
 

- 1 - 

 
2013年 4月 1日発行 

編集・発行：かわごえ環境ネット 
http://kawagoekankyo.net 
Twitter: @kawagoekankyo 

Facebook: kawagoekankyonet 
 

目次 
第 11回かわごえ環境フォーラム詳報 ··································· 2-6 

川越の自然を訪ねて（7） ·················································· 6-7 

かわごえ環境ネットの活動報告（2題） ······························· 7-8 

会員からの報告（4題） ·················································· 8-11 

川越市からのおしらせ（1題） ············································ 11 

理事会・専門委員会からの報告（5題） ···························· 11-13 

おしらせ ····································································· 14-19 

イベントカレンダー ·························································· 20 

【巻頭言】地域コミュニティとしての自治会

 
（左）かわごえ環境ネット創立を伝える広報川越の記事、（右）川越市自治会連合会主催「がんばろう東日本復興応援団！」

	 4月は、新入学などとともに、新年度による新機構や人事異動とあわただしい時期ですが、地域にとっても自治会の新役

員選出が行われています。地域ごとに 10世帯から 20世帯前後で作られる「組」や「班」の当番が 1年ごとに順番に交代す

る例が多いようです。高齢者世帯で引き受けられないケースも出て、選出が難航しているとの話も聞かれます。暮らしやす

い市民生活の地域コミュニティを深めるためにも、自治会の「組長さん」や「班長さん」が大きな力になっています。 

	 川越市内でもいろいろなケースがありますが、地域ごとに「組」が何組か集まって「班」ができ、町会ができ、286自治

会になります。これがまとまって 22支会ができて川越市自治会連合会が機能しています。川越市は、他市と比べても自治

会の組織がしっかりしていると言われていますが、子どもやお年寄りの面倒からごみ問題、最近では省エネの「緑のカーテ

ン」運動まで、自治会に対して一層の活性化が期待されています。 

	 かわごえ環境ネットが 13年前の 2000年8月にスタートしたときのやまぶき会館の会場は、満席の市民で熱気にあふれた

と聞いております。「環境にやさしい川越」「市民と行政の協働」と、環境都市川越への期待は大きいものがありました。こ

の市民の夢をまとめ、会場を満員にしたのも自治会連合会の動員の力と聞いております。 

	 「水と緑に恵まれた伝統のまち川越」の魅力を伸ばすかわごえ環境ネットの団体会員として、自治会連合会の役割は大き

いものがあり、選出理事として頑張りたいと思います。    （かわごえ環境ネット理事	 本間幸治） 
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第 11回かわごえ環境フォーラム詳報
はじめに

	 2 月 23 日（土）に川越市環境プラザ「つばさ館」で開催された「第 11 回かわごえ環境フォー

ラム」。本誌の前号（2013年 3月号, No.077）で速報をお伝えしましたが、今号では詳報として、

午前の部「環境活動報告会」、午後の部の分科会（基調講演・3つの分科会）の様子をお伝えしま

す。                              （実行委員長	 小瀬博之）

午前の部「環境活動報告会」

	 市民・民間団体・大学・事業者等の環境活動

について 9:45から 11:45まで、10件の発表があ

りました。 

自然をテーマにした 4件の報告 

①『ふくはら子どもエコクラブ』の小学生から

中学生 9人の子どもたちが「遊んで、触れて、

知った福原の自然とくらし」についての発表で

した。今年は会員も 27名に増え、雑木林での自

然と触れ合いを主に、緑のカーテン、うどん作

りなど、体験を通してエコ活動を行う子ども達

の報告がありました。一年間活動を通して何が

一番楽しかったかとの会場からの質問にキャン

プが楽しかったとのことでした。 

②『クリーン&ハートフル川越』武田侃蔵さん

の「川越での里川づくり、多自然川づくり」で

は、川越の川にまつわる歴史についての話があ

りました。また、里川づくりとして用水路の整

備の現況と将来の多自然川づくりについての報

告がありました。 

③『みなみかぜいきいき田んぼの会』田崎愛知

郎さんの「田んぼ発いきいき地域づくり」では、

湧水を利用した有機農法を通して、3 つの目標

（生物多様性、世代間交流、いきいき地域づく

り）を掲げ活動しているとのことでした。 

④会員の大久保彦さんから「絶滅危惧種のキノ

コ（県）」についてお話がありました。絶滅危惧

II類のヒメベニテングタケ、ブドウニガイグチ、

ジャガイモタケなど 5種について写真による説

明がありました。 

学校関係の研究発表 

⑤芝浦工業大学の中口毅博さんから「アースデ

イ・イン・川越におけるエコ・アクション・ポ

イントの有効性に関する分析」について説明が

ありました。ポイントカードにシールを張って

もらい、事務局で地域通貨（エコマネー）に交

換し、これを地区の商店で使い、商店が事務局

で換金するシステムです。商店と地域との連携

を密にすることが今後の課題とのことでした。 

⑥東洋大学・松尾契佑さんの「東洋大学におけ

るエコキャンパスプロジェクトの展開」では、

キャンパスエコツアー（キャンパス内自然観察

会）、歳末まち美化活動などイベントを企画・実

施し学生などの参加により環境活動の関心を高

めた。イベント参加によるエコポイントは、学

内の学食・生協で使用することができるとのこ

と。環境活動の推進につながるでしょう。 

⑦東洋大学・小瀬博之さんの「緑のカーテンの

管理と環境改善効果に関する研究」では、ゴー

ヤとアサガオを校舎脇にプランターを設置し生

育状況やサーモグラフィでの測定、窓面温度を

測定し、環境改善効果がどの程度あったかを調

査した結果の報告がありました。また、緑のカ

ーテン実施に関するアンケートの集計結果があ

りました。 

事業者からの環境活動報告 

⑧『パイオニア(株)川越事業所』石川一男さん

の「経費から収益・黒字になった廃棄物リサイ

クル活動」では、ビデオによる活動を紹介し、

徹底した分別が基本であることが理解できまし

た。 

社会環境部会と自然環境部会の活動報告 

⑨社会環境部会 
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	 講演会（温暖化とエネルギーで変化する食住

への危機）、環境施設見学会（かわさきエコ暮ら

し未来館）、エコライフの促進、緑のカーテン、

まち美化活動、エコドライブ教習会、クールス

ポットなどの活動状況について、代表の原嶋さ

んから報告がありました。 

⑩自然環境部会 

メインテーマに「水と緑」を掲げ、その活動内

容は、◎保全再生、◎自然観察会、◎法令勉強

会、◎学校教育支援にあり、（仮称）川越市森林

公園計画地、池辺公園の環境保全活動や県民参

加の生き物モニタリング調査（植物、魚類）、な

どの調査活動や観察会の報告が代表の賀登さん

からありました。 

	 参加されなかった方へ：詳しい内容について

は、「かわごえ環境活動報告集」に目を通してく

ださい。今回のかわごえ環境活動報告集は環境

政策課にて用意してあります。 （宮澤宏次） 

 

