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【巻頭言】かわごえ環境ネットの PR用パネル 5枚セットで初展示！

 
全体紹介のポスター 

 
2012アースデイ・イン・川越 立門前での展示 

今年は川越市制 90周年で、いろいろな行事が「祝 90周年」

の冠をつけて行われています。2月に行われた第 10回目の「か

わごえ環境フォーラム」や、6 月の環境月間に行われた「環

境啓発展」、10月 28日の「2012アースデイ・イン・川越 立

門前」も同じように記念事業として参加し、かわごえ環境ネ

ット会員が運営や展示に参加しました。 

本会の紹介には、数年前に事務局で作成した、市民と行政

の「協働」によるパートナーシップを図解したパネルがあり

ましたが、現在の活動を紹介したものがありませんでした。

アースデイでの出展は、自然環境部会の「川越の魚」の水槽

展示や、「川越の自然」の写真紹介などで、本会全体の活動紹

介につながるものがありませんでした。 

川越市制 90周年記念事業を機に、本会を PRするパネルが

必要ではないかとの意見がまとまり、社会環境部会と自然環

境部会とが協議してPR用のパネルを作ることになりました。

かわごえ環境ネットの紹介が1枚、各部会の活動を2枚ずつ、

計 5枚のセットで全容を紹介できるようにまとめました。写

真を活用してわりやすく編集され、さっそく「2012アースデ

イ・イン・川越 立門前」の会場で披露されました。行政のパ

ネルに負けないできばえで、今後の展示が期待されます。 

かわごえ環境ネット 理事（広報委員長） 武田侃蔵 
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山中和郎さん 個人会員訪問 地域環境活動を聴く（49）
山中さんには、何回かの訪問依頼を行ってお会いできまし

