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【巻頭言】「緑のカーテン啓発」で市民の絆を

 
フウセンカズラと小玉スイカを 

組み合わせた自慢の「緑のカーテン」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 今年の春は1・2月の気温が低めで梅の開花が遅れましたが、3月になって急に温かく

なり、サクラなどは予想より早く咲き始めました。ツツジなども 4月中に満開を迎えて

います。この調子では、今年の夏は一昨年並みの猛暑になるのではと懸念されています。

地球温暖化防止と健康維持のために、「緑のカーテン」作り運動を今までよりも強力に進

められねばなりません。川越市でも、5月14・15日に4公民館で「緑のカーテン講座」

を開くと広報に載せましたが、申し込みがあいつぎ市民の関心の高さがうかがえました。 

	 社会環境部会の「緑のカーテン推進グループ」では、かわごえ環境ネット 3月号の配

布に合わせて「フウセンカズラ」の種を個人会員に配りました。さらに、6月15・16日

の両日につばさ館で開かれる環境啓発展にゴーヤなどの苗を用意し、「時期が遅くなった

がこれからでも何とかならないか」という市民の希望に応えたいと、種まきを遅らせな

がら苗作りの準備をしています。あわせて栽培の相談に応じられるよう、関係者も勉強

しています。 

	 また、会員の有志で地域の老人会に呼びかけ、高齢者の家に「緑のカーテン作り運動」

を進めています。また、公民館や学校での「緑のカーテン」作りに、会員が音頭を取っ

て地元住民と協力するようお願いしています。 

	 「緑のカーテン」に適した植物は、①ゴーヤ②キュウリ③千成ヒョウタン④フウセン

カズラ⑤アサガオ⑥インゲン⑦スイカ⑧山芋⑨ヘチマ⑩ミニメロンなどいっぱいありま

す。プランターとネットをうまく利用し組み合わせの面白さを発揮して、自然の妙を味

わいたいものです。そうして、自慢の写真を撮って、秋の「アースデイ・イン・川越」

会場などで発表し、成果を競いたいものであります。 

（社会環境部会・緑のカーテン推進担当	 渡辺利衛） 



月刊 かわごえ環境ネット	 2013年 5月号	 No.079 

- 2 - 

川越の自然を訪ねて（8）川越のスプリングエフェメラル

 
アズマイチゲ 

	 スプリングエフェメラル（spring ephemeral）

とは、「春の儚きもの」「春の妖精」などと訳さ

れ、早春まだ他の植物が葉を広げる前に花をつ

け、足早に生活サイクルを終える一群の植物を

指しています。代表的なものはカタクリでしょ

うか。他にはフクジュソウ、セツブンソウ、ア

ズマイチゲ、ニリンソウなどが有名です。 

	 川越には自生種ではアズマイチゲ、ヤマエン

ゴサク、イチリンソウ、アマナなどがあります。 

	 アズマイチゲ（東一華、キンポウゲ科）は池

辺公園にかなりの群落があります。本来の分布

は山地、山麓の日当たりのいい場所ということ

ですから、入間川沿いに下ってきたのかもしれ

ません。今から 5年前に公園化にあたり専門家

が植物調査をしましたが、時期がはずれていて

記録からはもれていました。工事が始まってか

ら、園芸業者の方が「アズマイチゲがある！」

と発見され、その後保護策が講じられました。

池辺公園では、自然環境部会が開園当初から公

園整備課と協働して保全活動を行っており、ア

ズマイチゲは少しずつ増えていっています。た

だ、どういうわけか中々、花がつかないのです。

この春は 3月 16日に開花しましたが、わずか数

輪でした。末永く見守っていきたいものです。  

	 池辺公園にはアマナ（甘菜、ユリ科）も増え

ています。平たい細長い葉を一枚、ツンツンと