登壇者・一行寸評 

	 会員の二見正憲さんから登壇者に対する寸評

をいただいたので紹介します。 

①テントの夜	 お化けも出たぞ	 皆手づくり 

	 	 不老川でも知る	 生きる環境 

	 	 	 （ふくはら子どもエコクラブ） 

②治水から	 多様な価値の	 川づくり	  

	 	 アイディア集め	 里の文化に 

	 	 	 （クリーン＆ハートフル川越） 

③生きる価値	 田んぼで体験	 福祉にも 

	 	 世代を越えて	 地域に輝く 

	 	 	 （みなみかぜ	 いきいき田んぼの会） 

④10アース	 エコマネーに換え	 買い物も 

	 	 数種のシート	 集めて楽しむ 

	 	 	 （芝浦工大エコポイント有効活用の研究） 

⑤エコ参加	 ポイントで知る	 学内で 

	 	 環境マネー	 使い楽しむ 

	 	 	 （東洋大エコキャンパスプロジェクト）

⑥琉球の	 アサガオゴーヤで	 自然幕 

	 	 温度差実感	 エコの実験 

	 	 	 （「緑のカーテン」の管理と環境改善効果）

⑦絶滅の	 防止考え	 キノコ見る	  

	 	 菌糸の価値と	 環境の価値 

	 	 	 （絶滅危惧種のキノコと県の現状） 

⑧リサイクル	 分別考え	 黒字化へ 

	 	 部署を名記で	 素材への道 

	 	 	 （経費から収益へのリサイクル活動） 

⑨交流し	 エコの価値知り	 実践に 

	 	 節約様々	 広める喜び 

	 	 	 （社会環境部会の活動） 

⑩観察で	 自然の価値知る	 手掛かりに 

	 	 水と緑で	 自然の富を 

	 	 	 （自然環境部会の活動） 

午後の部：基調講演	 高梨耕治氏『メダカやドジョウにやさしい田んぼでの農業』

環境への思い 

	 今回のかわごえ環境フォーラムのテーマは

「産業と環境・地域との新たな関係」で、PR

チラシには、案山子が立っている田んぼの風景

写真が使われました。午後の基調講演は、環境

に配慮した米作りをしている高梨耕治さんの、

「メダカやドジョウにやさしい田んぼでの農業」

と題した貴重な経験談を聞きました。 

	 講師の高梨さんは、市の職員で環境部長も経

験され、退職後は実家の農業を継がれ、地域の

人と協力して、環境に配慮した「米作り」を実

践しておられます。話の途中で、会場のつばさ

館の外に広がる田んぼに参加者の視線を移させ、

効率重視のたんぼ作りの現状を語りました。 

循環型農業への挑戦 

	 講演の冒頭に「水の循環」のフリップを写し

出して、農業用水と自然水利などを説明し、水

田が生き物との共生で水をきれいにする過程を

教えてくれました。蓮華草を植えて地力作りを

進め、除草剤は 1回だけは使うが、あとは人力

で汗をかく農業の豊かさを、自信を持って話さ

れ、参加者の共感を呼びました。収穫された「耕

福米」と名づけられたお米が閉会後に配られま

したが、おいしいお米だったとの連絡を受けま
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した。今後は、「耕福米」運動に会員の協力が必

要と痛感しました。      （武田侃蔵） 

 

登壇者・一行寸評 

	 会員の二見正憲さんから、基調講演に対する

寸評をいただいたので紹介します。 

	 水の道	 役人で知る	 糧は農 

	 	 耕福米で	 環境改善 

	 	 	 （メダカやドジョウにやさしい農業） 

 
高梨耕治氏 

 
会場の様子

 

午後の部：社会環境部門分科会「エコライフ・エコ活動」

 
社会環境部門分科会の様子 

	 出席者は、興味をもった 22名が集まったので、

積極的な討論ができました。東洋大の学生 2名

も途中から参加し、今後の方針も披露され、楽

しく進行できました。 

	 まず、簡単な概要説明後、話題提供として、

エコライフ（宮澤）、環境家計簿（松岡）、エコ

ドライブ（井口）、緑のカーテン（渡辺）、クー

ルスポット（菊地）、等を 3分程度説明して、ヒ

ントを与えました。 

	 その後、自己紹介を兼ねて、全員に考えを発

表してもらい、討論しました。意志があって参

加していただきましたので、それぞれが、想い

を寄せていただきました。その後、話題を集中

させる意味で、活動報告集 p.15にある松岡さん

の「アイディア de○○使用量削減」を引用して、

1.節電、2.節ガス、3.節水・汚染防止、4節ガソ

リン等順次、討論しました。LED電球の積極採

用、風呂水の洗濯への活用、雨水の活用、生ご

みの堆肥化、ワット・チェッカーでの測定によ

る現状把握、保冷剤の再活用等、それぞれが、

実践していること、思いもよらないアイディア

等が話されました。 

	 2 時間弱の短い時間であったので、話題提供

した内容についてまで進められなかったのは残

念でしたが、いろいろな活動をしている 20名程

度が集まって討論すると、有意義な討論になる

のだと実感しました。このような形態を活かし

て、何とか 6月の環境啓発展に合わせて、「エコ

暮らしをしよう！」「可燃ごみを減らそう」など

のテーマで、3 時間ぐらいの討論会を企画した

ら、よいのではないかと実感しました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治）
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午後の部：自然環境部門分科会「生き物の多様性保全を考える」