た。「もうしょうがないかな・・・」と応じて頂き、中央公

民館での訪問になりました。最近は、市民の森8号地の手入

れで、月に1回の定例活動日にお会いしているのですが、具

体的なお話を伺うのは初めてでした。久しぶりですね。お待

たせしてすみません。が最初の挨拶。山中さんの環境活動は、

どのようなことになっていますか。が聴き始めでした。 

「私の環境活動の始まりは、4年前、川越市森林公園計画

地で開催された自然環境部会の定例観察会に参加し、新緑の

森が何とも気持ちのよかったことが、発端になっています。」

「このような雑木林、何時までも残したいな・・・と思い、

何か関わることができないかな・・・とも感じました。」「市

のボランティア養成講座に応募したり、種々の観察会や作業

に参加したりして、平地林の学習中です。」「そして、川越緑

のサポーターの会に入りました。」山中さんが関心を持ち活

動のキッカケになった気持ちよかった、川越の森林公園計画

地の他にもいくつかの森を訪ねているようでした。どんなと

ころですかの問いかけに、山中さんは、雑木林の写真、カラ

ープリントを出しました。 

 
今読み始めた本と訪ねた平地林の写真プリント 

「今、様々な雑木林を見に行っています。」「和光市の樹林

公園、県民の森、三富の個人農業に活用している林。」「何よ

りよい参考になったのは、皇居東御苑の平地林ですね。」「昭

和天皇の発心で、那須御用邸近くにあった平地林をそっくり

並行移動したような東御苑を訪れました。」「この平地林は、

素晴らしい平地林になっている。」「知り合いの方が関与して

いたので、案内をしてもらい、見学ができました。」「保存管

理には、様々な工夫と手入れがなされていると見えました。」

「見学、学習を重ねると、それぞれ管理目的、手法があると

も感じてきました。」三富地域の農家では、「人が作った森は、

手入れを続ける必要がある。」「農業者は、野菜の生産に適し

た平地林の保守、手入れを行っている。」「今は、相続税負担

の大きさが課題になっている。」「後継者には恵まれてきてい

る。等のことも聴きました。」多くの地域を見ていますね。 

山中さんの環境活動エリアは、どのくらいあるのですか。

「飯能・東吾野・ユガテに拠点を持つ西川木楽会に参加し、

森づくりや杉・桧の間伐材利用をやっています」「また「サ

ントメの木を活かす展」のメンバーに入って、平地林の木の

活用に関係しています。その他、いろいろありますが・・・」

そうですか。山中さんは、木工にも精通していて、お箸の作

品をいただいたことがありました。「数か所の森で作業に参

加して森の保全の仕方を学んでいます。」「農用林としての活

用が減少している。色々な森の保全の仕方があっていいので

は。」 

山中さんは、かわごえ環境ネットに入会したのは、いつご

ろですか。「今年で2年目です。「川越の自然」編集参加を契

機に入会しました。」「それと、川越市森林公園計画地で清掃

活動を行っている「きびちっこの会」に入り月に 2～4回の

廃棄物清掃に参加しています。」そうでしたね。山中さんの

環境活動で、熱心さが出ているのは、市民の森8号。定例活

動日以外の日に、保存の手入れに植物調査を独自で実施して

いる。キツネノカミソリの植生位置の分布を図表化した資料

をときどきいただいている。さまざまな樹木の幼木を発見し

て、「この樹は残したい。」と仲間に伝えもする。生物多様性

についても熱心に話しかけてもくる。 

 
自然を語る、山中さんの顔はいきいきしていました。 

「平地林の保存に今読んでいる本があります。」と鞄から

取り出したのが、「森はナゾがいっぱい」の本でした。「土壌

の微生物など森の仕組みが詳しく書かれていて、新たな感性

が生まれています。」「活動範囲を広げすぎたとも感じていま

す。」今の活動を楽しんでいる。山中さんの環境活動は、広

がりつつあると感じた訪問でした。 

（2012年 10月取材 副理事長・広報担当金子晃） 
＜訂正＞10月号の個人会員訪問記事について、最終稿
前の原稿を間違えて掲載してしまいました。最終稿は

本会ホームページに掲載している 10月号のPDFにあり
ます。この場を借りておわびいたします。 
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川越の自然を訪ねて（3）「新河岸川・新扇橋〜川崎橋を歩いて」
今日は、新扇橋から出発右岸を旭橋に向かっ

て歩き始めました。 

新扇橋は太鼓状の橋で、晴天の日には新河岸

川下流にくっきり東京スカイツリーを望むこと

ができます。また、橋を渡り切った所でサギの

群れに遭遇することもあります。 

この時期、土手は、背丈以上のセイバンモロ

コシなどに覆われ川面を見ることもできません。 

11月までには除草されると思います。 

旭橋の右岸は、日枝神社のところから川岸を

歩くことができます。川面には、カルガモの群

れに行き合います。オオカナダモ、ササバモな

ど水草が見受けられます。また、川岸を歩きな

がら泥や石の表面にいる昆虫などをとらえるキ

セキレイやイソシギに出会うこともあります。 

寺尾調節池から流れ出るところに特定外来種

オオフサモがあります。「繁殖力の強い本種は、

水面全体を覆い尽くすほど大繁茂し、在来種の

植物の生育を妨げてしまう。さらに、水流を阻

害したり、水質を悪化させたりする被害も懸念

されている。」という始末に負えない外来種で、

半年ほど前に調節池内に繁茂していたものは、

近隣の方の協力ですっかり除草したとのことで

す。見た目には、緑白色できれいなのですが、

まめに除草を行いたいものです。先日、北小畔

川・下田橋付近の川淵でも見受けました。ぜひ、

早目の駆除をしたいものです。 

調節池では、ゴイサギを 4羽見かけました。 

以前は、必ずといっていいほど、カワセミに会

えましたが、残念ながら今日は会えませんでし

た。調節池から川崎橋に向かうと九十川からの

水門を左手に見ることができます。この近くに

あった 5m ほどのハンノキは除伐されていまし

た。さらに行くと川崎橋のたもとに湧水が確認

できます。湿地帯特有の植物が生息しています。

写真のタガラシは、毒をもち、誤食すると消化

器官がただれたり、触ると皮膚がかぶれたりし

ます。この付近の野草は、調査したところ 1年

を通して 100種近く確認できました。 

 
一列に並んだサギ達 2011.09 

 

 
ベニシジミ 2012.6 川崎橋湧水付近 

 

 
タガラシ 2012.6 川崎橋湧水 

 

（宮澤宏次、10月 13日原稿受理） 
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かわごえ環境ネットの活動報告

