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【巻頭言】低炭素社会の構築を目指して
 

 
第三次川越市地球温暖化対策 
実行計画（事務事業編）表紙 

 

 
川越市地球温暖化対策地域推進計画 
年次報告書（平成 22年度）表紙 

川越市は、大正 11年 12月 1日に県下初の市制を施行し、
昨年（平成 24年）、市制施行 90周年を迎えました。 
近年、少子高齢化や人口の減少などが叫ばれる中、90 周

年を契機として、私たちは快適で安心できる暮らしづくり、

将来に希望が持てる魅力あるまちづくりを目指すとともに、

世代を超えて明るく元気に暮らしていくための様々な施策を

検討し、実施していくことが重要であると考えています。 
特に、環境に関しては、多種多様な問題が深刻化している

といわれており、そのなかでも地球温暖化対策については、

様々な課題が山積しているといわれております。 
現在、本市では、（仮称）第二次川越市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）策定に向け検討をしているところです。 
2009 年度（平成 21 年度）の二酸化炭素の総排出量は、国

の速報値では、国民一人当たり 8.94トン、また、埼玉県の報
告では、県民一人当たり5.19トン、川越市民一人当たりでは、
4.76トンという状況になっており、二酸化炭素削減に向け、
さらに積極的な取組が必要と考えております。 
環境問題への取組は、行政のみならず、事業者、市民、民

間団体などが協働して取り組むことが求められています。本

市としましても、今後も様々な施策に取り組んで行きたいと

考えておりますので引き続き皆様のご協力をお願いします。 
 
かわごえ環境ネット理事 奥富政幸（川越市環境政策課長） 
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川越の自然を訪ねて（5）鯨井の湧水に生息する希少な動植物

 
ミクリの群生 

 
クロメダカ 

 
シマドジョウ

川越市は多くの河川と湧水の湧く水のまちで

す。冊子「川越の自然」でも 4か所(小仙波・龍

の池弁財天、下新河岸・日枝神社、仙波河岸史

跡公園、小堤・八幡神社)の湧水が紹介されてい

ますが、市内には現在でも 30箇所を超える湧水

が確認されています。 

ここ鯨井地区は、小畔川と入間川に挟まれた

水田地帯にあり、湧水の流れる水路がいたる所

に流れ、希少な動植物が多く生息しています。

しかし、この地帯も資源化センターの建設や、

現在建設中の「なぐわし公園」の建設に伴い、

これらの水路が大規模なコンクリート三面護岸

になってしまい、自然景観的にも生態系にも影

響を及ぼしてしまいました。 

この中にあって、資源化センターの東側近く

を流れる通称「幡田掘り」は鯨井中学校北側付

近から始まり、小畔川へと一直線に伸びる農業

用水路で、今でも周辺の農家の方々がしっかり

と自然護岸の形態を守り通しています。水源は

入間川の伏水とも言われている湧水が水路護岸

の水底のここかしこから湧き出し、一年を通じ

て清らかな流れを見せてくれます。そして、こ

の水路には絶滅が危惧される希少な水生植物の

ミクリや希少な魚類のクロメダカ、シマドジョ

ウなどが生息しています。特に、ミクリの群生

は素晴らしい限りです。自然環境部会では毎年、

県民参加生き物モニタリング調査の一環として、

この水路での生き物調査を実施して生態系の変

化を見守っています。 

（大辻晃夫）

かわごえ環境ネットの活動報告

高階北小学校 3年生 自然学習支援（11月 27日） 自然環境部会 

 
「これ、何だろうね？」 

 
「樹のはだを調べよう」 

 
「こんな虫がいたよ」

昨年（2011年）4月に、冊子「川越の自然」

で「川越市森林公園計画地」の記事を見た高階

北小学校の先生が「ぜひ、子どもたちの自然学

習に役立てたい。」と本会に支援の依頼がありま

した。北小からは徒歩で行けることと、自然が

豊かなのが魅力だとのことでした。昨年は春と

秋に 2 回、4 クラス 130 人余の自然学習を展開

しましたが、秋には明らかに自然を調べる能力

がアップしているのがわかりました。 

そして、今年も同様の依頼があり 6月 5日に

春の会、今回（2012年）11月 27日が秋の会で

す。4 クラスですので本会から 4 名とカメラマ

ン 1名の計 5名（稗島、横山、宮澤、賀登）で

対応しました。今回のテーマは「秋をさがそう」
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です。「第 2武蔵野ふれあいの森」を奥に進んだ