 
自然環境部門分科会の様子 

	 分科会は 24名の参加者で行われました。初め

に部会代表の賀登さんから川越の自然の現状と

課題を報告してもらいました。 

	 “川越は平坦地で都市域になっており、里地

里山の概念から離れているのではないかと思う。

多様性の法令では「種の保全法」が施行されて

いるが、土地所有者は希少種保全の義務があり、

環境大臣は必要な助言・指導ができると規定さ

れています。国や県は生物多様性国家戦略を作

成しており、法令は整えられているが、保全へ

の取り組みは始まったばかりです。 

	 川越の生物は、県のように詳しく調べられて

おらず、NPOのみの調査で実態はまだ把握され

ていません。 

	 川越市森林公園計画地を例に「平地林の手入

れの状況で昆虫相に変化が出る。下草や低木を

きれいに刈ると明らかに昆虫が減り多様性がか

なり損なわれることがわかりました。」川越では

雑木林を始め、開発が進行しており、どうブレ

ーキをかけるのかが課題となっています。 

	 問題提起を受けて、今福雑木林の会の山口さ

んは、土地所有者との交流を積み重ねながら、

落ち葉の循環や自家農園の堆肥として活用する

ために、枯れ木の処理、落ち葉掃きなどを 10

年にわたって続けて、草花や野鳥が生き生きと

できる環境を作ってきた。伐採や下草刈で土地

所有者と意見が異なることがあり、オオタカの

営巣木そばの伐採で、オオタカが子育てを放棄

したこと、エビネの自生地での順応的な管理が

できなくなるなどの問題に直面した経験が出さ

れ、これらの問題を解決するために、土地所有

者に林の管理状況を知ってもらい日常的に交流

する努力を積み重ねたいとの報告がありました。 

	 3 つめの活動報告は、「みなみかぜ いきいき

田んぼの会」からで、2 反の田んぼで生きもの

を活用して、無肥料・無農薬で 4年間田んぼつ

くりをしてきました。技術的にも安定して品

質・収量も慣行栽培並みとなってきました。私

たちは米つくりと地域自然環境を生物多様性の

ある健全なもの、赤ちゃんから高齢者までが地

域で心身ともに豊かに育ち住む地域づくりを行

っています。作った米は田んぼの会会員と施設

利用者の高齢者の食材としています。地域自給

モデルになるのではないかと考えています。多

くの住民と農家が共同して、田んぼを守り、環

境と調和した自然豊か、稲つくりに共同して取

り組み、地域自給の実現をめざしたいと夢を描

いています。 

	 今の価格競争にまみれた「農業」を大規模化

で維持するのでななく、地域住民の小さな参加

で、「農」を暮らしの中に入れていくことで、か

わごえ環境ネットのめざす、生物多様性保全・

再生も進んでいくのではないでしょうか。 

	 問題提起と活動報告をうけて、参加者から意

見を述べてもらいました。 

意見 

1. 開発が進行しており、水路は三面張りで生き

物が棲めない、平地林の公有地化は遅々とし

て進まない。住民の意識は、落ち葉、草刈な

どで自然を残す方向になっていない。講演の

なかで、農家を維持するのが難しくなってお

り、このまま行くと、川越の自然は河川だけ

になってしまうのでは。 

2. 堆肥がほしいので森林ボランティアをしてい

る。多様性は分かるが林をどう管理するかは

答えがないのでは。 

3. 川越は川が多く、自然度が高いので注目する

必要がある。菅間堰の改修に提案することで

行政に変化がおこる。あきらめない取組が大
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切と思う。そして、地主にちょっと自然を考

えて次の世代の子ども達に残してほしい。 

4. 人間は自然の一部であり、人間を含めて共生

の考えが必要です。 

5. ラワン材の伐採を仕事にしてきたが、択伐で

その後自然は回復している。川越の代替地（例

えば越生など）を求めて植林をして子どもた

ちに環境教育をしてはどうか。 

	 川越の自然の現状については、参加者は真剣

に耳を傾けており、理解が深まり考える機会と

なりました。しかし、多様性保全戦略の策定な

どの議論は時間の関係もあり話し合うことは次

回の課題となりました。 

（自然環境部会	 過昌司） 

午後の部：分科会「事業者交流会」

 
事業者交流会の様子 

	 かわごえ環境ネット会員の事業者交流会を初

めての企画として開催しました。「事業者交流会

参加のお願い」文を事業者会員 30社にお送りし

ました。各社に案内文が到着を見計らい、参加

のお誘いを行いました。 

	 「経費から収益・黒字化になった廃棄物リサ

イクル活動」の発表は、聴かせたい部署がある

けれど、社員の自宅から遠い、土曜日は休日で

社員の都合つかない、が多くありました。当日、

参加の初雁興業(株)とパイオニア(株)、それに基

調講演を行った耕福米の生産者、高梨耕治さん

に、農家は、事業者ですよね・・・とお誘いし

て、交流会に参加してもらいました。この他、

掛川市から駆け付けてくれた元会員、東洋大学

卒業生の長内さんが、「私は、この分科会に興味

があります。」と積極参加されて総勢 11名で、

交流会が始まりました。 

	 初めての交流会なので、議題・内容は、何も

決めずに、環境に関する今の思いと活動を一人

3 分で、お話しくださいとの進行で始まりまし

た。話の代表的な要旨は、各企業とも環境をよ

く学習して、今は変わってきている。社会的責

任を持ち、公害を出さない企業活動をしている。

CO2 排出量目標の報告が大変。市民団体に力が

多くある掛川市。情報交換が活発。米の生産は、

おいしさ追求で特徴を作っている。工夫を入れ

て虫退治に苦心。生産経費と価格が課題。現場

の考えで、ラインの傍で資源に戻す工夫を行う。

人が重要、企業は人材づくりの大学教育を企業

は望んでいる。等々、思わぬほどの熱い意見交

換・発表が続きました。 

	 進行役を担った私の感じは、会員企業からも

っと環境活動の思いと工夫を聞き出す取材を再

開したい。との思いが湧き出て来た交流会でし

た。 

（金子晃）

川越の自然を訪ねて（7）くぬぎ山
	 川越から所沢に向かってバス停「くぬぎ山」

で降り歩くこと 10分、霊園が点在する約 152ha

の平地林が「くぬぎ山」です。ここでは毎年 9

月と 12月に「くぬぎ山地区自然再生協議会」主

催で平地林保全管理活動が行われています。く

ぬぎ山地区の自然再生の目標は 4つあります。 

1. 平地林の荒廃を抑制し、豊かな緑と生物の多

様性を維持する 

2. 平地林の改変を抑制し、武蔵野の風景を将来

世代に引き継ぐ 
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3. 改変施設の移転誘導を計画的に進め、改変地

を復元し、良好な平地林を再生する 

4. 利活用を図り、平地林の新たな価値を創造する 

	 この目標に向かって毎年の保全活動が進んで

います。今年度も所沢市の中学生が約 90名参加

してくれて狭山市の公有地の手入れを行いまし

た。 

	 川越市からはちょっと遠いのか参加は少なめ

です。春の「キンラン」「ギンラン」などの観察

会などを企画すると関心を寄せてくれる人が増

えるのかなと期待したいところです。 

	 活動計画の詳細は埼玉県のホームページに掲

載され担当は「埼玉県環境部みどり再生課	 緑

地保全・自然再生」です。興味のある方はご一

緒ください。 

（横山三枝子）

 
山脇学園受付場所にて 

 
林の中	 作業中の中学生

かわごえ環境ネットの活動報告

新河岸川下流寺尾地区の湧水は今 自然環境部会 

 
日枝神社裏の湧水 

	 寺尾調節池で待合わせる約束があり新河岸川

の土手沿いを観察しながら下流に、旭橋より右

岸の日枝神社裏を通りました。冬季に入り久し

ぶりに湧水地を確認したところ湧き水は全く流

れていません。日枝神社裏から寺尾調節池まで

の間に 5か所の湧き水があり、私が記録する都

合上、下流に向かう順に 1 号～5 号と名付けて

います。2 号から 5 号の湧き水は問題なく水量

が確保されていますので、1 号つまり日枝神社

直下の湧き水だけが枯れていることになります。

記憶では数年前の夏に枯れたことがあり、3 月

中旬の今回はそれ以来のできごとなるのでしょ

うか。 

	 「高階村史」にも記述されており、また以前

に年配の方々から話を伺った経緯からも、武蔵

野台地の寺尾面は豊かな湧き水がありました。

その後都市化が進み、昔の面影はなくなってき

ています。今また何か変化が現われているので

しょうか、皆さんも関心をもって観察をしてい

ただければと思います。	 	 	 	 （菅野仲夫）	 
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池辺公園たより 自然環境部会 