社会環境部会の懇親会 社会環境部会 

 
懇親会を終えて満足感？ 

社会環境部会では、10月 5日（金）川越を離

れ、緑豊かな森林に囲まれたところでリラック

スして自由な対話をしたいとの目的で、飯能市

吾野にある「あじさい館」で懇親会を行いまし

た。 

研修室を使うのに 10 名の参加が必要でした

が、参加者が 7 名でしたので、3 名の友人に、

昼食時にのみ参加していただき、成立させまし

た（目標は 11名でした。）。 

午前 10時 15分に到着し、急な神社の階段を

上り下りし、川の淵を散策した後、ゆっくり露

天風呂に入り、昼食後、午後 1時から 4時まで

それぞれの思いをゆったりと話し合いました。 

何事も意志があれば、どんなことでも時間をか

ければ目的を達せられる（私の受けた感じでは、

会社勤務時の体験が、現在に大きく生かされて

いると感じました）。小さい時病弱であったため

に、飲み水、食事、生活環境等に気を配り、環

境に関心を持つようになった。ドイツの環境対

策には、学ぶべきことがたくさんある。 

情報を集めて、地方へ行き、見聞きしたり、

収集したりすると意外な発見がある。畑の管理

はたいへんだという発言に対して、冗談でも、

みんなで手伝いに行こうと言った人がいたのは

うれしかった。リーダーにならなくても、サブ

として、尽力し、人との交流が図れると楽しい。

といった、会議では得られない交流ができまし

た。 

私は、子供の頃、畑作業を手伝ったり川で泳

いたりしたことが今に生きており、60歳で会社

をリタイアした当時、のんびりした暮らしをし

ようとしていたことが、現在達成できず、後 1

～2年後には実現したいと考えています。 

（社会環境部会代表 原嶋昇治）

川越まつり まち美化活動  

 
ごみ箱を設置した環境ボランティア 

ブース、左隣は臨時案内所 

 
目の前は夜になると人でいっぱいとな

り、ごみをたくさん受け取りました 

 
20日夜に辻立ちとブース前で 

集められたごみ

川越市の市制 90周年記念行事で、市内の山車

29台が勢揃いする川越まつりは、晴天に恵まれ

て 10月 20日・21日に行われました。テレビな

どで事前に紹介された影響もあって、両日で 10

0万人を越す人出でにぎわいました。 

かわごえ環境ネット会員や市民ボランティア

で、人出の多い中心地区のポイ捨てごみ拾いを

行っているここ数年の活動が認められ、本川越

近くの表通りに「環境ボランティア」の単独ブ

ースを市の方で作ってくれました。かわごえ環

境ネットの新しい幟を 2本立てて、「小江戸川越

ボランティア」の赤い法被を着て「まち美化」

を呼びかけました。JTから寄贈されたごみ入れ

袋と携帯灰皿も配りました。 
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ブース前にごみ箱も置きましたので、2～30