林床に出しています。その割には大きな花をつ

けます。3 月中旬ころから１か月くらい見られ

ます。曇りや雨の時は花を閉じていますので見

るなら太陽が出ている日です。地下に球根を蓄

え、これを食すると甘いというのが名前の由来。 

	 ヤマエンゴサク（山延故策、ケシ科）は水上

公園に小さな群落があります。保護され看板が

ありますのでわかりやすいです。とても清楚な

うすいブルーの細長い花をつけます。例年、３

月末から 4月上旬の短い間です。これも本来は

山地の植物ですので、入間川が運んだのかもし

れません。ここには近縁のジロボウエンゴサク

もあります。 

	 イチリンソウは不老川の狭山市に接するあた

りの河畔林に自生地があります。湿地とまでは

いきませんが、割合水分のある場所でエノキが

多い雑木林です。ニリンソウ、ヤマエンゴサク

も自生していますが、ここは民有地ですので将

来的にはわかりません。 

	 以上紹介しましたスプリングエフェメラルは

この記事を読まれる頃には、もう地上から姿を

消し、長い眠りに入っていることでしょう。い

ち早く太陽光を吸収し栄養を蓄え、退場するの

が彼らの生き残り戦略のようです。ぜひ、来年

の 3月半ばを狙い目に足をお運びください。 

（賀登環） 

 
アマナ 

 
ヤマエンゴサク 

 
イチリンソウ
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かわごえ環境ネットの活動報告 
池辺公園たより 自然環境部会

 
アズマイチゲ 

 
ウバユリ

	 4 月 2 日（火）の定例活動も雨でしたが、3

人の参加のもと、キツネノカミソリ、ウバユリ、

アズマイチゲなどの発芽株数をざっと確認でき

ました。 

	 キツネノカミソリは約 960株と確認。昨年の

開花数は 356株とみなしたので、芽生えた株数

の 3～4割の開花なのでしょうか。 

	 ウバユリは約 520株と確認。昨年の開花数は

53 株とみなしたので、芽生えた株数の 1～2 割

の開花なのでしょうか。 

	 アズマイチゲは推定で約 4,000 株としたが、

昨年は開花確認できた人はなし。今年は 5～6

株の開花を確認できています。 

	 川越のような平地の狭い範囲の雑木林で、3

種を観察できることは珍しいことです。入間川

の同じ河川敷にある水上公園の雑木林でも、キ

ツネノカミソリ、ウバユリ、ヤマエンゴサクが

観察でき、同様な存在と思います。 

	 「新編武蔵風土記稿」によれば、池邊村（今

の池辺）にはかつて大きな池があり、それを開

墾してできた村なので、池邊村と称したと記さ

れています。池辺公園も水上公園も池辺住所で

すから、入間川の氾濫による、上流の山からの

影響を受けているのでしょうか。長い時間をか

け定着した野草ですが、どうも植物のほうから

どうするのかを働きかけられているようです。

	 現在に生きる人間にとって、多様な植物の命

をどのように保護するのか考えて行きたいもの

です。 

（菅野仲夫） 

 
会員からの報告 
まち美化啓発運動（本川越から中央公民館間の道を）

 
集めたごみの仕分けを行い終了（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 4月

14日日曜日に行われた。 

	 先月に引き続き上野真寿美さんが 2度目の参

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化館に向かって

出発。 

	 やや肌寒い中、側溝の雨水桝付近に捨てられ
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たポイ捨てたばこを入念に拾いました。10時 4