あたりでクラスごとにエリアを決めて活動しま

した。 

昨年は十数年ぶりにドングリ（コナラ、クヌ

ギ）が不作で、寂しい秋だったのですが、今年

はうって変わって「大豊作」です。「秋をさが

そう」と呼びかけると、まずドングリ集めです。

ほとんどはコナラのドングリですが、歩き回っ

ていると丸いクヌギのドングリを見つけ始めま

す。やがて根のでているドングリを見つける子

もいて、「ドングリってたねなんだね。」と気

づいてきます。 

この日は快晴で青い空に黄葉した葉がかがや

き、美しい雑木林の光景でした。子どもたちに

「落ち葉を 5種類以上集めてください。」と

いうと赤や黄、薄茶と様々に色づいた葉を集め

てきます。この雑木林には 70種くらいの樹木が

ありますので、子どもたちにとっても興味が広

がることでしょう。 

落ち葉をめくったり、朽木を探ったりすると

生き物が潜んでいることを子どもたちは知って

います。春にはこわごわと虫を触る子が多かっ

たのですが、今回は積極的に生き物探しをして

いました。もう晩秋ですが、カマキリ、バッタ、

ジョロウグモ、オサムシ、ヒラタシデムシ、テ

ントウムシ、カメムシの仲間などけっこう見つ

かりました。 

また、子どもたちは木の実も見つけました。

秋には赤い実、紫、黒と目を楽しませてくれま

す。これらは植物にとって仲間を増やす大切な

種であること、野鳥が実をたべて種を運んでく

れる、というような学習で締めくくりました。 

この雑木林は川越の中では格段に生き物の多

い場所です。農薬はまかれませんので（一部を

除いて）地面・土が生き生きとしています。樹

木はやや密生でヒョロヒョロしたものが多いで

すが、潅木の種類も多く実も観察できます。オ

オタカもよく飛来し、いわゆる生態系ピラミッ

ドが成立しているエリアです。 

このような場所で野外学習をするのはとても

効果のあることです。130 名を超える児童をこ

こまで引率してくるのは先生方にとってもご苦

労なことと思われますが、子どもたちのために

今後も期待しています。     （賀登環）

仙波河岸史跡公園たより 自然環境部会 

 
新河岸川のヒドリガモ 

12 月になり寒くなってきたからでしょうか、

落ち葉掃きをする管理人以外誰もいませんでし

た。お話を伺うと、今は毎日エアーブローしな

がら落ち葉を除去するのだそうです。ときどき

公園を通り抜ける人はいるようでした。 

除草はブロック分けして、地面すれすれに刈

り込むところ、15cm 位残して刈り込むところ、

30cm 位残して刈り込むところに管理してあり

ました。 

二つある池、特に右側にはカルガモが 20羽近

く群れ、日当たりの良い土手で採餌しては水辺

に戻る行動の繰り返しのようです。またオナガ

が 20羽近く公園周辺を飛び回っている様子で、

最近増えているのだと実感します。何よりもお

しらせしたいのは、脇の新河岸川にヒドリガモ

の集団が飛来し、150羽ほどが点々と群れてい

ることです。毎年この周辺では観察しています

が特に多いと思います。水辺と樹林、それに水

田の自然環境の組み合わせがよいのでしょうか。

（菅野仲夫）



月刊 かわごえ環境ネット 2013年 1月号 No.075 

- 4 - 

池辺公園たより 自然環境部会 
今月の定例会も雨でした。冷たい雨の中キツ

ネノカミソリの種子を播き、少し周りを手入れ

して終わりになりました。 

その後落葉樹の葉もかなり落ちて冬の装いを

増してきました。12月の中ごろは、まだキチジ