分で箱がいっぱいになり、その片付けも一仕事

でした。また、まち案内の問い合わせも引っ切

りなしで、目立った表通りのブースの忙しさも

味わいました。しかし、川越にこのような「環

境ボランティア」があることが広く PR された

ようです。東洋大学の学生ボランティアや朝日

新聞の配達員、飛び入りの人も含めて両日で延

べ 108人が参加しました。 

両日とも、11 時から 17 時までの明るいうち

はゴミを拾い、17時以降は辻々に大きい袋をも

って移動ごみ箱みたいに立ってごみを集めまし

た。「入れてもいいの？ありがとう」といいなが

ら手持ちの容器や串などを入れて帰る人々に

「これだけ人が多くてもまちがきれいだね」の

声が聞かれました。川越のイメージアップにつ

ながった活動でした。 

（武田侃蔵）

団体会員・流域の活動

みなみかぜ田んぼの会・収穫感謝祭  

 
唐箕でもみ外しを楽しむ子供達 

 
懇談風景

会員団体であるみなみかぜ いきいき田んぼ

の会の主催による「収穫感謝祭 みんなで一緒

に！新米たべよ！」（10月 13日 10時から 15時）

に参加してきました。 

午前中は分担で、女性は昼食、子供たちは脱

穀後の落ち穂外しを、珍しい昔懐かしの唐箕（と

うみ）を使って楽しんでいました。 

忙しい中、田崎さんが目の前にある収穫後の

田んぼを案内してくれて、米作りを通してシニ

アクラスの大人が子どもたちに自然の関わりと

無農薬で共存する生き物たちとの出会いや、新

たな発見の喜びなど、今年からシジミも生息す

るようになったとの話など伺うことができ、興

味が湧きました。 

昼食は採りたて、自然干しのおいしいおにぎ

りをいただきました。参加者は子供達も含めホ

ールいっぱいの 100名近くいたと思います。 

昼食後、越中おわら・風の盆、友の会の踊り

の観賞や、手ほどきがあり、和気あいあいと楽

しい雰囲気で最後に会員全員に、来年やりたい

ことを紙に書いて発表後お米 2キロの贈呈で閉

幕となりました。 

これだけの会員を取りまとめていく苦労は大

変だろうと感心しました。最後に田崎さんの言

った「大変だけど、介護だけでは視野が狭くな

る。こうしてみなさんと関わって見えてくるも

のがある」との言葉をかみしめて帰路につきま

した。           （井口吉三郎）
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旭橋からカヌーで新河岸川くだり 