5 分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。 

★参加希望者は毎月第 2日曜日 9:30に本川越駅

交番前にお出でください。次回は 5月 12（日） 

（菊地三生）

 
いわき被災地スタディツアーに参加して

	 1 月 12 日と 3 月 11 日いわき市主催の被災地

巡りに参加しました。 

1月 12日は久ノ浜町浜風商店街、豊間中学校前、

塩谷埼、いわき・ら・ら・ミュウ等を、3月 11

日は塩谷埼、いわき・ら・らミュウ、日産自動

車いわき工場等を鈴木英子さん（被災当時は海

の家経営）の案内で訪ねました。 

2回の訪問を通して感じた事は、 

①	 久ノ浜第一小学校校庭の一部に半年後の 9

月 3日、10件の仮設店舗で営業再開した浜崎

商店街の商品は、品数が少なかったが、比較

的安い価格で売られていた。 

②	 豊岡中学校の外壁には、第 40回東北中学校

バレーボール大会出場の垂幕が下がったまま

だった。 

③	 塩谷埼の山六観光の売店のトイレはまだ使

えず、灯台にも行けなかった。まだ復興に向

けて努力している途中だと思った。 

④	 日産自動車いわき工場は、震災後約 2か月

で再開した。当時被災した生産設備を地盤補

強した近くに移し、そこは配送センターとし

て再利用した。また、人手に頼る工程は、誤

作業をしない様々な工夫を重ねている。 

⑤	 いわき・ら・ら・ミュウは、震災 8ヶ月後

の 11月 25日に再開した。8月 31日まで「い

わきの東日本大震災展」が行なわれている。

月別の被害と復興の様子の写真と資料は、と

てもよく理解できた。 

	 また、担当者と鈴木さんの説明を聞いて、次

のようなことに気づきました。 

①	 防風林、海側に波を打ち返す堤防、耐震対

策のある鉄筋コンクリートの建物、テトラポ

ット等は津波を弱める力があった。 

②	 津波は第 1 波より第 2・第 3 波の方が大き

かったり、震源と違う方向（茨城県側）から

来たものもあったりした。そのため、海の様

子を見に行ったり避難が遅れたりしたために、

死亡や行方不明になっている人が続出した

（死亡 293名、死亡認定を受けた行方不明者

37名）。 

③	 津波は山が迫っている場所（平地の幅が少

ない）は、海水がなかなか引かなかったり、

増幅したりした。 

④	 防災無線がよく聞こえず、避難できず死亡

した人もあった。（防災無線がうるさいという

住民からの苦情により、スピーカーを海側に

変えたのも原因となったところもあった。） 

⑤	 助かった鈴木さんは、津波の変化に気づき、

数回、さらに高台に避難した。状況に応じた

判断とすみやかな行動が命を守る。 

⑥	 原発事故により、避難を数回重ねて 111名

の震災関連死があった。また、水産加工業者

は、岩手県・宮城県等の福島県以外の東北各

地や静岡県島から原料を取り寄せ生産を再開

している。 

	 大地震は、いつ、どこで起こるかわかりませ

ん。勤務先や旅行先、歩行中や自動車運転中に

発生するかもしれません。身を守り、安全な場

所に移動する、判断と行動ができるための準備

と心構えが日々必要だと実感した 2日間でした。 

（二見正憲） 

 

◆6月 15・16日はつばさ館で「第 2回 環境月間 環境啓発展」開催。出展者募集中！ 

	 会員の活動をアピールする機会です。詳しくは「おしらせ」をご覧ください。	 
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講演会報告	 国民を大切にする国	 キューバ	 	 ～孤島に生まれた理想の国～

	 2月 24日国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター2 階ミーティングルームで行われました。

