環境部会  

9月の例会は、14日（金）福田ビル 3階会議

室にて、10名の参加者で開催しました。 

前々日に実施した環境施設見学会（エコ暮ら

し未来館・キリンビール横浜工場）は、30名募

集に対して、参加者 18 名でした。部会会員 8

名のほかは、本会の会員はたったの 1名のみで
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あったのは大ショックであり、働きかけが悪か

ったのか、関心がなかったのか、今後の企画に

課題を残しました。 

11 月 18 日（日）に実施する環境講演会は、

何としても知恵を絞って 100名の聴講者を集め

たいと策を練ることにしました。 

その他の活動として、渡辺さんより柑橘類苗

の配布について報告がありました。また、生ご

みリサイクル交流会の報告がありました。 

エコライフ DAY（夏）の集計は、18 日北公

民館で、有志により行うことにしました。 

10月 5日（金）の懇親会は、仲間の意志、活

動状況、生き方等ざっくばらんに話し合い、こ

れからの部会を楽しく、話しあえる場にしたい

と思っていることを伝えました。そのために、

吾野の「あじさい館」で行うことを理解してい

ただけるとありがたいと思っています。 

（社会環境部会代表 原嶋昇治）

 

自然環境部会  

9月定例会は福田ビル 3階会議室にて 12名の

参加で開催されました。内容は以下の通りです。 

①キツネノカミソリ観察会（8/12）の報告 今

年は例年より開花が遅れ、池辺公園ではまだつ

ぼみであった。詳細は 9月号に掲載済み。 

②池辺公園定例活動（9/3）ハグロソウ周辺の選

択的草刈りなど 参加者 7名 

③「（仮称）川越市森林公園」計画地 「虫の調

査」3回目（9/3） 調査結果は今年中にまとめ

て報告 

④「（仮称）川越市森林公園」計画地の定例活動

（9/10） 新たに公有地となったゴルフ練習場

わきの植物調査 参加者 11名 

⑤環境フォーラム実行委員会報告 ワークショ

ップの内容と持ち方について意見がいくつか出

た。 

※その他 会員から「最近、安比奈親水公園の

水路で大量の魚が浮き上がったことがあって、

すぐ上流で何か洗い物をしていた人がいた。」と

いう話がだされた。有毒物の可能性が考えられ

たため、すぐに市に連絡し対応してもらった。

この事例から自然や生き物に対するモラルの問

題、環境保全や情報発信など意見が活発に出さ

れた。     （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  

9月 21日（金）の理事会後から 12:00まで福

田ビル 3F 会議室にて第 3 回実行委員会を開催

しました。2月 23日（土）9:30-16:30に環境プ

ラザ「つばさ館」（資源化センター隣接）で行わ

れる第 11回かわごえ環境フォーラムでは、午前

に環境活動報告会、午後にワークショップ（ま

たは講演会、シンポジウム）を行う方向で検討

しています。 

今回は、特に個人会員に対して行うアンケー

トと団体会員に対して行うアンケート（団体紹

介）の内容について検討しました。個人会員の

みなさまには、3 ページでもお伝えしている通

り、今号に同封したアンケートに 10月 17日ま

でに回答くださるようご協力ください。 

また、例年通り環境活動報告集への投稿・発

表者を募集します。会場が広く使えますので、

たくさんの応募をお待ちしています（11 月 22

日発表申込期限、12 月 21 レポート投稿期限）。

別紙で詳細をお知らせしています。 

（実行委員長 小瀬博之）

 

 

 

 



月刊 かわごえ環境ネット 2012年 10月号 No.072 

- 14 - 

おしらせ

トピック講座「持続可能な社会を築くために」～Part-2を 11月 18日に開催  

「温暖化とエネルギーで変化する食住への危機」 

現在、原発と将来のエネルギー政策をめぐっ

て熱い議論が闘わされています。一方で、「脱原

発を進めれば火力発電が増えて、温暖化が進む」、

「原発をやめれば、地域の雇用が失われる」な

ど、脱原発に慎重な意見があります。他方、「福

島の経験を考えれば、脱原発は当然」、「自然エ

ネルギーを大幅に増やすなど、脱原発と温暖化

対策は両立する」など、脱原発に積極的な意見

もあります。今回の講演では、これらの意見に

ついて実際はどうなのかを議論しつつ、この問

題は結局私たちがどのような国のかたちを望む

のかという、大きな転換点に行きついているこ

とを見ていきたいと思います。 上村雄彦 

日時：11月 18日（日）13:00-15:00 

（終了後、15:15-16:45に講師を囲んで懇親会を

予定しています） 

場所：川越市立中央図書館 3階視聴覚ホール 

（川越市三久保町 2-9） 

講師：上村雄彦先生（横浜市立大学 教授） 

参加費：無料 

定員：100 名（お誘い合わせの上、多くの方が

ご参加ください） 

申込：かわごえ環境ネット事務局 

（環境政策課環境推進担当、Tel.049-224-5866） 

＊会員の方は、詳しく書かれている同封資料も

ご覧ください。

 