 
キツネのカミソリ 

 
アズマイチゲ 

 
回収したごみ

	 啓蟄を迎える頃になると春めいてきますが、

定例の 3月 5日（火）は 1枚少なくてちょうど

良い気候でした。キツネノカミソリは葉が大分

伸び（春には葉を出した後姿を消し、夏に花だ

け咲き、葉と花が出会うことはない）、アズマイ

チゲも芽生えてきました（これから花を咲かせ

2 ヶ月後には地上から消えてしまうはかない命

なのだ）。アマナも葉を広げ、春の主役は勢ぞろ

いというところでしょうか。こうした植物はス

プリング・エフェメラルと呼ばれ、雑木林の林

床で春の光をいっぱいに浴び、一気に花を咲か

せて実をつけます。 

	 当日はキツネノカミソリの周辺を整備した後、

園内を一巡しながら目印の追加と付け替えなど

を実施。その後目立ち出した埋没ごみを景観上

もよくないので回収しましたが（この公園の地

下には産業廃棄物らしきものが一部そのまま残

されている）、長い付き合いになるでしょう。 

（菅野仲夫）

会員からの報告

川越緑のサポーター設立 10 周年記念事業「平地林再生、保全活動・写真展」開催報告
 川越緑のサポーター 

 
南文化会館	 ロビーでの写真展 

 
	 川越緑のサポーターが発足して 10 年が経過

したことを記念に、川越南文化会館ロビーにて、

農用平地林への再生・保全活動の写真展を開催

しました。期間は、2 月 21 日木曜日から 25 日

月曜日までの 5日間。 

	 写真は、川越緑のサポーターが活動している

平地林エリアで、コナラ植樹の平地林再生活動

と市民落ち葉掃き体験、落ち葉から出来た堆肥

を使った畑でのダイコン収獲、地域の中学生社

会体験事業、農用平地林の保全活動体験の支援、

降雪の朝のさんぽ路、市民が森林浴を楽しむ散

歩路等の景観を会員が撮影した写真 3枚を 1枚

のパネルに収めた 22枚を展示しました。A4サ

イズの写真 3枚には、平地林の再生・保全活動

写真パネル。秋の大風で倒

木。伐採されたコナラ。 
伐採後に空が見える空間。

春に萌芽更新の芽。 
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の説明文をつけて展示。 

	 来場された方々は、「いつも歩いているさんぽ

路、見覚えがあります。」「コナラを育てている

のですか。」「落ち葉掃き体験したかった。」「コ

ナラの植樹体験出来ますか。」「私も何かボラン

ティアしたいと思っています。」等、写真を見な

がらの会話ができました。この事業は、埼玉県

民提案事業の一環にも含まれており、準備段階

の写真パネル 10枚は、7月に事業推進の視察に

来られた埼玉県みどりの再生県民会議委員会の

みなさまに見ていただきました。市民が植樹体

験を行う、地域の中学生、子どもたちを含めた

平地林再生・保全活動体験に賞賛の評価を戴け

ました。 

	 来年度には、川越市立中央図書館の展示室に

て、平地林の四季をテーマにした写真展を開催

する予定です。 

（川越緑のサポーター代表	 金子晃） 

森林公園かんさつ会 (考える会主催）に初参加して 

 
ヤマガラ 

 
ルリビタキ♀ 

 
ウスタビガの繭

	 2 月 17 日（日）に NPO 法人武蔵丘陵森林公

園の自然を考える会主催の「森林公園かんさつ

会」に井口さんと一緒に参加しましたのでご報

告いたします。 

	 森林公園南口まで駅から張り切ってウォーキ

ング！	 集合場所の休憩所には 30 人余の方々

が集まってきた。そこに、大先生から手作りの

果物パンのお裾分け、とても美味しかった！ 

	 代表の谷津さんから当日の行動計画をお聞き

して、観察にいざ出陣！ 

【名バードウォッチャーと野鳥かんさつ】 

	 歩き始めると間もなく「ルリビタキの雄を発

見！」双眼鏡もなく野鳥の知識もない私はただ

オロオロ状態。負けまいと両目でルリビタキを

追った。暫らくルリビタキ観察を楽しんで次に

向かう。そうすると、鳥の鳴き声や飛んでいる

姿を見つけて「アオジだ！	 ヒガラだ！」と小

声で叫びながらメモを取っている人がいた。あ

たかも目には望遠鏡を耳には集音器を付けてい

るようなバードウォッチングの達人でした。 

	 観察した野鳥は、前出以外にはジョウビタキ、

カワセミ、ヤマガラ、ヒガラ、シロハラ、ツグ

ミ、マガモなど 20種類以上（写真左・中） 

【植物の大先生と野草かんさつ】 

	 ご高齢だが健脚な大先生（太田泰弘先生）は

新顔の私にも親切に説明してくださいました。 

①茎（髄）によるレンギョウの見分け方（レン

ギョウ・シナレンギョウ・チョウセンレンギョ

ウ）②ツユクサは自家受粉を避けるために、雄

しべと雌しべの成長速度を変えている	 ③青紫

色の実を付けたジャノヒゲを見つけて「タマリ

ュウはジャノヒゲの矮性種です」など 

【国蝶の幼虫と美しい繭】 

	 国蝶オオムラサキの幼虫を探す！	 木の根元

に降りて落葉の中で越冬している幼虫 5匹をみ

んなで見つけた。観察後は「元気な成虫にな～

れ！」と祈り元の場所に戻して終了！	 ②落葉

の中から拾い上げたウスタビガの繭（黄緑色）

がきれいなので感動していると、昆虫先生が自

製の携帯図鑑を取り出して説明してくれた。（写

真右） 

【若先生と蜘蛛かんさつ】 

	 垣根や落葉の中に潜んでいる 1mm ほどの小

さな蜘蛛（4 種類）を採取して、名前をみなさ
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んに教授。また、蜘蛛は巣を張るものと張らな

いものがおり比率は約半々、タランチュラは毒

蜘蛛ではないのに誤解されていることなど、蜘

蛛にとても熱心な若先生でした。 

【谷津さんのがんばり】 

	 森林公園でトウキョウサンショウウオの保護

活動を始めて 20年間、樹木の伐採・無作為な下

草刈りの制限や落葉の確保など公園の保全活動

を続けたことなどが実を結び、毎年生息地では

産卵がみられ生息数も回復している。 

	 スズメバチの女王が樹液を吸った痕をオオム

ラサキなどの他の昆虫が利用していること、ス

ズメバチに刺されるのは、黒い服装（=天敵の

熊）や人間の動きに原因があることを理解して

いれば刺されないので、むやみ殺さないで見守

ってほしいと熱く語ってくれました。 

	 かんさつ日和のなか、親切な先生や先輩方と

一緒に観察を行い、とても楽しい一日でした。 

（高橋啓二） 

まち美化啓発運動に新人が 

 
集合場所	 本川越駅交番横 

 
作業終了後、新人を中心に	 中央公民館にて

	 クリーン&ハートフル川越の定例行事「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、まち美化啓発運動が 3月