参加者は、子どもからお年寄りまで、福岡、長

野、新潟、そして福岡など遠方から来られた方

で会場満席のなか、高木善之先生の講演が始ま

りました。 

	 国の実態はあまり知られていないキューバの

視察を仲間たちで企画した報告会です。 

	 講演では、キューバは社会主義で今もアメリ

カから経済封鎖を受けていることは知られてい

るが、 

◇ キューバの人々の暮らしは、 

◇ 有機農業国であること、 

◇ GDPが日本の 1/100なのに、医療費も教育

費も無料 

などの点について、「人にも環境にもやさしい国

キューバ」の事情をわかりやすく話してくれま

した。 

	 有機農法で自給自足の安心した暮らし、原子

力発電施設建設中に中止を決断し、今後は自然

エネルギー（バイオマス、小水力発電、・・・）

に転換して行くとのことでした。 

	 質問タイムでは、キューバ人と結婚した子ど

も連れの方が、キューバの実生活について説明

がありました。キューバという国が、国民を大

切にする国であり、国民も国を信頼しているの

だと感じました。 

	 参加された方の「エネルギーが少なくとも生

きて行くことを子どもたちに伝えて行かない

と」の言葉に私も身を引き締まる思いがしまし

た。 

	 日本がキューバに学ぶべき点について考えて

いこうと思いました。 

	 また、社会部会主催の北公民館でのビデオ勉

強会に参加された方達も続けてやって欲しいと

のこと。 

	 グリーンコンシューマが一人でも増えるよう

活動を続けて行きたいと思います。 

（ネットワーク『地球村』川越	 松岡壽賀子） 

 

 
流域の話題 
荒川流域再生シンポジウム開催

 
地図で説明する金沢さん 

 
地曳網を紹介する鈴木さん 

 
「川のまるごと再生」の説明

	 3 月 17 日（日）に、「入間川の再生と天然ア

ユの復活を目指して」を主題に、埼玉県が進め

ている「川のまるごと再生事業」の紹介も含め

たシンポジウムが、3月 17日（日）に日高市の

生涯学習センターで開かれました。NPO荒川流

域ネットワークが関係者を集めて毎年行い、参

加者の意見交換の「水かけ“サ”論」が話題に

なっています。 

	 最初に、埼玉県環境国際センターの金澤主任

研究員から、県下の天然アユの状況について、

秋ヶ瀬取水堰の魚道を遡上するアユの数が増え

ていることなど報告がありました。続いて荒川

流域の水質調査の報告、「川ガキ」育ての地曳網

体験の報告がありました。今年は入間川の寺山

堰での地曳網体験が企画されています。 

	 午後は、埼玉県が進める「川のまるごと再生」
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事業の紹介があり、川越市と狭山市の状況につ