 
カヤックは空気入れから 

 
水辺からの岸辺の景観 

 
古木が覆いかぶさる遊歩道

「新河岸川広域景観づくり連絡会」の主催で、

10 月 13 日（土）に市内旭橋からふじみ野市の

養老橋までの「カヌーくだり体験」が行われま

した。埼玉県水環境課から借りた 6隻のカヌー

に、川越、ふじみ野、富士見、朝霞、和光など、

各市の環境団体の希望者 12 人が乗り、10 時半

に旭橋の船着場を出発しました。乗れなかった

10人あまりは、土手を歩きながら上から事故の

ないように見守りました。 

水は思ったよりきれいで水草の緑が鮮やかに

見え、匂いも感じられませんでした。水面から

見上げる土手は、夏草を刈り取られてすっきり

とした景観を見せていました。水辺のヨシの群

生にごみがからまっているのが残念でした。水

深は深くても 1メートルくらいに見えましたし、

流れも緩やかで、救命胴衣をつけていますので

安心な「カヌー下り」でした。 

（武田侃蔵）

会員の紀行

環境先進国ドイツ、オーストリア紀行 

最近、南ドイツのミュンヘンからオーストリ

アのザルツブルグを経てイタリアのアルプス山

麓をバス旅行してきた。 

9 月の車窓からの眺めは、緑一色だった。な

だらかな丘または林である。丘は小麦を刈り取

った後の草原と牧草地だ。ときどき牛が 10頭ほ

ど寝そべっている。牧場と小麦畑は 1年交代で

連作せずに上手に動物と植物が共存しているよ

うだ。草原の中に農家が点在している。 

この辺りの家屋は屋根の色など規制されてい

て町全体が統一されて美観をなしている（イタ

リアのアルプスのふもとの町は窓枠の色が茶か

緑に決められている）。大方の家の屋根は赤茶色

なので、緑の中に赤い屋根は目を楽しませてく

れる。その家の軒下には木が屋根の線までぎっ

しりと積まれている。薪ストーブ用である。今

も木が重要な働きをしているようだ。オースト

リアの高速道だったと思うが、防音壁が木を格

子状に組んだものが建てられている区間が 1km

ぐらいあったのには驚いた。 

20 年前にドイツを初めて訪れた時赤信号に

なるとアイドリングストップを全車行っていた。

また前方に右折車がいると優先的に右折させて

あげないとブーイングだった。今年気づいたこ

とは、明るい日中でもライト点灯していること

だった。これは交通事故が 17%ぐらい減ったと

いうスウェーデンの実験をふまえてドイツでも

取り入れられたそうだ。直線に近いアウトバー

ンで明るい午前中に全車ライトが灯っていた。

トラックもバスも乗用車も。アイドリングスト

ップは新車では車が自動的に行ってくれる時代

になったけれど古い車もまだまだあるのでエコ

に関心ある人はぜひ取り入れてほしいと思う。 

以上、環境に対する意識の高い国の一部を巡

った感想を記してみた。    （濱尾春子）



月刊 かわごえ環境ネット 2012年 11月号 No.073 

- 7 - 

エコとねこで人集め 

10月 6日から 8日にかけて富山県と石川県を

訪ねました。主な目的は高岡市で行われる万葉

集 20 巻、朗唱の会。5 日午前 11 時から 7 日午

後 6時近くまで連続で行われるもの。 

私は6日午後5時過ぎに14巻3380番を独詠、 

遅れた団体の代理で 11巻の 2530～2533番も衣

装代えて出場。（1000 円払って記念写真も手に

入れました）。 

この両県は、様々な地方鉄道があり、今回は

富山ライトレールポートラム（旧 JR富山港線）

高岡市と射水市を走る万葉線（旧加越能鉄道万

葉線）そして金沢市と内灘町を走る北陸鉄道浅

野川線の 1日乗車券を利用して乗車しました。 

10月 6日は、富山ライトレールポートラムに

乗りました。感じたことは、①低床構造と CO2

排出量の少ない 2両編成の車体。②車体は富山

北部高校商業デザイン科の生徒がデザインした

虹の 7色のとれねこ。えこくん、るーくくん、

すーぴーくん、ここくん、もぐくん、はなちゃ

ん、ゆうくんの愛称が有る。富山ライトレール

最中（もなか）も 7色の車体の形をした箱に入

り、車体型の最中になっている。③富山駅北か

ら奥田中学高までは道路の上に線路を新しく敷

設（街中を走って利用客増を狙う）そこから岩

淵浜までは旧富山港線を使用。④1 日フリーパ

スは富山地方鉄道市内電車やバス（富山駅から

270 円以内）も利用できる大人 800 円。日付は

自分で削る。 

7 日は北陸鉄道浅野川線。現在は地下にホー

ムがあります。感じたことは①京王線の車両も

活躍、リユースの例です。②1 日フリー乗車券

の用紙はおがくず等から作られた再生紙を利用。

浅野川線 400円（片道 310円）石川線 500円（片

道 460円）土日、祭日のみ使用可。日付は駅員

がスタンプ。 

8 日は、万葉線に乗りました。感じたことは

①加越能鉄道の車両（1編成 1車両はねこ電車）

と新型車両アイトラム（1 編成 2 車両は来年 8

月末まで運行のドラえもん電車）様々な形と色

が楽しめます。②環境回数券（平日の午前 10

時から午後 4時までとノーカーデー（水曜日）

及び土、日、祝日は終日利用可）も発売中。③

ドラえもん列車運行中は、1 日フリーきっぷも

ドラえもんのデザイン（形は 3回変わります） 

大人 800円で発売中。日付は乗務員が記入。 

富山県営渡船（越ノ潟フェリー）にも乗りま

した。乗れるのは人と自転車と軽バイク（車は

新湊大橋を利用）、土日、祝日は万葉線、県営渡

船、射水市コミニュティバス（平日は岩瀬浜か

ら四方町まで）、富山ライトレールを利用して高

岡駅から富山駅までの長旅もできる。 

一番驚いたのは富山新聞と北陸新聞（金沢市）

の記事。同じ内容が目立つ。＜1 面＞復興予算

使途検証へ、時鐘（七尾市出身ロッテ角中勝也

選手）、＜2面＞社説、旧皇族含め幅広い論議を、

別の社説では、産学官で保全策を練って（富山

新聞）、通学路の安全確保に期待（北国新聞）、

他に宿泊先のホテルでもらった北日本新聞（富

山市）と北陸中日新聞（金沢市）も読みました。

地方新聞を読み比べると旅の味わいが増すと感

じました。 

最大のおみやげはホテルでもらった宿泊記念

のオリジナルベア。5 種類あるので 5 回泊って

全部集める（購入も可能）楽しみが残りました。 

乗車券は記念に持ち帰る（駅員が無効印を押

したり、穴をあける）ことにしています。きっ

ぷもさまざまなものがあり、道の駅（今回は能

登食祭市場）のきっぷも手に入れました。180

円で購入できます。このきっぷの存在はほとん

どの人が知りませんでした。リユース、リデュ

ース、リサイクル、そして客集めの様々な工夫。

様々な発見がありました。   （二見正憲）
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川越市からのおしらせ