「2012アースデイ・イン・川越 立門前」を 10月 28日開催  

川越市制施行 90周年記念事業として 10月 28

日（日）に、蓮馨寺、旧鶴川座、旧織物市場、

熊野神社、立門前通りを会場に「2012アースデ

イ・イン・川越 立門前」を行います。今回か

ら、市内新宿 3丁目にある国土交通省の荒川上

流河川事務所も、川越市周辺の治水や三ッ又沼

ビオトープの紹介などの展示をはじめ、県と市

の行政の参加を増やし、鶴川座を会場にまとめ

ることにしました。蓮馨寺の方は国際交流の諸

団体の参加を広めます。熊野神社境内、旧川越

織物市場内も参加団体が工夫をこらして準備を

進めています。 

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

お願いしています。

 

「第 11回かわごえ環境フォーラム」環境活動報告の投稿・発表者募集 

来年 2 月 23 日（土）9:30-16:30 に「第 11 回

かわごえ環境フォーラム」を川越市環境プラザ

「つばさ館」（資源化センター）で開催します。 

この行事によって、各々の環境活動と役割を

相互に理解し、川越市の望ましい環境像実現の

ための取組がいっそう活発になることを期待し

ます。開催にあたって、環境活動をされている

個人・団体からの環境活動報告を広く募集しま

す。みなさまの積極的な応募をお待ちしていま

す。 

投稿・発表申込期限は 11月 22日（木）、レポ

ート投稿期限は 12月 21日（金）です。 

募集要項は、会員のみなさまには資料を同封

しています。または、かわごえ環境フォーラム

ホームページ（http://forum.kawagoekankyo.net）

に掲載しておりますのでご覧ください。
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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 10月度） 

日時：10月 4日（木）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） 

次回は 11月 6日（火）9:00-10:00 

●社会環境部会（2012年 10月度） 

日時：10月 12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 10月度） 

日時：10月 12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 11月 9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 7回） 

日時：10月 18日（木）9:00-10:30 

場所：川越市役所地階修養室 

次回は 11月 22日（木）9:00-10:30 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 4回） 

日時：10月 18日（木）10:30-12:00 

場所：川越市役所地階修養室 

次回は 11月 22日（木）10:30-12:00 

＜環境イベント・講演会＞（詳細は p.8,14） 

★川越まつりまち美化活動 

期日： 10月 20日（土）・21日（日） 

時間：11:00-21:00（2時間ずつ交代） 

集合場所：本川越駅北側の西武バス折り返し所 

（10月 5日ごろに詳細決定） 

連絡先：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 

★2012アースデイ・イン・川越 立門前 

日時： 10月 28日（日）10:00-16:00 

場所：蓮馨寺（川越市連雀町 7-1）、旧鶴川座、

旧織物市場、熊野神社、立門前通り 

★トピック講座「持続可能な社会を築くために」

～Part-2「温暖化とエネルギーで変化する食住

への危機」 

日時：11月 18日（日）13:00-15:00 

（15:15-16:45に講師を囲んで懇親会を予定） 

場所：川越市立中央図書館 3階視聴覚ホール 

（川越市三久保町 2-9） 

講師：上村雄彦先生（横浜市立大学 教授） 

＜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： 10月 2日・11月 6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：10月 8・22日・11月 12・26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。 

★仙波河岸史跡公園植物調査 

日時： 10月 18日（木）9:00-12:00 

場所：仙波河岸史跡公園（川越市仙波町 4-21-2） 

問い合わせ：菅野（049-224-5622） 

★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。 
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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 

◆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 

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。 

◆11月 18日（日）・21日（水）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、お弁当持参。雨天決行 