いて関係市民から報告がありました。続いて各

地の川への取り組みについて意見交換がなされ

ました。黒目川のアユの産卵を撮った動画が紹

介され、きれいな川の再生に参会者が感嘆の声

を上げました。        （武田侃蔵）

 
川のまるごと再生

	 埼玉県が進めてきた「水辺再生 100選事業」

に続いて「川のまるごと再生事業」がスタート

し、川越市と狭山市が関連する「入間川・古川

排水路ほか」事業のワーキングチーム全体会が、

幹事を集めて3月21日に川越農林振興センター

会議室で行われました。埼玉県のリーダーは、

東松山農林振興センターから川越農林振興セン

ターの浅野農村整備部長に代わり、事業の進捗

を図ることになりました。川越市は農政課が担

当し、4 月から技術と事務の 2 主幹体制で事業

を進めます。 

（武田侃蔵） 

新河岸川、春の一斉清掃

	 「新河岸川広域景観づくり連絡会」の呼びか

けで、春と秋に新河岸川の一斉清掃を企画し、3

月の第 4日曜日の 24日に行いました。川越市で

は、新扇橋から川崎橋までの土手を清掃しまし

た。下流では、ふじみ野市、朝霞市、和光市の

団体等が参加しました。    （武田侃蔵） 

 
理事会・専門委員会からの報告 
理事会

	 2013年度第 1回理事会を 4月 16日（火）9:0

0-11:00に福田ビル 3階会議室にて、第 2回理事

会を 4月 23日（火）9:00-11:00に川越市役所 7

C 会議室にて開催しました。主に総会議案書の

作成を行い、ほぼ内容が定まりました。 

	 本会が埼玉県生物多様性保全活動団体への登

録申請を行い、登録されました。この制度につ

いて詳しくは、http://www.pref.saitama.lg.jp/site/s

ub-dantaisien/をご覧ください。 

	 人事異動に伴い、奥富政幸氏から島田友行氏

への理事変更届が川越市から提出され、理事会

で承認されました。任期途中の交代では、理事

会が理事の変更を承認することができ、任期は

次年度の総会までとなります。 （小瀬博之） 

 
社会環境部会

	 4月 12日は、例会に先立って、午前 9時から

北公民館でネットワーク地球村高木善之代表の

DVD「地球環境と私たちの未来」を会員以外の

方も含め 13名の参加で 1時間 30分ほど視聴し、

その後 1時間余りそれぞれの印象・考え方など

について懇談しました。 

	 部会は、福田ビルにて 10名参加で会議を進め

ました。冒頭、2012年度の社会環境部会の事業

報告と 2013年度の事業計画（案）の原案を通読

して了承されました。また、総会には極力出席

するよう依頼しました。 

	 環境施設の視察は、江戸東京博物館と日本科

学未来館とし、バスを満席にすることと費用の

部会負担を極力少なくすることで進めることに

しました。 

	 環境啓発展において、講演会、討論会を同時

開催することで、理事会に提案して推進するこ

とにしました。 

	 事業計画の個別課題については、極力新規性

を盛り込んで継続することにしました。6 月 2

日実施、川の水質調査には、参加意欲が示され

ました。また、会員としての継続手続き、ボラ
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ンティア保険加入手続き等を行いました。 （社会環境部会代表	 原嶋昇治）

