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【巻頭言】枯れて消える「川越の巨樹・古木」の再生姿

 
①伐採されたシラカシ。根株は輪にな

って残り、巨樹の根跡を残す。輪の中

に最後に落ちたドングリが芽生え成長。

継続の生命力を見せている。 

 
②サザンカの古木が立ち枯れた。枯れ

た幹姿を残していますが、根際に新芽

が出て、古木再生の姿になっている。 

 
③姿が消えましたが、根株からは、萌

芽更新の若芽が成長している。生き続

ける姿を見たいと感じました。 
 

	 川越市が 10年前に発刊した「かわごえの巨樹・古木・名木めぐり」の写真が古

くなり差し替えたい、との依頼から巨樹・古木の写真撮影を開始。この冊子で紹

介されている、いくつかの巨樹・古木が、枯れと倒れで伐採され消える。しかし、

巨樹・古木に会うと、新たな生命が芽生える姿が見られ、消せないと考えました。 

	 ①六軒町にある「六塚福寿稲荷神社の御神木シラカシ」。住宅に囲まれた神社の

本殿横の小さな空間で生きていた川越市 大のシラカシの巨樹。氏子に見守られ

て来ましたが、幹は空洞となり 2年前の台風で幹の傾きが出て伐採された。空洞

の跡を見せた根株の真ん中に、ドングリから芽を出したシラカシが数本延び 40cm

になっている。氏子の方も芽を出したシラカシを生かしたい、と優しい眼差しで

雑草を除き、成長の空間を作っている。これから何百年も生き巨樹再生になると

感じました。②笠幡のさざんか通りに面した、神田家の門内にある「神田家のサ

ザンカ」。毎年 11月末には、見事な花を咲かせよき景観を見せ、訪れる方が多く

いました。幹枯れ病となり、様々な手当を施しましたが、昨年の秋には、立ち枯

れの姿になり、長寿・古木の枯れ姿となりました。しかし、幹際の根元から新た

な脇芽が出ている。根は生きている。古木再生の姿、生命力の不思議さに大きな

感動が出ました。③新河岸川、田谷堰の前に 5本のポプラ並木があり、画家・写

真家に人気があるよき景観でした。昨年の夏、根元が幹腐れて傾き伐採、4 本の

ポプラ姿に。しかし、残りの 4本も伐採されポプラの並木の姿は消えました。落

ち葉の苦言を言い立てる声と何れ腐れが出るならと伐採。切株前に立つと萌芽更

新の新芽が出ている。生き続けるね（根）と語りかけた。 

	 様々な役割を終え再生を目指す巨樹の生命力に感じ入り、巨樹物語を書き始め

る思いが出ました。 

（かわごえ環境ネット副理事長・巨樹古木の会	 会長	 金子晃） 
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川越の自然を訪ねて（10）「（仮称）川越市森林公園」計画地・初夏の雑木林
	 冊子「川越の自然」27ページをご覧ください。

大輪のヤマユリ、期待にたがわず今年も咲くよう

です。すでに 3センチほどになった 6個のツボミ

が確認されています。場所は、ジョイフル（川越

南文化会館）から歩いて 10 分ほどのところにあ

る第 2 ふれあいの森・「森のさんぽ道」案内板⑪

の近くにあります。 

	 このあたりは、かわごえ環境ネットの会員が定

期的に保全活動を行っています。咲く時期は異な

りますが、ツリガネニンジン、ガンクビソウ、ヤ

ブタバコなどの野草について案内板が設置され

ています。樹木についてもコナラ、クヌギ、ヤマ

ザクラ、イヌシデなど名札がかけてあります。名

前がわかると楽しいものです。 

	 また、数年前、かわごえ環境ネット会員と子ど

も達で作った巣箱が 14 個ほど園内のあちこちに

設置されています。巣穴の大きさは、直径 27～2

8mm、これより大きいとスズメが、小さいとハチ

などに占領されてしまうそうです。4月下旬ごろ

からシジュウカラの巣立ちが確認されています。

年に 2〜3 回営巣することもあるそうです。運が

良ければ見られます。今年も、案内板⑭近くのヤ

マザクラに架けた巣箱にシジュウカラの出入り

が確認できました。 

	 6月 8日、通りかかりに偶然に巣箱の屋根にと

まったシジュウカラを見かけシャッターを切り

ました。昆虫をくわえて巣に入って行きました。

出て来るときには、雛の糞をくわえて飛び出して

いきました。このほかヤマガラ、コゲラ、アオゲ

ラ、メジロ、コジュケイなどのさえずりが聞こえ

ます。もしかしてオオタカの!! 