紅葉や木の実、野鳥を観察します。植物の解

説は太田先生です。園内バスで移動します。昼

食は必ず持参してください。 

●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） 

◆10月 2日（火）・18日（木） 

◆11月 6日（火）・15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） 

◆10月 14日（日）・11月 11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） 

◆10月 27日（土）・11月 24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。 

☞「川越まつりまち美化」打ち合わせ 

◆10月 5日（金）・15日（月）15:00より 

北公民館（川越市氷川町 107）1階で、担当区

域などの調整打ち合わせ。今年は、90 周年で、

祭り会場が広くなり、ごみ置き場等、事前打ち

合わせが必要になりました。 

☞新河岸川でカヤック下り 

◆10月 13日（土）9:00-15:00 

新河岸川の流域市の市民団体で活動を続けて

いる「新河岸川広域景観づくり連絡会」では、1

0月 13日（土）に、昨年に続いて新河岸川をカ

ヤックで下るイベントを行います。川越市の旭

橋からふじみ野市の養老橋まで下り、「水辺 100

選」で整備された遊歩道を歩き、近くの河岸記

念館を見学します。2 人乗りのカヤック 6 隻で

すので、乗船希望は抽選で行います。乗れない

人も、土手を歩きながらごみ拾いをして協力し

ます。9時旭橋集合、15時養老橋解散です。 

☞「川の国応援団・新河岸川市内流域の清掃」 

参加できる人は、担当箇所分担の割り振りの

ため、実施日の 3日前（水曜日・10月 24日・1

1月 21日）までに武田（090-2521-5770）へご連

絡ください。 

◆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 

◆11月 24日（土）9:00-11:00 

新扇橋から養老橋までの川越市部分を 4か所

に分けて実施。ふじみ野市の環境団体も併行し

て新河岸川美化活動に協力します。 

●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 

◆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 

◆11月 10日（土）10:00からの作業 

里芋の収穫・芋煮会 
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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 
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） 

※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

意見を出し合い、行っています。 

9月後半から 10月初旬は農家が昔、生業として

いたように、わたしたちも足踏み脱穀機を 3台、

唐箕 2台を連結した“農作業”を行っています。

天気と相談しながら・・・。 

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。かわごえ環境ネ

ットのみなさまもぜひご参加ください。 

☞収穫感謝祭 

◆10月 13日（土）10:00-15:00（雨天でも実施） 

みんなで一緒に!新米たべよ! 

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） 

参加費：300 円（小学生以上）昼食時の食事費

用、会員外は他に保険料 1人（家族）200円 

服装：タオル等 おにぎり、調理をします。 

●(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） 

◆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。 

◆11月 11日（日） 

冬の使者カモたちが次々飛来します。コガモ、

オナガガモに続き何ガモがやってくるでしょう。

ジョウビタキ、ツグミ、アオジなどの小鳥たち

も姿を見せます。伊佐沼公園の紅葉も見ごろを

迎えます。 

広報委員会からのおしらせ

●本誌への原稿投稿を受け付けています 

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実施する公開イベント

等の情報掲載も受け付けています。2012 年 11

月号（No.073，10月下旬〜11月上旬発行）の掲

載原稿は、10 月 14 日（日）必着です。電子デ

ータを編集担当共有のメールアドレス（koho@k

awagoekankyo.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。 
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イベントカレンダー（10月 3日〜11月 17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 

10/3 10/4 
◆9:00広報委員会 

10/5 
◎15:00川越
まつりまち美

化打ち合わせ 

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 
◎9:00新河岸川
でカヤック下り 
◎9:30水辺ふれ
あいイベント 
◎10:00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 
◎15:00川越
まつりまち美

化打ち合わせ 

10/16 10/17 
○個人会員ア

ンケート提出

期限 

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 
★9:00仙波河岸
史跡公園植物調

査 
◎13:30まち
美化啓発運動 

10/19 10/20 
★11:00~21:00
川越まつりま

ち美化活動 

10/21 
★11:00~21:00
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 10/25 
 

10/26 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

10/27 
◎9:00川の応援
団・新河岸川市

内流域の清掃 
◎9;00-引換券
苗木配布事業 
◎13:30まち
美化啓発運動 

10/28 
★10:00アー
スデイ・イ

ン・川越 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

10/29 
 

10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 
文化の日

11/4 
 

11/5 11/6 
★9:00池辺公
園定例活動 
◆900広報委員会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

11/7 
★8:20西川材
の森の見学バ

スツアー 

11/8 11/9 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

11/10 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 

11/11 
◎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 

11/12 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 植物調査 

11/13 11/14 
○本誌 12月号
原稿提出締切 

11/15 
◎9:00かわご
えの生物多様

性講座 
◎13:30まち
美化啓発運動 

11/16 
◎9:30かわご
えの生物多様

性講座 

11/17 
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