かわごえの生物多様性講座 環境政策課 

良好な地球環境を持続させるため、生物多様

性の重要さを多くの市民に理解していただく講

座を開催します。 

【講座日程・場所】 

1日目 平成 24年 11月 15日（木） 

 南文化会館・（仮称）川越市森林公園計画地 

 午前 9時～午後 3時まで 

2日目 平成 24年 11月 16日（金） 

 川越水上公園 

午前 9時 30分～午後 12時 30分まで 

【定員】30名（※定員になり次第受付終了） 

【経費】無料 

【申込み】11月 1日（木）9:00より窓口及び電

話（Tel.049-224-5866）、ファクシミリ（049-225

-9800）にて受付。 

【持ち物】野外活動できる服装。タオル。昼食

等。 

理事会・専門委員会報告

理事会 

10月 18日（木）9:00-10:35に川越市役所修養

室で開催しました。主な内容は次のとおりです。 

1.理事会の開催日程をできるだけ長期的に計画

を立てて日程を組むようにすることとした。 

2.かわごえ環境ネットのポスターを作成して、

各部会が分担して費用を支出することにした。

保存性の高いポスターにする（2012 アースデ

イ・イン・川越 立門前でお披露目しました）。 

3.本誌の掲載原稿に対する個人情報の取り扱い

や正確性の確保についての確認を行った。 

（理事長 小瀬博之）

社会環境部会 

10月の例会は、12日（金）に福田ビル 3階会

議室にて開催しました。10月は多忙な月で参加

者は 7名でした。 

2012 アースデイ・イン・川越 立門前の実行

委員会から報告があり、前日の準備段階から積

極的に参加することにしました。北公民館かん

きょう祭りについて、主体は北公民館登録団体

ですが、部としても参加協力することにしまし

た。 

11 月 18 日の講演会については、各人が口コ

ミで会場を満杯にするよう全員で積極的に取り

組むことにしました。後日行う座談会は、12月

2日（日）の午後に実施する予定です。 

エコドライブ教習会は、2 月 2 日（土）に実

施する予定です（詳細は後日決定）。 

10月 5日「あじさい館」の懇親会は、仲間の生

い立ち、考え方、生き方などについて親しく話

し合い懇親が図られ有効な一日でした。 

その他、イベントに使用するパネルについて

の説明や、フォーラム実行委員会からのアンケ

ート提出のお願いをしました。 

（社会環境部会代表 原嶋昇治）

自然環境部会 

10 月定例会は福田ビル 3 階会議室にて 10 名

の参加で開催されました。内容は次の通りです。 

①モニタリング調査中間報告会（9/29 浦和会

館）への参加報告：本会の魚類、植物の調査は

順調に進んでいる。 

②水辺ふれあいイベント（10/13 環境政策課主

催行事）への協力依頼 

③「（仮称）川越市森林公園」計画地の定例活動
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（9/24）参加者 12名：計画地の一番西側、シラ

カシ、アズマネザサ、ヒサカキなどの除伐。 

10/8 同地での植物調査 キノコがたくさん発

生していて記録にとった。  

④環境フォーラム、アースデイの実行委員会報

告：イベント時に自然環境部会の紹介に使うパ

ネルを新たに作成することになり、その構成に

ついて意見を出し合った。10/28 のアースデイ

に間に合うよう作成する。  

（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 

10月 18日（木）10:30-12:00に第 4回委員会

を川越市役所修養室で開催しました。 

午後に開催するワークショップ（講演会、分

科会）のテーマを検討し、基調講演の候補者を

決めて折衝することにしました。また、午後の

全体のスケジュールを確認しました。環境活動

報告集については、すべての団体会員に対して

活動内容を同誌に掲載していただくためのアン

ケートを郵送で配布することにしました。協賛

は 11月より、まず前回の協賛企業からお願いす

ることにしました。その他、全体のスケジュー

ルを確認しました。   （委員長 小瀬博之）

「川越の自然」編集委員会 

「川越の自然」完売のお知らせ 

10 周年を記念して作成された「川越の自然」

は 10 月をもちまして完売しました。2500 冊印

刷して完売できるのか心配でしたが、たくさん

の方々の協力で売り切ることができました。あ

りがとうございました。 

川越市内の小・中学校と高校、市内の図書館

や公民館等の公共施設に寄付され活用されてい

ると思います。現在お持ちの方は、10年後、20

年後の資料としてていねいにお使いください。

（委員長 横山三枝子） 

おしらせ

「第 12回北公民館かんきょう祭り」11月 10日（土）開催 

市内の公民館のイベントで、環境問題をテー

マにした唯一の「北公民館かんきょう祭り」が

11 月 10 日（土）9:00-15:30 に開かれます。12

回目を迎えた今回は、身近な環境活動について

の 4例の事例発表があり、関係者の関心を集め

ています。この発表に先立つ基調講演は、川口

市で幅広く環境活動を続けている、環境カウン

セラーの浅羽理恵さんが行い、市民活動につい

ての貴重な経験が話される予定です。また、川

越市環境部や環境団体の展示、環境標語・川柳

などの発表、バザー、有機野菜、健康調査、コ

ーラスなどの演技、小江戸塾による「子どもの

ひろば」、恒例の「さくら草」の配布など、盛り

たくさんのプログラムが予定されています。 

本会は同行事を後援しています。

【再掲】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
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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、10月号同封資料をご覧ください。