	 また、アカボシゴマダラ、キタテハ、ヒカゲチ

ョウ、イチモンジチョウ、ミドリヒョウモンなど

蝶類を観察することができます。 

	 ぜひ、「（仮称）川越市森林公園」計画地の散策

にお出かけください。 

（宮澤宏次） 

 

 
昨年咲いた大輪のヤマユリ 2012.07.14 

 
昆虫をくわえたシジュウカラ 2013.06.08 

 
ササに止まったミドリヒョウモン 2013.06.09 
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かわごえ環境ネットの活動報告 
2013年度総会・懇親会

 
渡辺利衛議長 

 
総会の様子 

 
懇親会の様子

◆2013年度総会 

	 2000 年 8 月にスタートした本会の 14 回目の

総会が、5 月 25 日（土）10:30 から川越市立博

物館視聴覚ホールで開かれました。会員 162人

のうち出席 36名、委任 75名、計 111名で総会

は成立しました。 

	 渡辺利衛議長のもと、理事長、各部会代表よ

り事業報告と今年の計画、事務局より決算報告

と予算説明があり、原案通り全員の賛同を得て

承認されました。質疑では、青年会議所会員の

事業協力の要請、古参会員からは積立金の予定

などがありました。理事長からは、6 月の環境

啓発展や 8月のエコプロダクツ展などで、かわ

ごえ環境ネットが市民啓発に大きな役割を果た

すことが期待され、会員とともに歩む決意が表

明されて 11:45に閉会しました。 

◆総会後に有志で懇親会 

総会終了後の 12:15 から、川越市市民会館前の

喫茶店「どんぐりの木」で 18名の参加で懇親会

を開きました。今年、ご夫婦で新会員になられ

た板野さんの自己紹介から、金子廣行さん、静

岡からわざわざ来てくれた長内さん等の貴重な

話で、1 時間半の交流もあっと言う間に時間と

なり、またの機会を約して解散しました。 

	 なお、8月 28日（水）17時 30分より、会員

の交流会を予定しています。会場等は 8月号に

掲載しますが、多くの会員の参加をお待ちして

います。今から日程を空けておいてください。 

       	 	 	 	 	 	 	 	 （武田侃蔵） 

 

第 9回 川の一斉水質調査

 
入間川初雁橋での採水 

 
入間川八瀬大橋下での採水 

 
水質調査の様子

	 本会として NPO 法人荒川流域ネットワーク

及び新河岸川水系水環境連絡会が実施している

一斉水質調査に参加したのは 2005年のこと。毎

年 6 月第 1 日曜日に実施しており、今年は、9

回目となる水質調査を 6月 2日（日）に実施し

ました。 

	 この取組は、「身近な水環境の一斉調査」とし

ても取り組まれており、今年で 10回目となりま

す。本会は、両団体から試薬の提供や測定機器

の貸与を受け、調査結果は、荒川流域について

は NPO法人荒川流域ネットワークを通じて、新

河岸川流域については新河岸川水系水環境連絡

会を通じて全国水環境マップ実行委員会に送付

しています。 

	 今年は、川越市内 31か所の調査点を 16人で

分担して調査しました。採水は午前中に行い、
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その水を北公民館の測定会場に持ち寄って、簡

易測定法で COD（化学的酸素要求量）と EC（電

気伝導率）を測定し、新河岸川流域については

透視度、pH、アンモニア態窒素、亜硫酸態窒素

についても測定しました（私は田植えのために、

午後になってから独自に測定しました）。 

	 調査点と COD の結果を地図に示します。こ

の 2年間は、調査日が雨天でしたが、今年はく

もりから晴の天気で、梅雨にもかかわらず前日

までの雨量が少なく、不老川・久保川 3か所は

は水がないために川の採水ができませんでした。

私の測定点も全体的に水が少なく、CODは昨年

よりも若干高めでした。 

	 この調査は、全国で一斉に水質を調査して、

これをひと目で分かるように地図上にまとめる

こと、そして川の環境の変化を参加者が把握す

ることが大きな目的となります。みなさんも継

続して参加することで環境の変化が理解できる

ようになりますので、参加したことのない人は、

ぜひ来年からご参加ください。 （小瀬博之） 
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2013年 6月 2日の水質調査結果（丸が大きいほど水質が悪い地点である） 