10日日曜日に行なわれた。 

	 当日は新人の上野真寿さんが参加、私を入れ

て総勢 7名が 3班に分かれ 9時 30分に本川越駅

交番脇を中央公民館に向かって出発。 

当日は 20度を超える温度で汗をかきながら、側

溝の雨水ます付近に捨てられたポイ捨てたばこ

を入念に拾いました。いつものことですが、「あ

りがとう」「○○はどの方向ですか」等の声をか

けられます。10時 50分頃に中央公民館に到着、

集めたごみを分別し「また次回もよろしく」と

声を掛け合い解散。      （菊地三生） 

 

川の再生、現地見学会（3月 3日） 

 
公園の植物説明は万葉の歌で 

 
川べりの手漕ぎポンプで遊ぶ子供 

 
水車も回っている水辺景観

	 新河岸川支流の黒目川は、地元の朝霞市民の

努力で「多自然川づくり」の「川の再生モデル」

として注目を集めています。埼玉県の「まるご

と川の再生事業」の第一次事業に認定されて、

市民検討会をすでに 10回行っています。その活

動の一環として、「黒目川の景観を考える会」主
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催で、静岡県三島市の「まちなかのせせらぎ見

学会」が 3月 3日に行われました。朝霞、新座

市民ら 47人、川越市からも 2人参加しました。 

	 富士山の裾野の三島市は、柿田川の湧水が有

名ですが、今は、20年前には死んだ川と言われ

た市内の小河川をよみがえらせた、市民の「せ

せらぎ再生運動」で有名になりました。 

	 市内の源兵衛川、桜川、御殿川などの小河川

は、昭和 30年代から、上流域での企業の地下水

汲み上げ、人口増による水道使用の増加などで

豊富だった水量は激減し、川の汚染もひどくな

り「死の川」とまで言われました。 

	 まず近くの市民の川のごみ拾いから始まり、

「三島ゆうすい会」「源兵衛川を愛する会」「三

島ホタルの会」などの市民団体が次々に美しい

水環境再生の運動を始めました。市や商工団体

も加わった「せせらぎ協働体」、さらに自治会な

ど 120団体の「市民会議」もできました。 

	 平成 2年には、農林水産省の補助事業にもな

り、平成 13年度から 5か年事業で県や市も加わ

って 16億円余の事業費で「環境と景観、市民と

の協働」のモデル事業として進めてきました。 

	 川の中の遊歩道も、丸太型、はしご型、右側

左側、横断型と、両岸の木や建物の景観とあわ

せて工夫され、市民手づくりの川への愛情の心

が伝わりました。 

	 説明をする地元市民の晴れやかな顔と声に、

市民の努力が実った自信が見られ、「市民協働」

の成果に圧倒されました。 

（武田侃蔵）

川越市からのおしらせ

あなたのまわりの「蝶」をおしらせください（平成 25年度自然環境調査） 環境政策課
	 市内で見つけた身近な「蝶」の情報を市民の

みなさんから募集いたします。 

	 この調査は、本市における自然環境について

の現状を把握し、今後の施策に生かしていくと

ともに、市民のみなさんに身近な自然環境や生

物多様性について興味を持っていただき、地域

における緑を含めた自然環境の保全及び生物多

様性の保全につなげていくことを目的としてい

ます。 

	 種類・数・調査日・調査場所（近くの目印な

ど）・蝶の行動・住所・氏名・連絡先と、可能で

あれば感想・写真を添えた調査シートを環境政

策課や各公民館・出張所窓口にて受け付けてい

ます。郵送及び市公式ホームページからの電子

申請でも応募可能です。応募期間は平成 25年 4

月 1日（月）から 11月 29日（金）必着となっ

ています。 

	 たくさんのご応募お待ちしております。 

理事会・専門委員会からの報告

理事会

第 11回（2月 26日） 

	 川越市役所地階修養室において 8名の出席と

4 名の委任により開催されました。主な議題は

次の通りです。 

	 埼玉県生物多様性保全活動団体への登録を承

認しました。登録団体名は「かわごえ環境ネッ

ト」とすることにしました。 

	 次年度事業計画について検討し、次の 6つの

行事を全体事業と位置づけ、理事会・部会横断

で実施することとしました。 
6月 2日（日）川の水質調査 
6月 15日（土）・16日（日）環境月間	 環境啓発展 
7月（期日未定）郊外クリーン活動 
10月 6日（日）アースデイ・イン・川越 立門前 
12月 23日（祝）歳末中心市街地まち美化活動 
2月（期日未定）第 12回かわごえ環境フォーラム 

第 12回（3月 22日） 

	 福田ビル 3 階会議室において 7 名の出席と 4

名の委任により開催されました。主な議題は次

の通りです。 
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	 次年度の全体事業及び各専門委員会の事業計