「第 11回かわごえ環境フォーラム」についてのお願い 

1.【再掲】環境活動報告の投稿・発表者募集 

（11/22締切） 

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 10月号郵送

資料に同封しています。かわごえ環境フォーラ

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

にも掲載しておりますのでご覧ください。 

2.【団体会員のみなさまへ】環境活動報告集へ

の企業・団体情報の掲載のお願い 

かわごえ環境フォーラムに合わせて発行して

いる「かわごえ環境活動報告集」に、かわごえ

環境ネットのすべての団体会員（事業者、民間

団体）の概要や環境に関する事業・活動内容を

掲載して、広く情報共有を図りたいと考えてお

ります。11月郵送資料に依頼状と回答フォーム

を同封いたしますので、11 月 22 日（木）まで

に Fax（事務局 049-225-9800）または、かわご

え環境フォーラムホームページ（http://forum.ka

wagoekankyo.net）においてフォームをダウンロ

ードした上で、メール（11thforum＠kawagoekan

kyo.net）でよろしくご回答ください。 

3. 【団体会員のみなさまへ】協賛のお願い 

かわごえ環境フォーラムは、「かわごえ環境活

動報告集」の発行をはじめ、運営費用の一部を

協賛金によりまかなっております。今回も、前

回協賛いただいた企業を中心に協賛をお願いい

たします。11月中に個別に連絡いたします。協

賛に関するお問い合わせはかわごえ環境ネット

事務局（Tel.049-224-5866直通）までお願いいた

します。 

「歳末まち美化活動」12月 23日（祝）実施
毎年、天皇誕生日の 12月 23日の祝日に、か

わごえ環境ネットの「歳末まち美化活動」とし

て、市内中心地域のポイ捨てごみ拾いを行って

います。あわせて、ポイ捨てごみの実態調査な

ども行っています。広く会員の参加をお願いし

ます。 

12 月 23 日（祝）9:30、本川越駅前交番前集

合。4 人ずつのチームに分かれて市内各方面を

回ってポイ捨てごみ拾いと実態調査。11:30 ま

でに旧川越織物市場に到着。分別整理、集計し

て解散。参加希望者は武田（Tel.090-2521-5770）

までご連絡ください。
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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 11月度） 

日時：11月 6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） 

次回は 12月 6日（木）9:00-10:00 

●社会環境部会（2012年 11月度） 

日時：11月 9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 11月度） 

日時：11月 9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 12 月 14 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 8回） 

日時：11月 22日（木）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

次回は 12月 17日（月）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：11月 22日（木）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

次回は 12月 26日（水）9:00-11:00 

＜環境イベント・講演会＞（詳細は上の記事） 

★第 12回北公民館かんきょう祭り 

日時： 11月 10日（土）9:00-15:30 

場所：川越市北公民館（川越市氷川町 107） 

★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） 

＜まち美化活動＞（詳細は上の記事） 

★歳末まち美化活動 

日時： 12月 23日（祝）9:30-12:00ごろ 

集合場所：9:30本川越駅前交番前 

（川越市新富町 1-22） 

連絡先：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 

＜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： 11月 6日・12月 4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： 11月 12・26日・12月 10・24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ごろ 

集合：8:20川越駅西口暫定自由広場に集合 

会員・関係団体の主催行事

●NPO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 

（各日共通）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。 
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◆11月 18日（日）・21日（水）当会主催 

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。 

◆12月 23日（日）・27日（木）当会主催 

冬越しに訪れた、カモやルリビタキを観察し

ましょう。越冬中の昆虫を探しましょう。植物

の解説は太田先生です。暖かい服装でおでかけ

ください。 

●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 

◆11月 10日（土）10:00からの作業 

里芋の収穫・芋煮会 

◆12月 8日（土）10:00からの作業 

大根の収穫・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 
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） 

◆11月 6日（火）・15日（木） 

◆12月 4日（火）・20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） 

◆11月 11日（日）・12月 9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） 

◆11月 24日（土）・12月 22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・11月 21日・12月 19日）