ョウソウは見ごろで、落ち葉に埋もれた葉を掻

き分けると、淡い紅紫色の花が現われます。 

冬は寒いし見る物がないから出掛けても仕方

ないと思いがちですが、冬ならではの楽しみ方

もあります。葉が落ちて渡ってきた野鳥を見や

すくなるのはもちろんですが、同時にいろいろ

な樹の姿も見られます。同じ樹でも枝振りが 1

本 1本違うことが分かり、青空に映える美しさ

を感じることもできます。 

植物はすでに春に向かって息づいており、落

葉樹の冬芽は日々成長し、葉の落ちた跡の形も

さまざまで、よく見ると連想できる表情を思い

浮かべ楽しくなります。葉を広げ冬の光をいっ

ぱいに受け、春をじっと待っている野草も沢山

あります。落ち葉の下にはいろいろな生き物が

息づいており、春を待っているもの、懸命に落

ち葉を分解しているものなど、多様な表情があ

ります。 

分かり切ったお話を述べ立てましたが、どう

ぞ冬の楽しみ方も発見してみて下さい。 

落葉した園内風景 

（菅野仲夫）

会員からの報告 

川越市制施行 90周年事業 川越の巨樹・古木「撮影会」「写真展」の開催報告 

 
第 1回 写真展 中央図書館展示室 

 
第 2回 写真展 文化会館ロビー 

 
第 1回撮影会 川越高校のクスノキ

川越市制施行 90周年事業に参加して、7月 1

日（日）から 12月 1日（土）の間に 6回、毎月

1 日を巨樹撮影会の開催日とする案内を川越市

広報にて市民に呼びかけ、写真撮影会を開催し

てきました。10 年前の川越市制施行 80 周年時

に「かわごえの巨樹・古木・名木めぐり」の冊

子製作発刊に、川越市環境政策課と連携、「川越

巨樹古木の会」の会員とともに巨樹めぐり 6コ

ースを選定、市民に巨樹・古木の存在を知らせ、

巨樹の経年・歴史を知る町歩きの紹介を行いま

した。10年目の今年は、写真で残す「巨樹古木

の記録」を行うとしての企画でした。毎回、応

募参加の方が、東武東上線・川越市駅に集まり、

設定された「街の巨樹コース」「川越城址コース」

等の 6 コースをカメラマンとして、様々な視

点・観点での撮影を行う。新たな角度からの写

真、驚きのある作品になって、写真展に出品さ

れました。写真展は、第 1回を 9月 27日（土）

と 28日（日）の 2日間、中央図書館展示室にて

開催、多くの来場者に観てもらえました。 

第 2回は、11月 30日（金）から 12月 3日（月）

まで、川越西文化会館ロビーにて開催。会館ホ
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川越市からのおしらせ

エコドライブ教習会への参加者募集 環境政策課 

 
教習車と燃費計 

 
講義の様子 

 
実車走行の様子

地球にも財布にもやさしい、その上安全運転

にもつながる「エコドライブ」の教習会を開催

します。教習会では講義と実技を行います。実

技は、教習車（レンタカー・AT 車）による実

車走行を行い、エコドライブの効果を比較しま

す。指導員が同乗して、きめ細やかな指導を受

けることができます。また、燃費計の計測結果

から診断書が発行され、改善すべきポイントが

具体的にわかります。エコドライブは今すぐに

実践できる取組です。エコドライブによる燃費

の向上は、燃料消費による二酸化炭素の排出を

削減し、燃料代を節約できるほかに、交通事故

が減少するという効果があります。エコドライ

ブの基本的な知識や運転技術を身に付けるチャ

ンスです。ふるってご参加ください。 

 