環境月間 環境啓発展を終えて 
	 6月 15日（土）・16日（日）に「つばさ館」

で開催された「環境月間 環境啓発展」は、本会

会員のご協力によって、盛況のうちに終わるこ

とができました。お天気にはあまり恵まれませ

んでしたが、それでも昨年以上の 304名の来場

者がありました。 

	 「環境月間 環境啓発展」は本会の組織に新し

く加わった「事業運営委員会」の仕事として取

り組みました。もともとは環境月間の事業とし

て川越市環境部が毎年行っている「環境月間ポ

スターコンクール入選作品展示会」と併設する

形で昨年から本会が参加しています。3 階研修

室でポスターと本会のパネル、その他展示物が

並べられています。来場者の多くはポスターで

優秀な賞を取られた関係者で、祖父母が賞を取

ったお孫さんと一緒にポスターの前で記念写真



月刊 かわごえ環境ネット	 2013年 7月号	 No.081 

- 5 - 

を撮る微笑ましい光景を目にしました。それら

の方が我々のブースに立ち寄られました。 

	 15 日午前中は「地球温暖化対策とエコ暮ら

し」と題して懇談会が行われました。講演者は

川越市資源循環推進課副課長の波田野氏と個人

会員の宮﨑誠氏（宮﨑環境エネルギー研究所）

でした。波田野泰弘氏は可燃ごみに含まれる水

分の軽減、都市鉱山「レアメタル」（携帯電話等

に含まれる希少な金属）の現状、登録した「エ

コストア」「エコオフィス」の活用方法などの問

題提起が出されました。宮﨑氏は「都道府県別

自然エネルギー自給率」（埼玉は下から 3位）の

話や太陽光発電、世界的に見た自然エネルギー

の実状（中国、アメリカが意外に健闘など）、川

越におけるメガソーラーの可能性についての話

がありました。その後 14名の参加者で意見が交

わされ、地道ながら「気が付いた人が伝えてい

く大切さ」を確認しました。 

	 16 日は朝からどんよりとした天候で来場者

の出足は良くありませんでした。それでも昼近

くになると増えてきました。ポスターを見終わ

って、子供たちがまず目にしたのは入間川、霞

ヶ関カンツリー倶楽部裏の霞湧水堀で取った魚

類を入れた水槽。お母さん、おばあちゃんが目

にしたのは有機栽培の野菜のプランター。そし

て帰りにはフウセンカズラ、ゴーヤ、パッショ

ンフルーツの苗のプレゼント。もちろん本会の

日常活動のパネルなども目にしていました。 

	 そして当日の協力会員がもっとも歓声をあげ

たのは「水で走る自動車」でした。原理は太陽

光発電により水を電気分解し、発生した水素と

酸素を使って燃料電池により発電され、モータ

ーを動かせる仕組みです。午前中は曇りで電灯

を使い、午後は太陽が顔を出したので本来の太

陽光発電で発電し実験をしましたが、期待以上

に自動車が動きました。太陽光と水で自動車が

動くことを確認しました。 

	 2 日間の環境月間 環境啓発展は本会会員の

みなさまのご協力で滞りなく終わったことを感

謝いたします。よかった点、反省すべき点を出

しあって、来年の糧にしたいと思っています。 

（横山三枝子・村上正明） 

＜おしらせ＞ 

	 8月 4日（日）10:00-15:00につばさ館で開催

される「エコプロダクツ川越 2013」に本会が出

展することになりました。夏休みの宿題にもな

るエコグッズの工作も企画しています。ぜひご

家族連れでご来場ください。 

 
環境月間ポスターコンクール入選作品

展示会（62点の展示）  
懇談会 

 
本会の展示物（左は魚の入った水槽）

 
配布前の苗（左からフウセンカズラ、

ゴーヤ、パッションフルーツ）
苗の配布（すべて配布できました）  

水で走る自動車 
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上戸小「わくわくタイム」自然学習プログラム支援報告