画について再度検討しました。4月 16日の理事

会で総会議案書案を審議するので、理事会・各

専門委員会の担当者が素案を作成して 4 月 15

日 12 時までに事務局に原稿を提出することに

なりました。 

	 6 月 2 日の川の一斉水質調査については、4

月の両部会に地図とリストを示して参加者を募

集するとともに、5月 25日の総会前に説明会を

開催することになりました。 

	 組織改正について議論を行い、かわごえ環境

フォーラム実行委員会を改組、常置化すること、

3つの専門委員会（広報、かわごえアジェンダ 2

1、新委員会）においては本誌において委員公募

を行うことを決めました。 

	 2013年度総会の案内文を確認しました。5月

25日（土）は 10:30から開会し、終了後は近隣

で懇親会を行うことにしました。出欠について

は、これまでどおりはがきで行うことになりま

した。 

	 つばさ館主催で 8月 4日（日）に実施する「エ

コプロダクツ川越 2013」の出展について、今後

検討することになりました。  （小瀬博之）

社会環境部会

	 3月の例会は、8日（金）に市役所地下修養室

にて、14名のフルメンバーにて会議を進めまし

た。 

	 第 11回かわごえ環境フォーラムは、大半がよ

かったと評価しました。ワークショップの分科

会「エコライフ・エコ活動」には、22名が参加

して頂き活発な意見交換ができました。これを

機会に環境月間「環境啓発展」でもフォーラム

と同じように講演会又は討論会を行ってはどう

かとの提案に対して検討してみようということ

になりました。 

	 来年度実施予定の施設見学会は、「環境の未来

と過去」ということで、日本科学未来館と江戸

東京博物館または川崎の日本民家園を見学して、

将来の社会を想定してみるのもよいのではない

かとの提案がありました。6月までに決定して 9

月実施の方向で検討推進することにしました。 

	 新年度の事業計画には、重点施策を定めて取

り組むことにしました。また、高木善之氏の D

VD「地球環境と私達の未来」を社会環境部会で

購入しました。次回、4月 12日例会前の午前 9

時から北公民館にて視聴して討論することにし

ました。時間のある方は参加してください。こ

の DVD は、機会あるごとに幅広く活用するこ

とにしました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治）

自然環境部会

	 3月定例会は市役所地下修養室にて 13名の参

加で開催されました。内容は以下の通りです。 

①来年度の活動計画について 

	 生物多様性保全をメインテーマに水辺と緑の

保全再生を活動の基軸とする。そのための具体

的な計画を話し合った。4 月部会で決定する。

②埼玉県生物多様性保全活動団体への登録をす

ることになった。県内ですでに 30を超える団体

が登録しており、本会も協力していきたい。内

容的には自然環境部会に関係することが多いの

でこちらを窓口とする。 

（社会環境部会代表	 賀登環） 

かわごえアジェンダ 21推進委員会（拡大企画会議）
	 2月 26日の理事会後に拡大企画会議を兼ねた

本年度第 2回の委員会が開催され、次年度の事

業計画を検討する 11名の出席がありました。主

な議事は次の通りです。 
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2012年度の「環境に配慮した行動チェックシー

ト（市民編）」の実施結果 

	 今年度は 349名（2011年度 205名）が参加し、

次のような結果でした。 

	 東洋大学総合情報学部エコデザイン論履修者

（7 月 9〜23 日、110 名、平均換算点 35.7 点、

高 87点、 低 7点、都市エネルギー情報論履

修者昨年平均 34.1点 

	 砂中学校 3年生（9月 27日、126名、平均換

算点 30.8点、 高 73点・ 低 3点） 

	 アースデイ・イン・川越立門前（10月 28日、

70名、平均換算点 50.8点、 高 83点、 低 18

点、昨年平均 55.2点） 

	 北公民館かんきょうまつり（11 月 10 日、43

名、平均換算点 50.7点、 高 87点・ 低 3点、

昨年平均 55.0点） 

	 傾向は毎年それほど変わりません。若年層は

30 点前後で、年齢が上がると 50 点前後になる

という傾向があります。 

次年度事業計画とアジェンダ 21との関連 

	 次年度の全体事業及び専門委員会の活動とか

わごえアジェンダ 21の重点プロジェクト 10と

の関連を確認しました。 

（委員長	 小瀬博之） 

かわごえ環境フォーラム実行委員会

	 3月 22日（金）の理事会後 11:00-12:00に 10

名の出席者で実施しました。2月 23日（土）に

開催した第 11 回かわごえ環境フォーラムの反

省を行いました。およそ次の点が議論となりま

した。 

・報告集原稿の一部に不鮮明な点があることに

対する照会が必要である。 

・環境活動報告会は、内容や時間配分に対する

意見があったが、発表者の発表の機会を設ける

ことが趣旨であるので、現在の形式を継続して

いく。また、質問への対応方法として、講演者

と質問者が個別に対応できる時間を設けられる

かを今後検討する。また、発表者の発掘を行う

必要があるとの意見があった。 

・展示会については、見物できる時間が限られ

ていたことから、6 月の環境啓発展の会員出展

の充実を図ってそちらに資源を集中していく必

要がある。 

・基調講演については時間、内容とともに適当

であった。今後も川越で活動する人を中心に講

師を選定すべきという意見があった。 

・分科会についてもおおむねよかったが、人数

が 大 24 名で話し合いとしてはぎりぎりの人

数であり、3分科会の参加人数 57名を考えると

4分科会を設けることで各分科会 15人程度に人

数を抑えることができる可能性がある。また、

今後は実行委員会でテーマ設定を十分検討した

ほうがよいという意見があった。 

・その他について、会場がわかりづらいという

意見があったので、詳細な地図をちらしにつけ

るなどしたほうがよい。 

・会場であるつばさ館については、使い勝手が

よく、今後も会場として使用したほうがよいと

いう意見であった。 

・決算について確認した。前回（第 10回）より

も収支が 42,304円改善された。協賛金が 1社多

かったことにより収入が 2.5 万円増、会場費が

無料であったことなどにより支出が約 1.7 万円

減であった。 

	 なお、本委員会は、総会以降「（仮称）事業運

営委員会」として常置化して、「6 月環境月間 

環境啓発展」、実行委員会や出展者として参画し

ている「アースデイ・イン・川越 立門前」を始

めとする全体事業の運営を行う組織として位置

づけることを申し合わせました。次回 4 月 23

日の委員会は、現状のメンバーで現在の名称で

6 月の全体事業について検討し、それ以降は公

募も含めて委員会体制を一新することにしまし

た。 

（実行委員長	 小瀬博之）
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おしらせ

【会員各位】委員公募のおしらせ（応募期間：4月 1日〜5月 10日）
	 委員制を取っているかわごえ環境ネットの 3

つの専門委員会「広報委員会」「かわごえアジェ

ンダ 21推進委員会」「（仮称）事業運営委員会（現

 かわごえ環境フォーラム実行委員会）」の今年

度の委員を、会員を対象に公募します。 

	 本会の事業にぜひご協力ください。 

1.広報委員会 

業務：本誌の執筆・編集・印刷・発送、Webサ

イトの運営 

会合：毎月 1回 

	 Microsoft Word による文書の作成・編集、E-

mailのできる方を歓迎します。 

2.かわごえアジェンダ 21推進委員会 

業務：川越市環境行動計画「かわごえアジェン

ダ 21」の推進（チェックシートの実施・集計、

同計画に基づく事業の実施など） 

会合：年間 3〜4回 

3.（仮称）事業運営委員会 

業務：本会の全体事業（かわごえ環境フォーラ

ム、6 月環境月間 環境啓発展）、協働・参画事

業（川の水質調査、郊外・中心市街地まち美化

活動、アースデイ・イン・川越 立門前）等の企

画・運営 

会合：年間 12回程度 

	 応募・問い合わせは、社会・自然環境部会開

催時または事務局（環境政策課環境推進担当）

へ 5月 10日（金）（社会環境部会・自然環境部

会開催日）までにお願いします。 

【会員各位】川の水質調査 6月 2日実施、参加者募集

 
昨年の採水（左）と水質測定（右）の様子 

	 毎年 6月第 1日曜日に実施されている「身近

な水環境の一斉調査」に合わせて、本会でも流

域団体である「NPO法人荒川流域ネットワーク」

「新河岸川水系水環境連絡会」に協力して「川

の一斉水質調査」を 2005年度より実施していま

す。今回、第 9回となる「川の一斉水質調査」

を 6月 2日（日）午前に実施します。 

	 参加希望者は、4月 12日・5月 10日に行われ

る社会環境部会・自然環境部会に出席いただい

て、採水地点（42か所の定点）や水質測定の方

法についての説明を受けた上で申し込んでいた

だくことになっていますので、ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。また、事前説明会を

5 月 25 日（土）の総会前（9:30-10:15）に川越

市立博物館で実施します。 

	 昨年の調査の様子、結果は本誌 2012年 7月号

（No.069）に掲載されています。本会Webサイ

トでダウンロードできます。

【会員各位】6月環境月間 環境啓発展 6月 15・16日開催、出展者募集（5月 27日締切）

 
昨年の会場の様子（パネル・机の大きさがわかります） 

	 6 月は環境月間として、全国的に啓発活動が

行われています。 

	 そこで、川越市が主催する小中学生の環境ポ

スター展に併設する形で、昨年に続き第 2回と

なる「6月環境月間 環境啓発展」を環境プラザ

「つばさ館」（川越市鯨井 782-3）で 6 月 15 日

（土）・16日（日）9:00-16:30に開催します。 

	 この行事は、ポスターや実物の展示を中心に、
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市民向けに環境行動を啓発しようという趣旨で