 
自然環境部会

	 4月定例会は福田ビルにて 13名の参加で開催

されました。内容は以下の通りです。 

① 今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

的な計画を話し合いほぼ確定した。総会で呈示

する。 

② 埼玉県生物多様性保全活動団体への登録を

した。今後他団体とも協調しながら、身近な多

様性保全活動をしていく。 

③ 市が今年度「チョウの市民調査」をするの

で自然環境部会も協力していく。9 月ごろにネ

ット内でフィールドでの学習会をする。 

④ 街中の湧水ポイント（龍の池弁財天）が水

漏れの状況になり、自生する絶滅危惧種も憂慮

されるので管理者などと連絡を取りたい。 

	 この日初参加の会員からも別な場所の湧水ポ

イントの荒れた状況が報告され、合わせて見に

行くことになった。 

（自然環境部会代表	 賀登環）

 
事業運営委員会（旧かわごえ環境フォーラム実行委員会）

	 本会の全体行事を統括する委員会として、時

限的組織であったかわごえ環境フォーラム実行

委員会を常置組織として発足しました。第 1回

の委員会を 4月 23日（火）の理事会後（11:00-

12:00）に開催しました。10 名の委員のうち 8

名が出席となりました。 

役員の互選 

	 委員から役員を互選し、小瀬博之委員長、村

上正明副委員長、賀登環会計が決まりました。 

行事計画 

	 年間計画として次の行事を位置づけ、それぞ

れ主たる担当者（一部は案）を決めました。 

・6月 2日（日） 第 9回 川の一斉水質調査（小

瀬、賀登、武田、過） 

・6月 15日（土）・16日（日）第 2回 環境月間

 環境啓発展（菊地、原嶋、過、村上） 

・7月 21日（日）郊外クリーン活動（武田） 

・10月 6日（日）2013アースデイ・イン・川越

 立門前（武田、渡辺） 

・10月 19日（土）・20日（日）川越まつりまち

美化活動（武田） 

・11 月 9 日（土）第 13 回北公民館かんきょう

祭り（原嶋） 

・12 月 23 日（月・祝）中心市街地歳末まち美

化活動（武田） 

2月 22日（土、予定）第 12回 かわごえ環境フ

ォーラム（全員） 

第 9回 川の一斉水質調査 

	 調査地点と担当者を決めました。試薬の受け

取りについては、荒川流域ネットワークは賀登

委員、新河岸川水系水環境連絡会は武田委員が

行うことになりました。また、事前説明の資料

準備、結果の集計と記録・報告は小瀬が行うこ

とになりました。実施日の雨天の影響による中

止の判断は、各自が行うことにしました。 

第 2回 環境月間 環境啓発展 

	 出展応募用紙を検討して本号に掲載すること

にしました。社会環境部会では、講演会と討論

会を行うことが予定されており、次回の委員会

で確定事項を確認することにしました。ポスタ

ー・ちらしについては、情報が確定次第作成し、

総会までに間に合わせることにしました。 

郊外クリーン活動 

	 時間は 9:00-12:00 で川越警察署へ集合するこ

とが決まりました。詳細は次回検討することに

しました。 

（小瀬博之） 
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おしらせ

川越の蝶を探しに行こう－市民調査にご協力を－

 
テングチョウ 

	 可憐ではかないイメージがある蝶ですが、日

本には 240 種類が生息しており、川越でも 50

種類ほどが見つかっており、意外と身近な存在

のようです。早春に林で作業をしていたら風に

あおられた哀れな蝶をみました。横から見ると

顔が伸びて長くなっているのでテングチョウで

あることが分かりました。 

	 このチョウは日本には 1種類しかいない蝶で

すが、林内や竹やぶの縁で見かけました。関心

を持ってみると自然がより深くわかるようにな

りそうです。 

	 日本チョウ類保全協会によると、「チョウの 2

9%が絶滅の危機」と言われ、この原因は他の野

生生物と同じだそうです。チョウは地域の生態

系の一員として存在し、野鳥などの餌となるこ

とから、これらの野生生物より先に減少傾向が

現れるので「環境指標」としての役割を持って

います。 

	 川越ではどうなっているのでしょうか。チョ

ウの専門家の猪俣昇氏を中心に川越のチョウを

1年間調べます。「チョウはチョット」という人

でも観察を続けると“はまり”ます。卵→幼虫

→サナギ→チョウと華麗に完全変態をとげて空

に舞い上がるチョウ、空想の世界に私たちの思

いを重ねてみませんか。そんなエレガントな観

察です。さあ、チョウの世界にようこそ。 

（調査シートは 5月号に入っています）

 
【再掲・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.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、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。 
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【再掲・会員各位】川の水質調査 6月 2日実施

 
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、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。

環境月間 環境啓発展 6月 15・16日開催、会員の出展募集（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） 

	 本会では、「川越市環境基本計画に基づき、市

民、事業者、行政、さらに民間団体がパートナ

ーシップを形成し、それぞれが役割を理解しつ

つ実行できるよう、協働して行う事業について

情報提供や調整を図ることにより、地域ぐるみ

で本市の望ましい環境像実現のための取り組み

を活発にすること」に基づいて「事業運営委員

会」を発足させました。その最初の取組として、

環境行動の普及啓発を活発にするために、6月 1

5・16 日に「第 2 回 環境月間 環境啓発展」を

開催します。 

	 環境月間は、1972年の地球サミットを記念し

て、私たちが環境問題に関心を持って行動する

ように定められました。 

	 今回の環境啓発展は「つばさ館」を会場にし

て、講演会と展示会を開催します。また、川越

市が主催する「川越市環境月間ポスターコンク

ール入選作品展示会」と併催します。 

	 環境問題に取り組んでおられる団体・個人の

展示コーナーを設けていますので積極的に応募

をお願いします。展示を希望される団体・個人

は5月27日までにかわごえ環境ネット事務局ま

で申し込みください。応募用紙を添付していま

すが、参加団体・個人名、展示内容の概要、展

示希望日、展示パネル数、机・テーブル台数、 

連絡先（住所・電話番号・E-mail）について E-

mailでお送りいただいてもけっこうです。 

＜宛先＞川越市環境部環境政策課環境推進担当 

FAX. 049-225-9800 

E-mail : kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 

	 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した。総会の

出欠については、総会通知に同封した返信用は
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がきを用いて、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（12:00-13:30）に懇親会を開催