 
クチバスズメ（わかりますか？） 

 
観察前の説明 

 
タヌキのため糞（クワの実）

	 6月 11日（火）の午前に東洋大学大越記念庭

園において、上戸小学校 4年生 78名が総合学習

「わくわくタイム」の観察会を行いました。本

会からは小瀬理事長、菅野、賀登、横山の 4名

と東洋大 4年生の畑君（陸上競技部）が一緒に

庭園巡り・観察会をしました。 

	 この支援も今年で 3回目を迎え、学習計画も

しっかり立てているつもりですが、なかなか予

定通りにはいきません。限られた庭園の中も天

候に左右され、昨年観察できたものが今年もあ

るとは限りません。そんな中、今年のヒットは

「タヌキの糞」。前回の糞だまり以外に 4か所ほ

ど糞が見付かったのです。夜中徘徊している「タ

ヌキ」君、想像するとちょっと楽しい。自然は

感性を刺激してくれます。4 年生の頭の中で何

らかの反応式ができたかも？に期待です。最後

のまとめで見つけたものを聞くと「ハグロトン

ボ、ジャノメチョウ、スズメバチ、キツツキの

巣、クチバスズメ（本当に朽葉です）」などの虫

や「松、エゴノキ、クヌギ、サクラ」「ヘビイチ

ゴ、クワノミ、ドクダミ」とたくさんの名前が

出てきました。昨年人気だったキノコが見つか

らなかったのが残念でした。この大越記念庭園

での観察会は小瀬理事長の学生向け講義（7月 5

日）と大学主催の 7月 21日（日）の「サマース

クール 2013 in川越キャンパス」（ただし、申し

込みはすでに締め切っています）があります。

興味を持たれた方はお知らせください。 

	 もう一点 6月 15・16日に行われた環境月間ポ

スターコンクールで上戸小学校の 4年生がたく

さん入賞していました。この観察会で出会った

児童も鑑賞に来ていて、学校の取り組みを嬉し

く思いました。これからも上戸小の学校支援は

続けて行きたい活動です。  （横山三枝子） 

池辺公園たより 自然環境部会

 
除草作業中 

 
川越橋から見る入間川上流 

 
入間川寺山堰

	 6 月 4 日（火）の定例は除草を行いました。

このところ雨が無く乾燥しているため、抜き取

り作業もうまくはかどりませんし、植物もなん

となく元気がありません。高温が続いたり、乾

燥が続いたりと、少しサイクルに変調があるよ

うに思えますが、これまでの「花の咲く時期」

に影響は出るのでしょうか。元気な野鳥は作業

中にアオゲラ、シジュウカラ、エナガ、ウグイ

ス、ガビチョウの声を確認できたようです。生

き物は水の恩恵を受けることで命をつないでい

ますが、近くを流れる入間川はこのところ涸れ

てしまい、水の流れがありません。 

	 八瀬大橋ぐらいから落合橋まではさびしい状

態にあります。越辺川と合流することで少し水
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量を得て、ようやく菅間堰で溜まった水がこぼ

れ落ちるという感じです。 

	 川越を流れる他の河川はどうかと見てみると

ときどき流れがない不老川は別として、小畔川、

新河岸川、越辺川、荒川はそれなりに水量があ

ります。したがって入間川特有の問題なのでし

ょう。   （菅野仲夫，6月 14日原稿受理）

 

会員からの報告 
笠幡水田再生プロジェクト始動（6月 2日田植え） 東洋大学環境コミュニケーションゼミ 
	 東洋大学では、2011 年 7 月 29 日に学校法人