開催するものです。 

	 昨年は、準備期間が限られていたため、会員

の出店募集は行いませんでしたが、今回は、会

員（個人・団体）の出展を募集します。応募締

切は 5月 27日（月）とします。ふるってご応募

ください。 

	 詳しい要項は本誌 5月号でおしらせします。 

	 なお、昨年の調査の様子、結果は本誌 2012

年 7月号（No.069）に掲載されています。本会

Webサイトでダウンロードできます。 

【会員のみなさまへ】総会・懇親会（5月 25日）のご案内と会費納入のお願い
	 2013（平成 25）年度総会（5月 25日土曜日 1

0:30-11:30）のご案内と、会費納入についてのお

願いを本誌とは別送でお送りします。総会の出

欠については、総会通知に同封した返信用はが

きを用いて、4月 23日（火）必着でご連絡くだ

さい。年会費の納入は、個人会員 1,000 円、団

体会員（民間団体、事業所、川越市）は 2,000

円です。5月 24日（金）までにゆうちょ銀行の

口座［口座番号 00180-2-13880（ゆうちょ銀行以

外から振り込む場合は、ゆうちょ銀行 〇一九支

店 当座 0013880）, 加入者名：かわごえ環境ネ

ット］にお願いいたします。振込方法によって

手数料がかかります。また、総会終了後（12:0

0-13:30）に懇親会（会費、会場未定）を開催し

ますので、ぜひご出席ください。

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 3月度） 

日時：4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（2013年 2月度） 

日時：4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, 15:00-

17:00の連続開催です。次回は 5月 10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（2013年度第 1回） 

日時：4月 16日（火）9:00-11:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

◆広報委員会（2013年 4月度） 

日時：4月 16日（火）11:00-12:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆理事会（2013年度第 2回） 

日時：4月 23日（火）9:00-11:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

	 以降、5月 28日（火）・6月 25日（火）両日

とも午前中（9:00より）開催 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 10回） 

日時：4月 23日（火）11:00-12:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

●川の水質調査事前説明会（要事前申込） 

日時：5月 25日（土）9:30-10:15 

場所：川越市立博物館（川越市郭町 2-30-1） 

●2013年度総会（要事前申込） 

日時：5月 25日（土）10:30-11:30 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

●懇親会（要事前申込） 

日時：5月 25日（土）12:00-13:30 

場所・参加費：未定 

＜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：4月 2日・5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 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保全活動 

日時：4月 8日・22日・5月 13日・27日（月） 

9:30-12:30 
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集合：川越南文化会館（ジョイフル）9:30 

（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。 

＜イベント＞ 

★川の一斉水質調査 

日時：6月 2日（日）午前 

採水場所：川越市内各所 

水質測定場所（予定）：川越市北公民館 

（川越市氷川町 107） 

★第 2回 6月環境月間 環境啓発展 

日時：6月 15日（土）・16日（日）9:00-16:30 

場所：環境プラザ「つばさ館」 

（川越市鯨井 782-3）

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。 

◆4月 7日（日）・19日（金）当会主催 

	 野鳥のさえずりを楽しみながら、春の花や活

動を始めた昆虫類やクモ等を観察しましょう。

今回は、園内バスで移動します。お弁当は必ず

持参してください。	 

◆5月 6日（月・祝日）・14日（火）当会主催 

	 野草パトロールをかねてキンランや昆虫の観

察をしましょう。14日は、ハルゼミの抜け殻調

査やトンボやチョウ類も探しましょう。植物の

解説は、太田先生です。 

●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 

◆4月 13日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 ネギの植え付け等 

◆5月 11日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 枝豆の植え付け等 

集合：明見院（川越市今福 677）、時間：9:30ご

ろから 12:30ごろまで 

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。 
2013年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
4 13 ネギの植え付け等 
5 11 枝豆の植え付け等 
6 8 にんじん畑の手入れ、枝豆畑の片付け

等 
7 13 （16:00からの作業）とうもろこし畑

の片付け 
8  （休み月） 
9 14 ブロッコリー、キャベツの収穫 

10 12 大根畑の片付け・ビニールはがし 
11 9 里芋の収穫・芋煮会 
12 14 大根の収穫・ビニールはがし 
1 11（18） 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 
2 8 （15） 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 
3 8 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） 

◆4月 2日（火）・18日（木） 

◆5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） 

◆4月 14日（日）・5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。
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3. 第 4土曜日（13:30-15:00） 

◆4月 27日（土）・5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。 

☞「川の国応援団・新河岸川市内流域の清掃」 

	 原則として第 4日曜日 9時より 2時間。参加でき

る人は、担当分担の割り振りのため、実施日の 3日

前までに武田（090-2521-5770）へご連絡ください。 

◆4月 28日（日）9:00-11:00 

	 （前号から内容変更）新河岸川上流域、赤間

川公園前 9:00集合、北公民館で解散。 

◆5月 26日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川中流域、新琵琶橋たもと 9:00 集合、

オアシス横で解散。 

●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.049-234-8500） 

	 4 月に入り、生物多様性農法が本格的に動き

出します。田んぼは「早期湛水」に向けビオト

ープに水が入り生きものが活発に動き出します。

作業は種まき、苗代田つくり。 

活動日：4 月からは、毎週火・金曜日。仲間と

して、いつからでも、誰でも参加できます。 

会場（集合）：みなみかぜ地域交流センター（川

越市吉田 204-2）。 

☞“田んぼ活動オリエンテーション 2013” 