主催：川越市、かわごえ環境ネット 

内容：講義及び実車走行 

日時：平成 25年 2月 2日（土）12:00-16:30 

会場：農業ふれあいセンター（川越市伊佐沼 88

7）及び周辺道路 

対象：市内在住・在勤で普通自動車免許を取得

している方（AT限定可） 

定員： 12人（先着順） 

参加費：無料 

申込：電話で川越市環境政策課（049-224-5866） 

理事会・専門委員会報告

理事会 
12月 17日（月）9:00-10:30に福田ビル 3階会

議室で平成24年度第9回理事会を開催しました。

主な内容は次のとおりです。 

①かわごえ環境フォーラムの講演者を正式決定

して横山副委員長が折衝にあたることにした。 

②次年度の事業計画の全体方針や各専門委員会

の方針について報告し合い、継続審議とした。2

月に拡大企画会議を行うことにした。 

③川越市環境審議会から依頼があった場合の委

員に横山副理事長を推薦した。 

④モニタリングを担当する新たな専門委員会の

組織化について提案があった。理事会として継

続審議とし、各部会でも議論することになった。 

（理事長 小瀬博之）

社会環境部会 

12月の例会は、14日（金）、福田ビル 3階会

議室にて 13名が参加して行いました。井口さん

の紹介で、高橋さんが初参加されました。 

今年度行事のうち環境施設見学会、環境講演

会は、参加者が少なかったものの別な面での効

果も大きかったので、形を変えてでも継続しよ

うということになりました。3 部門の取り組み

についても、それぞれが頑張って、一歩前進し

た取り組みが出来ました。 

次年度も、行政との協働事業も進めて、より



月刊 かわごえ環境ネット 2013年 1月号 No.075 

- 7 - 

一層、市民参加に向けて、前進するよう取り組

むことにしました。 

今年度・かわごえ環境活動報告集の社会環境

部会を中心とした活動は、全員参加でまとめる

ために臨時部会を、18日（火）の午後 1時から

中央公民館講座室で行いました。部会の会員に

は面倒を掛けることになりますが、みんなが集

まることにより、情報の共有ができるとともに、

参加意識も高まり、活性化につながるのではな

いかと思います。（社会環境部会代表 原嶋昇治） 

自然環境部会 

12 月定例会は福田ビル 3 階会議室にて 14 名

の参加で開催されました。内容は次の通りです。 

①理事会、フォーラム実行委員会の報告 

かわごえ環境フォーラムは 2013年 2月 23日

開催。講演者折衝中、決定はまだ。ワークショ

ップは 4テーマ。 

②「（仮称）川越市森林公園」計画地の定例活動 

11 月 12 日に参加者 8 名で実のなっている潅木

などの調査。新たに絶滅危惧種が見つかった。1

1月 26日は保全活動。参加者 9名で計画地の一

番西側、シラカシ、アズマネザサ、ヒサカキ 

などの除伐。チョウの調査データが一応まとま

ったので、フォーラムの冊子に掲載する。 

③みなみかぜ「田んぼフォーラム」（12/9）の報

告。4 年間を振り返る意味で実施した。マシジ

ミも見られるようになり、生物多様性保全の面

からは成果があがっているが、周りの営農水田

との共通理解が課題。専門性をまじえながら里

山をめざしたい。 

⑤小学校自然学習支援（11/27 高階北小）は掲

載記事参照。 

（賀登環） 

かわごえ環境フォーラム実行委員会 

第 6 回委員会が 12 月 26 日（水）9:00-11:00

に川越市役所地階修養室で開催されました。出

席者は 11名でした。主な内容は次の通りです。 

①全体テーマ「産業と環境・地域の新たな結び

つき」を決定。 

②環境活動報告は、午前（9:45-11:45）に 8件の

発表を行う。発表者は 10分（各部会は 15分）

とする、発表順序を仮決めした。 

③原稿未提出者に最終期限が 1月 11日（金）厳

守であることを通知する。 

④目次作成・冊子編集は、横山委員、賀登委員

の 2名が担当し、1月 18日（金）に入稿する。 

⑤報告集表紙・ちらしは小瀬が作成。公共交通

機関を明記。1月 11日（金）の部会に間に合わ

せるよう要請あり。500部印刷予定。 

⑥事務局で報告集の見積りをとる。ページは 13

2ページ。表紙は白黒。 

⑦ポスター・展示は 15枚必要。3階の廊下で展

示が可能かを問い合わせる。 

⑧午後の基調講演（13:00-14:00）は、「耕福米」

耕作人の高梨耕治氏に内諾を得た。詳細につい

て横山委員が打ち合わせる。「耕福米」を 100kg

購入して整理券を配り、来場者に配付する。 

⑨分科会（14:10-16:10）のテーマは、自然環境

部会「生きものの多様性を考えよう」、社会環境

部会「エコライフ・エコ活動」、事業者交流会