東洋大学環境憲章を制定し、環境に関する研

究・教育を積極的に展開して、環境マインドを

身に付けた人材を育成し、世に送り出すととも

に、地球・地域環境の改善・保全活動に積極的

に参画し、広く社会貢献を行っています。  

	 また、川越市と東洋大学は、教育研究等にお

ける協力関係について包括協定を締結し、現在

も多方面で連携関係を構築しています。その取

組の一つとして、川越市農政課と総合情報学部

環境コミュニケーションゼミによる水田の再生

プロジェクトを実施しています。  

	 2013年 6月 2日（日）に対象地となる川越市

笠幡の水田において田植えを行いました。東洋

大学の学生・教員 22名の他、川越市職員、地元

農家、みなみかぜ、かわごえ環境ネット会員有

志の計 38名が参加しました。  

	 農地の保全は日本における大きな課題で、今

回の対象地のような耕作放棄地が大幅に増加し

ています。その農地を大学等の団体が保全する

ことで農地を再生させるとともに、学生が農業

と関わる機会の創出や、環境に配慮した農業の

実践研究そして収穫物の販売などによる地域活

性化をめざしています。  

	 地元農家の指導と川越市の協力を受けながら

栽培を継続するとともに、今後もエコキャンパ

スプロジェクトの一環として定期的なイベント

を実施して、大学全体における環境保全と農業

への関心を高めていきます。 

	 7月 7日（日）9:00-11:30（当初おしらせした

時間より開始が 1時間早くなりました）に「生

きもの調査と草取り」を実施します。どなたで

も参加できますので、田んぼに興味のある方は

ぜひご参加ください。詳しくは後ろのページに

ある「おしらせ」の「東洋大学環境コミュニケ

ーションゼミ」をご覧ください。（小瀬博之） 

 
北小畔川（右）に隣接している田んぼ 

20年近く休耕田であったとのこと

 
区画を 2つに大きく分ける（米ぬかと
魚による雑草抑制効果を見るため） 

 
田植え指導（菊地三生氏提供）

 
田植えの様子

田植え終盤の様子（菊地三生氏提供） 

 
田植え後の集合写真（増田純一氏提供）
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理事会・専門委員会からの報告

理事会・事業運営委員会

	 2013年度第 4回理事会は、6月 25日（火）に

市役所本庁舎 7C 会議室で開催されました。終

了後、事業運営委員会を開催しました。内容が

重複するため一括で報告します。主な内容は次

の通りです。 

・8 月 4 日（日）につばさ館で開催される「エ

コプロダクツ川越 2013」への出展内容、担当者

について検討した。子供連れの家族をメインタ

ーゲットにして、「エコ暮らし」に関する実物展

示・工作を取り入れることにした。また、「生物

多様性保全と再生」について 5年目となる生き

物モニタリング調査の成果を展示するなど検討

することにした。説明員を設けること、ストー

リー性をもたせること、本会のアピールをする

ことなどが課題として挙げられた。 

・5月 25日（土）に開催された総会の議事録を

原案の通り了承した。 

・6 月 2 日（日）に実施した「川の一斉水質調

査」について報告した。次年度に向けて、必要

な測定器具の購入を検討することにした。また、

調査地点の見直しと市民参加・団体参加をさら

に進めるための方策を今後検討することにした。 

・6 月 15・16 日に実施した「環境月間 環境啓

発展」について今号の記事の通り報告した。 

・埼玉県で実施している生き物モニタリング調

査について自然環境部会から報告があった。 

・川越市が毎年発行している「かわごえの環境」

の執筆依頼があった。7月 19日までということ

で、例年通り全体事業、各部会の事業を執筆担

当者が精査して提出することにした。7月 23日

に開催される「かわごえアジェンダ 21推進委員

会」で原稿を持ち寄ることにした。 

・7月 21日（日）9:30-11:30の郊外クリーン活

動については、武州ガス(株)、川越警察署から

組織として参加があるとの報告があった。 

・第 12回かわごえ環境フォーラムの開催日を 2

月 22日（土）として、会場の確保等、8月から

準備を進めることにした。 

 

社会環境部会

	 6月の例会は、14日（金）に市役所地下修養

室にて 8名の出席者で開催しました。 

まず、15日（土）・16日（日）に行う環境啓発

展に参加するようお願いしました。特に、15日

の午前中に行う「地球温暖化対策とエコぐらし」

の懇談会は、盛り上げたいと思います。 

	 また、9 月 7 日（土）に行う環境施設めぐり

は、申し込みが 8月 1日と先のことですが、今

から一人でも多くの仲間を勧誘するようお願い

しました。 

	 後半の 1時間は、今後の環境ネットをどう活

性化して行くべきか話し合いました。結論を出

せるわけではありませんが、社会と自然の部会

を統合したらどうだろうか。また、部会継続の

ためには部会代表をどう選んだらよいかなどさ

まざまな意見が出ましたが、基本的には各人が

参加意識を高め団結して事に当たるよう努める

ことが、大切なのではないかと思われました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

 

 

自然環境部会

	 6 月定例会は市役所地下修養室にて 6 名の参

加で開催されました。数日雨が続き、参加者は

少なめでした。内容は以下の通りです。 

①活動報告	 「（仮称）川越市森林公園」計画地

での調査・保全活動など。4月 2回、5月 3回、

学校支援活動・・・・高階北小 130名、ネット

会員 4名で対応。上戸小学校 4年生、東洋大学

キャンパス・・・5名で対応。 
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②一斉水質検査について	 6 月 2 日に実施、雨