（田んぼ活動説明会・会員募集） 

◆4月 7日（日）10:00-12:00 

定員 50名、いきいき田んぼの会会員登録 2,000

円（1家族または 1人／年）（年会費 1,000円と

資料・郵送料実費 1,000円の合計、（みなみかぜ

ふる里米 2kgを収穫祭にて配布、傷害保険料を

含みます。）、申込先：Fax.049-239-5646、はがき

359-0807 川越市吉田 204-2	 社会福祉法人健友

会みなみかぜ	 地域交流センター田んぼ係、お

問合せ：Tel.049-234-8500（9:00-17:00）※お申

込みをされた方には別途詳細をご送付いたしま

す。 

	 生物多様性を活かした“田んぼ活動”は、種

まき・田植えから稲刈り・収穫祭など年間イベ

ント及び日常農作業、赤ちゃんから高齢者まで

全ての世代が「田んぼ遊び」「生きもの観察」を

含めた交流活動に参加できます。親子でもお一

人でも OK！ 

☞種まき・苗代つくり 

◆4月 27日（土）9:30-12:30 

参加費:100円（会員外-保険料） 

	 ポット苗を作ります。そのために種まきも機

械作業ではなく、2粒ずつセルトレイに種まき、

それを入れた苗箱を田んぼに並べて苗代田とし

ます。いよいよ苗づくりの開始。40～50日かけ

ゆっくりと、健康・丈夫な大人（成苗 4.5 葉）

を作ります。 

●東洋大学環境コミュニケーションゼミ 

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, 4月 10日までにご連絡を） 

☞2013 年度第 1 回東洋大学川越キャンパスエ

コツアー「ウワミズザクラの花見」 

◆4月 12日（金）①9:00-10:30,②10:40-12:10 

集合：東洋大学川越キャンパス①福利厚生棟前,

②5号館 4階 541教室（川越市鯨井 2100），人数：

15名程度，参加費：無料，雨天決行（②は授業

において学生と一緒に行動します。） 

 
大越記念庭園のウワミズザクラ（2012年 4月 24日撮影） 

●(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）
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☞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） 

◆4月 14日（日） 

	 春爛漫、人も植物も動物も生き生きとして活動

を始めました。水を湛えた沼は葦が芽吹き、本来

の姿に戻りました。この季節を楽しみましょう。 

◆5月 12日（日） 

	 5月 10日から愛鳥週間です。この時期、野鳥は

子育てをします。この大切な時を無事に過ごせる

ようにするための行事です。伊佐沼では、カイツ

ブリ、カルガモ、オオヨシキリ、バンなどが巣を

造り、子育てをします。その様子をやさしく見守

りましょう。そのほかコアジサシが求愛のため、

雄が雌に餌の魚を与える行為も見られるでしょ

う。 

●荒川流域ネットワーク 

問い合わせ：鈴木勝行（Tel.090-7804-5722） 

＜共通項目＞ 

持ち物：長靴、あれば胴長、昼食、カッパ（小

雨決行） 

作業時間：約 3時間（参加者数による） 

☞都幾川アユ遡上作戦（アユの標識放流作業） 

◆5月 2日（木）9:00集合（変更になりました） 

場所：都幾川 宮ヶ谷前堰 9:00集合 

詳細：http://kawagoekankyo.net/news/documents/a

rariver20130421.pdf 

☞高麗川・越辺川アユ遡上作戦 

（アユの標識放流作業） 

◆4月 28日（日）9:00集合 

①場所：小畔川 2号堰下流 9:00集合 

②場所：越辺川 越辺川橋上流 10:00集合 

詳細：http://kawagoekankyo.net/news/documents/a

rariver20130428.pdf 

広報委員会からのおしらせ

●4月川越市役所環境部関係人事異動 

▽環境部長	 根岸孝司（教育総務部長、元環境

政策課長）、副部長兼環境政策課長事務取扱	 島

田友行（環境保全課長事務取扱）、環境対策（旧

環境保全）課長	 新井律男（環境保全課副課長）、

環境政策課副課長	 内田修弘（高齢者いきがい

課在宅介護支援センター所長）、環境対策課副課

長	 清水潤（同課主査）、資源循環推進課副課長

波田野泰弘（同課主査）、東清掃センター所長	 

小野守（同所主査）。なお、森環境部長は危機管

理監、奥富環境政策課長は総務部管財課長、同

課の鈴木副課長は政策財政部資産税課副課長に

転出。 

●「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。年度初めの今が入会には最適です。 

	 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。2013年 5月

号（No.079，4 月下旬発行）の掲載原稿は、4

月 15日（月）必着です。電子データでいただけ
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るととても助かります。原稿と写真は編集担当

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「いいね！」してください 

	 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にもページがあります。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できます。まず

は Facebookにアカウント登録を。 

https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

 
●編集後記 

★広報委員会では、これまで井口吉三郎委員に

編集作業を手伝っていただき、昨年度後半より、

効率的な運営と適正な発行を実現できていまし

たが、井口委員が今号をもって編集作業を離れ

ることから、人手不足状態に戻ります。 

	 現在、私が編集をしておりますが、今号は 20

ページにもなり、編集に相当の時間を費やして

いる状況です。会員の方で編集（具体的にはW

ord によるレイアウト）をお手伝いいただける

方はいらっしゃいませんか。 

	 毎月の広報委員会に出ることができなくても、

インターネット上のやり取りで、規定のフォー

マットに原稿を流しこんでいただけるだけでも

相当作業が効率化して助かります。ぜひともお

願いいたします。 

	 手伝ってもいただける会員の方は、p.14に書

かれている通り、事務局を通してまたは広報委

員会（koho@kawagoekankyo.net）まで直接ご連

絡ください。（こせ） 

★４月新年度から、川越市では「こども未来部」

ができますが、名のとおり、子供の未来に希望

があふれるまちにしたいとの思いが募ります。

「水と緑にあふれた伝統のまち川越」を目指し

て活動している、かわごえ環境ネットの会員の

背中を見て育ってくれればと思います。子供が

私らに共感してくれれば、その親たち、その上

の世代と、市民ぐるみの絆作りが可能になりま

す。この夢を実現するために、環境部とこども

未来部との密接な連携が期待されます。	 (KT) 
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イベントカレンダー（3月 31日〜5月 22日） 
日 月 火 水 木 金 土 

3/31 4/1 4/2 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

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

4/7 
◎10:00田ん
ぼ活動オリエ

ンテーション 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

4/8 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

4/9 4/10 4/11 4/12 
◎9:00,10:30
川越キャンパ

スエコツアー 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

4/13 
◎9:30おいし
く楽しく農業

体験 

4/14 
◎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 

4/15 
○本誌 5月号
原稿投稿期限 

4/16 
◆9:00理事会 
◆11:00広報委
員会 

4/17 4/18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/19 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

4/20 

4/21 
◎9:00都幾川
アユ遡上作戦 

4/22 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 

4/23 
◆9:00理事会 
◆11:00かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 

4/24 4/25 4/26 4/27 
◎9:30種ま
き・苗代づくり 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/28 
◎9:00高麗
川・越辺川ア

ユ遡上作戦 
◎9:00川の応
援団・新河岸川

市内流域の清掃 

4/29 
昭和の日	 

4/30 5/1 5/2 
◎9:00都幾川
アユ遡上作戦 

5/3 
憲法記念日 

5/4 
みどりの日 

5/5 
こどもの日 

5/6 
振替休日	 

◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

5/7 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/8 5/9 5/10 
○川の一斉水質調

査参加応募締切 
○委員公募締切 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

5/11 
◎9:30おいし
く楽しく農業

体験 

5/12 
◎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 

5/13 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

5/14 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

5/15 
○本誌 6月号
原稿投稿期限 

5/16 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/17 5/18 

5/19 5/20 5/21 5/22 ★：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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