「（仮）経費から収益へ」の 3つ。各分科会のリ

ード文を1月18日の次回委員会までに代表者が

作成する。 

⑩事業者交流会については、金子委員が石川氏

と詳細を詰める。依頼状を持って団体（事業所）

会員に出席依頼を行う。環保連会員には 1月 17

日に配布したいとの要請が村上委員からあり。 

⑪協賛企業の広告入稿は 3社。依頼する他 3社

は各担当者から確認する。 

⑫キャスティングの検討。次回人員を決定。 

（実行委員長 小瀬博之）
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おしらせ

第 11回かわごえ環境フォーラムを 2月 23日（土）につばさ館で開催
川越で環境活動に取り組む、または興味があ

る市民・事業者・民間団体・行政が集うかわご

え環境フォーラムを開催します。会員の方はも

ちろんのこと、会員でない方もご参加ください。 

日時：2月 23日（土）9:30-16:30 

場所：川越市環境プラザ「つばさ館」 

（川越市鯨井 782-3） 

対象者：会員をはじめとする市民・事業者・民

間団体等 

参加費：無料 

メインテーマ「産業と環境・地域の新たな結び

つき」 

プログラム： 

①9:30-9:45開会式 

②9:45-11:45 市民・事業者・民間団体の環境活

動報告会（8件の発表） 

③12:45-16:30ワークショップ 

  13:00-14:00基調講演：高梨耕治氏 

（「耕福米」耕作人） 

  14:10-16:10分科会 

「生きものの多様性を考えよう」 

「エコライフ・エコ活動」 

「事業者交流会」 

16:20-16:30閉会式

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＞ 

●社会環境部会（2013年 1月度） 

日時：1月 11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（2013年 1月度） 

日時：1月 11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 2 月 8 日（川越

市役所地階修養室）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 10回） 

日時：1月 18日（金）9:00-11:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

次回は 2月 26日（火）9:00-10:30 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 6回） 

日時：1月 18日（金）11:00-12:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

次回は 2月 22日（金）15:00-17:00 

◆広報委員会（2013年 1月度） 

日時：1月 22日（火）9:00-11:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

次回は 2月 19日（火）9:00-10:30 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会（第 2回） 

日時：2月 26日（火）10:30-12:00 

場所：川越市役所地階修養室 

拡大企画会議として位置づけ、次年度の事業

も企画します。部会代表者、理事有志の参加を

お願いします。 

＜環境イベント＞ 

★第 11回かわごえ環境フォーラム 

日時：2月 23日（土）9:30-16:30 

場所：川越市環境プラザ「つばさ館」（川越市資

源化センター内、川越市鯨井 782-3） 

＜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：1月 8日・2月 5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：1月 14・28日・2月 11・25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
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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。 

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（1 月 20 日 09:50 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。 