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 5月度） 

日時：5月 10日（金）13:00-15:00 

場所：川越市役所地階修養室 

●自然環境部会（2013年 5月度） 

日時：5月 10日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所地階修養室 

	 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 6月 14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。 

◆広報委員会（2013年 5月度） 

日時：5月 21日（火）9:00-10:30 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

	 次回は 6月 18日（火）に開催 

●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：どんぐりの木（川越市大手町 8-

6）・1,500円 

◆理事会（2013年度第 3回） 

日時：5月 28日（火）9:00-11:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

	 以降 6月 25日（火）・7月 23日（火）に開催 

◆事業運営委員会（第 2回） 

日時：5月 28日（火）11:00-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

	 次回は 6月 25日（火）に開催 

＜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： 5月 7日・6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： 5月 13日・27日・6月 10日・24日（月） 

9:30-12:30 

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＞ 

★新緑の雑木林 自然観察会 

日時：5月 19日（日）9:30-12:30 

少雨決行（荒天中止） 

集合：川越南文化会館（ジョイフル）9:30 

（川越市今福 1295-2） 

講師：(財)埼玉県生態系保護協会会員 稗島英憲氏 

費用：保険代など 100円 

持ち物など：筆記用具、ルーペ（あれば）、帽子、

飲み物 

申込・問い合わせ：先着 30名、かわごえ環境ネ

ット事務局 

	 川越の南部、下松原・砂新田に武蔵野の雑木

林が残っています。この一部は「（仮称）川越市

森林公園」計画地として「森のさんぽ道」が整

備されています。川越でも格段に生き物の多い

エリアで 500種の動植物が記録されています。

新緑が一番美しいこの時期、森林浴をかねて観

察会のご案内です。 
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★川の一斉水質調査 

日時：6月 2日（日）8:00-12:00ごろ 

採水場所：川越市内各所 

水質測定場所：川越市北公民館 

（川越市氷川町 107） 

	 詳しくは、5月 25日（土）総会前の説明会で

ご案内します。 

★第 2回 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） 

	 展示会・講演会・討論会など。6 月号で詳し

くお知らせします。

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 1

0:20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。ただし、公

園主催は、南口噴水前広場で受付をしています。 

◆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。 

◆6月 16日（日）公園主催、当会協力 

◆6月 21日（金）当会主催 

	 梅雨の季節ですが、雑木林の中で、ギンリョ

ウソウやイチヤクソウの花を楽しみましょう。

トンボやチョウなどの昆虫類も観察します。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 

◆5月 11日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 枝豆の植え付け等 

◆6月 8日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 にんじん畑の手入れ、枝豆畑の片付け等 

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 
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） 

◆5月 7日（火）・16日（木） 

◆6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） 

◆5月 12日（日）・6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。
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3. 第 4土曜日（13:30-15:00） 