までに武田（090-2521-5770）へご連絡ください。 

◆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。 

◆12月 22日（土）9:00-11:00 

宮下橋から畳橋までの市内中流域で、4 か所

に分かれて実施。 

●東洋大学小瀬研究室 

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） 

☞2012年度第 4回川越キャンパスエコツアー 

「キャンパスの紅葉を楽しむ」 

◆11月 27日（火）9:00-10:30 

場所：川越キャンパス 1号館 2階 1206教室（川

越市鯨井 2100），人数：若干名（事前にご連絡

ください）、参加費：無料，雨天決行（授業の一

環で実施するエコツアーで、学生 60名ほどと一

緒に行動します。） 

＊なお、スケジュールが合えば、上記期日以外

にも対応いたします。また、授業の一環で 11

月 7日・21日・28日・12月 5日・12日（水）1

3:10-14:40 にも実施します。こちらも少人数で

したら参加可能ですのでお問い合わせくださ

い。） 

●(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：伊佐沼西岸蓮見橋、解散は集合場所で 12:

00ごろ。持ち物：筆記用具、あれば野鳥図鑑・
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双眼鏡・飲み物。参加費：300円、高校生以下 1

00円（保険料・資料代として） 

◆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。 

◆12月 9日（日） 

カモが勢ぞろいしました。今日会えるカモは

7 種それとも 8 種でしょうか。昨年はクロツラ

ヘラサギが飛来して騒ぎになりました。今年は

どんなお客様が現れるでしょうか？期待して待

ちましょう。公園の林では可愛い小鳥たちが待

っていてくれるでしょう。 

 

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 12

月号（No.074，11月下旬〜12月上旬発行）の掲

載原稿は、11 月 14 日（水）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。 

●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 
●10 月末ごろからぐっと気温が下がり、日没も早くなり、早くも冬の訪れを感じます。11 月 7

日は立冬で、暦の上でも冬を迎えます。この夜長に今年の活動を報告書にまとめるのはいかがで

しょうか。2 月 23 日（土）に開催される第 11 回かわごえ環境フォーラム「かわごえ環境活動報

告集」にぜひ投稿ください。まずは 11月 22日（木）に申込書の提出をお願いします。（こせ） 

●関係団体の行事予定原稿を掲載しているのに、どのような活動をしているか判らないのは、申

し訳なく思い、10月 13日、みなみかぜ・秋の収穫祭、10月 26日、森林公園かんさつ会に参加し

ました。 11月 11日、伊佐沼探鳥会にも出席を予定しています。（広報委員井口吉三郎） 
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イベントカレンダー（11月 2日〜12月 29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 

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 
◎13:10川越キャ
ンパスエコツアー 

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

11/10 
★900北公民館
かんきょう祭り 
◎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 

11/18 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 
★13:00トピッ
ク講座「持続可

能な社会を築く

ために –Part2」 

11/19 11/20 11/21 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 
◎13:10川越キャ
ンパスエコツアー 

11/22 
○かわごえ環境

フォーラム投

稿・発表申込期限 
◆9:00理事会 
◆10:30かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 

11/23 
勤労感謝の日

11/24 
◎9:00川の応援
団・新河岸川市

内流域の清掃 
◎13:30まち
美化啓発運動 

11/25 11/26 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 保全活動 

11/27 
◎9:00川越キャ
ンパスエコツアー 

11/28 
◎13:10川越キャ
ンパスエコツアー 

11/29 11/30 12/1 

12/2 12/3 12/4 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/5 
◎13:10川越キャ
ンパスエコツアー 

12/6 
◆900広報委員会 

12/7 12/8 
◎10:00おいしく
楽しく農業体験 

12/9 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼探鳥会 

12/10 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 植物調査 

12/11 12/12 
◎13:10川越キャ
ンパスエコツアー 

12/13 12/14 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

12/15 

12/16 12/17 
◆9:00理事会 

12/18 12/19 12/20 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/21 
○かわごえ環境

フォーラムレポ

ート提出期限 
 

12/22 
◎9:00川の応援
団・新河岸川市

内流域の清掃 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/23 
天皇誕生日

★9:30歳末ま
ち美化活動 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

12/24 
振替休日

★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地 保全活動 

12/25 12/26 
◆9:00かわごえ
環境フォーラム

実行委員会 

12/27 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

12/28 12/29 
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