◆1月 20日（日）当会主催（9:50集合） 

日本野鳥の会主席研究員安西英明さんを講師

に野鳥の楽しいお話をお聞きします。冬の雑木

林でルリビタキ等の野鳥や冬越しの甲虫類を探

しましょう。植物の解説は大田先生です。暖か

い服装でおでかけください。 

◆2月 5日（火）・17日（日）当会主催 

越冬中のカモや昆虫類を調査しましょう。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 

◆1月 12日（土）10:00からの作業 

雑木林の手入れ・落ち葉掃き 

◆2月 9日（土）10:00からの作業 

雑木林の手入れ・落ち葉掃き 

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 
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） 

◆1月 8日（第 2火曜日）・17日（木） 

◆2月 5日（火）・21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） 

◆1月 13日（日）・2月 10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） 

◆1月 26日（土）・2月 24日(日) 

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日前までに武田（090-2521-57

70）へご連絡ください。 

◆1月 26日（土）9:00-11:00 

三日月橋から高沢橋までの新河岸川市内上流

域で、2か所に分かれて実施。黄金橋際集合。 

◆2月 24日（日）9:00~11:00 

新扇橋から川崎橋までの新河岸川市内下流域

で 3か所に分かれて実施。各班ごと集合。 

☞成人式会場クリーン活動 

◆1月 14日（月・祝）11:00-15:00 

路上喫煙とポイ捨て防止を啓発しながら、成

式会場と周辺清掃を行っています。11時に会場

（川越運動公園総合体育館）入口道路右側自転

車置場に集合、15時解散で活動します。今回は、

市の施設内禁煙を徹底するため、式典会場前の

広場も原則禁煙にする予定です。今まで、移動

式灰皿を置きましたが、今回は広場禁煙をどう

徹底させるかが課題です。啓発ゼッケンをつけ

ながら、若い世代への呼びかけが効果を上げる
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か期待されます。 

●(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） 

☞伊佐沼でバードウォッチング（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・

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） 

◆1月 13日（日） 

今年も恒例県下一斉ガン、カモの調査を行い

ます。昨年は 5 種、231 羽でした。今年もみな

さんの協力により調べたいと思います。カモは

今繁殖の相手を決める時で、雄は雌の気を惹く

ため羽を着飾り、面白いポーズで迫ります。番

形成が成功するよう見守りましょう。 

◆2月 10日（日） 

沼は全面氷結します。カモやカワウはどんな

方法で餌を捕るのでしょうか？まもなく北の繁

殖地へもどる鳥たちは番を形成し、帰る準備を

しています。気温は寒いですが、光は明るくな

っています。野鳥に会いにきてください。 

補遺・広報委員会からのおしらせ

＜川越の自然＞川越市指定の「天然記念物」7件
先月号で報告しましたが、笠幡の「さざんか」

が枯死しましたので、市指定の天然記念物は 7

件になります。「7福神」にあやかって残った現

在の市指定の天然記念物をお知らせします。 

① 並木の大クス(川越市所有) 1934（昭和 9）

年指定 

② 松江町の出世稲荷神社のイチョウ（団体所

有）1858（昭和 33）年指定 

③ 鯨井八坂神社のヒイラギ（団体所有）1858

（昭和 33）年指定 

④ 下小坂白髭神社の大ケヤキ（白髭神社所有）

1972（昭和 47）年指定 

⑤ 古市場のヒイラギ（個人所有）2000（平成

12）年指定 

⑥ 笠幡浅間神社のヒヨクヒバ（個人所有）20

04（平成 16）年指定 

⑦ 的場小川家のツゲ（個人所有）2010（平成

22）年指定 

＜流域のおしらせ＞イベント 2件
①埼玉県の「川の再生交流会～みんなでつくろ

う川の国埼玉」が、2 月 3 日（日）10:00-16:00

に埼玉会館小ホールなどで開かれます。午後は

分科会で各市民団体の活動報告や体験交流が行

われます。参加申込は事務局（埼玉県環境部水

環境課浄化槽転換・川の国応援団担当, Tel.048-

830-3088, Fax.048-830-4773, E-mail:a3070@pref.