◆5月 25日（土）・6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」 

	 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。 

◆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。 

◆6月 23日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川下流域、新扇橋右岸たもと 9時集合、

不老川合流から旭橋まで別れて清掃。3か所（当

日指示）にごみを集めて随時解散。 

●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, Fax.049-239-5646） 

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）。 

☞田さらい&泥んこ DAY 

◆5月 18日（土）9:30-12:00 

田んぼ遊び、綱引きなど。参加費 100円。 

☞田んぼの生きもの観察会 

◆5月 18日（土）14:00-16:30 

私たちに身近な“生きもの・自然・環境”を見

よう 知ろう 体験しよう♪。第 2回生きものく

らぶで田んぼの生きもの観察会（土、水の中）

を行います。参加費：中学生以上 500円。 

☞田植え 

◆6月 15日（土）10:00- 

☞第 1回たんぼのいきもの調査 

◆6月 29日（土） 

●東洋大学環境コミュニケーションゼミ 

問い合わせ：小瀬博之（E-mail: hkose＊toyo.jp（＊

は半角@に変換ください）, Fax.049-239-1532） 

☞田植え（笠幡農地保全プロジェクト） 

◆6月 2日（日）（予定・時間未定） 

	 川越市農政課と協働して笠幡の耕作放棄地を

大学として活用するプロジェクトを今年度は展

開します。場所は笠幡の神明神社の東側になり

ます。今後、かわごえ環境ネット会員で関心の

ある方にご案内を差し上げようと思いますので、

小瀬までご連絡ください。 

●(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） 

◆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。 

◆6月 9日（日） 

	 夏鳥が揃って出迎えてくれます。オオヨシキリ、

オオバン、コアジサシ、コチドリなど。カイツブ

リは可愛い子連れで泳いでいます。 

●荒川流域ネットワーク 

問い合わせ：鈴木勝行（Tel.090-7804-5722） 

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 
場所：都幾川 宮ヶ谷前堰 9:00集合 

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

rariver20130421.pdf
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広報委員会からのおしらせ

●国や県の人事異動 

	 川越市内にある国土交通省の荒川上流河川事

務所の所長が河村賢二氏に、河川環境課長が阪

本敦士氏に、埼玉県の川越県土整備事務所長が

浅井義明氏に、道路環境部長が長嶝俊広氏に、

河川の担当課長が齋藤清志氏に代わりました。

前の斉藤河川担当課長は東松山県土整備事務所

に異動しました。西部環境管理事務所は副所長

に竹内正明氏、企画調整担当部長に平野健一氏、

大気水質担当部長に中山宏昭氏が、川越農林振

興センター所長に星誠氏、管理担当副所長に強

瀬道男氏が、川越比企センター副所長に廣川達

郎氏が就任しました。 

●「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 6月

号（No.080，5月下旬発行予定）の掲載原稿は、

5月 15日（水）必着です。電子データでいただ

けると助かります。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 

★私の務めている東洋大学総合情報学部の新入

生全員に調査したところ、8 割以上がスマート

フォンを使っています。このことでWebのあり

方も大きく変化しています。 

	 かわごえ環境ネットの Web サイトは、2004

年に現在のブログ形式になって 9年が経過して

います。本誌も含め、時代に合わせて広報のあ

り方を見直していき、さまざまな世代にアプロ

ーチできるよう努力していきたいところです。 

	 現在、多くの公式情報がホームページを中心

に行われています。情報支援は現在の私の専門

分野ですので、会員の方で支援をしてほしいと

いう人がいましたら、お声がけください。ある

程度人数が集まれば、会としての行事も検討い

たします。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（5月 1日〜6月 22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 

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 
◎9:30田さら
い&泥んこDAY 
◎14:00田ん
ぼの生きもの

観察会 
5/19 
★9:30新緑の
雑木林自然観

察会 

5/20 5/21 
◆9:00広報委
員会 

5/22 5/23 5/24 
○会費納入期

限 

5/25 
●9:30川の一
斉水質調査事

前説明会 
●10:30総会 
●12:00懇親会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/26 
◎9:00川の応
援団・新河岸川

市内流域の清掃 

5/27 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査

○環境月間 
環境啓発展出

展申込締切 

5/28 
◆9:00理事会 
◆11:00事業
運営委員会 

5/29 5/30 5/31 6/1 

6/2 
●8:00川の一
斉水質調査 
◎田植え（予定、

笠幡農地保全） 

6/3 6/4 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/5 6/6 6/7 6/8 
◎9:30おいし
く楽しく農業

体験 

6/9 
◎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 

6/10 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

6/11 6/12 6/13 6/14 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

6/15 
★9:00環境月
間 環境啓発展 
◎10:00田植え
（みなみかぜ） 
○本誌 6月号
原稿投稿期限 

6/16 
★9:00環境月
間 環境啓発展 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

6/17 6/18 
◆9:00広報委
員会 

6/19 6/20 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/21 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

6/22 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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