saitama.lg.jp）http://www.pref.saitama.lg.jp/page/k

awanosaiseikouryuukai.html 

②新河岸川流域川づくり連絡会主催の「第 8回

川でつながる発表会」が、2月 10日（日）に練

馬区立大泉南小学校で開かれます。午前は白子

川の源流視察、午後は発表と交流会が開かれま

す。参加申し込みは新河岸川流域川づくり連絡

会事務局（荒川下流河川事務所調査課総合治水

係）Tel.03-3902-3220, Fax.03-3902-2346, E-mail:

arage-shingashi@ktr.mlit.go.jp 
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その他

●「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。なお、1月から 3月の入会者は、3月ま

での年会費を免除し、4 月からの次年度から会

費をいただきます。 

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。2013年 2月

号（No.076，1 月下旬発行）の掲載原稿は、1

月 15日（火）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@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。 

●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。https://twitter.com/kawagoekankyo 

●Facebookページできました 

かわごえ環境ネットは、インターネットでも

積極的に情報発信しています。ブログ、Twitter

に続き、Facebookにもページを開設。かわごえ

環境ネットからのお知らせだけでなく、メンバ

ー間での情報共有にも活用していきたいと思い

ますので、ぜひご登録ください。 

https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

●訂正 

①本誌 No.066（2012年 4月）7ページの「新河

岸川清掃」のなかで、「盗難自転車」の記載があ

りました。自転車に前年の 11月の古谷小学校の

駐輪票と登録番号が付いていましたので、新河

岸駅前交番に届けました。しかし、持ち主から

「盗難届け」が出されませんでしたので、法律

上は「放置自転車」として処理されるとのこと

でした。読者からの指摘に基づき、事情を説明

して訂正します。 

②本誌 No.074（2012年 12月）の 3ページの「川

越市天然記念物さざんか」の枯死についての記

事で「市議会に報告」は、「審議会（川越市文化

財審議会）に報告」と訂正します。 

●編集後記 

◆新年あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いいたします。みなさまのご健

康とご発展を祈念いたします。広報委員会では、

今年もみなさまからの情報を迅速に広く伝える

べく努力していく所存です。「月刊かわごえ環境

ネット」は、会員に配付するだけでなく、市役

所環境政策課窓口、各公民館のラックにも置い

てありますので、気軽にお手にとってご覧いた

だければと思います。よろしくお願いいたしま

す。（こせ）
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イベントカレンダー（12月 30日〜2月 20日） 
日 月 火 水 木 金 土 

12/30 12/31 1/1 
元日 

1/2 1/3 1/4 1/5 

1/6 1/7 1/8 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/9 1/10 1/11 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 
○フォーラム

レポート提出

最終期限 

1/12 
◎10:00おい
しく楽しく農

業体験 

1/13 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼でバードウ

ォッチング 

1/14 
成人の日 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 
◎11:00成人式会
場クリーン活動 

1/15 
○本誌 2月号
原稿投稿期限 

1/16 1/17 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/18 
◆9:00理事会 
◆11:00かわ
ごえ環境フォ

ーラム実行委

員会 

1/19 

1/20 
◎9:50武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

1/21 1/22 
◆9:00広報委
員会 

1/23 1/24 1/25 1/26 
◎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 

1/27 1/28 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 

1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 
★12:00エコ
ドライブ教習

会 

2/3 
◎10:00川の
再生交流会 

2/4 2/5 
★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 

2/6 2/7 2/8 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 
 

2/9 
◎10:00おい
しく楽しく農

業体験 

2/10 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼でバードウ

ォッチング 
◎川でつなが

る発表会 

2/11 
建国記念の日 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 
 

2/12 2/13 2/14 2/15 
○本誌 3月号
原稿投稿期限 

2/16 

2/17 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

2/18 2/19 
◆9:00広報委
員会 

2/20 ★：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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