がなく不老川は渇水状態で採水できないポイン

トがあった。EC 計は環境ネットで購入した方

がよい。   （自然環境部会代表	 賀登環）

おしらせ

8月 4日（日）「エコプロダクツ 2013川越」に出展します
	 8月 4日（日）10:00-15:00に環境プラザ「つ

ばさ館」（川越市資源化センター内）において「エ

コプロダクツ川越 2013」が初めて開催されます。

エコカー、LED照明、太陽光パネルなどに代表

される環境配慮型製品（エコプロダクツ）と環

境への取組（エコサービス）を展示・紹介する

イベントです。「夏休みの自由研究」にも最適な

このイベントにぜひお越しください。 

	 かわごえ環境ネットは、「エコ暮らし」と「生

物多様性保全と再生」に関して出展します。エ

コ暮らしに関する工作や生き物モニタリング調

査の結果を展示するなど、さまざまな企画を催

します。詳しい内容は開催寸前になりますが、

本紙 8月号でお伝えできればと思います。 

	 主催者情報は、川越市ホームページをご覧く

ださい。 

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/

1369187623378/ 

 

「キツネノカミソリ観察会」を 8月 18日（日）に開催
	 8 月中旬のお盆のころに鮮やかなオレンジ色

の花を咲かせます。入間川に近い市民の森 8号

地や池辺公園に群落があります。キツネノカミ

ソリ以外にも夏の植物が見られます。 

日時：8月 18日（日）9:00-12:00 

集合：市民の森 8号地入口 9:00 

（川越市大袋 452-1） 

費用：100円	  

申込：事務局（049-224-5866）

 

【再掲】「キノコの観察会」を 7月 7日（日）に開催
	 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

エリアですが、ここはまた、キノコの多い場所

でもあります。今月号の「川越の自然」シリー

ズをご覧いただくとよくわかります。 

日時：7月 7日（日）9:00-12:00 

場所：川越南文化会館（ジョイフル）9:00集合 

（川越市今福 1295-2） 

講師：大久保彦氏、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 

申し込み・問い合わせ：049-224-5866	 川越市

環境政策課かわごえ環境ネット事務局まで 

主催：かわごえ環境ネット自然環境部会 

◎一般募集先着 30名、少雨決行（荒天中止） 

【再掲】「虫の観察会」を 7月 28日（日）に開催
	 「（仮称）川越市森林公園」計画地で虫の専門

家と観察します。夏休みですので子ども歓迎で

す。 

日時：7月 28日（日）9:00-12:00 

場所：川越南文化会館（ジョイフル）9:00集合 

（川越市今福 1295-2） 

講師：内田正吉氏、谷津弘子氏 

費用：保険代など	 100円 
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持ち物など：筆記用具、ルーペ（あれば）、帽子、

飲み物、虫あみ 

申し込み・問い合わせ：049-224-5866	 川越市

環境政策課かわごえ環境ネット事務局まで 

主催：かわごえ環境ネット自然環境部会 

◎一般募集先着 30名、少雨決行（荒天中止）。

【再掲】夏の郊外クリーン活動

	 本会の全体事業として、クリーン活動を年間

3回実施します。今回は最初の活動となります。

日時：7月 21日（日）9:30-11:30 

行程：下記の 2コースで実施 

① 川越警察署前集合、バイパスを二手に分か

れて「やすらぎのさと」まで。 

② 伊佐沼横の荒川右岸用排水組合事務所前集

合、二手に分かれて農業センターまで。 

参加方法：参加希望コースを 3日前までに武田

（090-2521-5770）までご連絡ください。

【再掲】「環境施設めぐり（バスツアー）」を 9月 7日（土）に開催
	 環境学習の一環で、江戸東京の文化と生活、

地球の環境と科学の未来、大地震に遭遇した時

の対応方法のテーマで施設見学をいたします。 

日時：9月 7日（土）7:50-18:30（雨天決行）川

越駅西口暫定自由広場 8:00出発 

行先：江戸東京博物館、東京臨海広域防災公園、

日本科学未来館 

定員：先着 25人、参加費 2000円（小中高生 15

00円） 

観覧料、損害保険料を含む、弁当持参途中で購

入が可能です。 

申込：8月 1日（木）9時より電話で環境政策課

に申込ください。（Tel.049-224-5866） 

	 会員の方は、6 月号に同封されるちらしをご

覧ください。行程など詳しく書かれています。 

関連サイト： 

江戸東京博物館（http://www.edo-tokyo-museum.

or.jp） 

東京臨海広域防災公園（http://www.ktr.mlit.go.jp

/showa/tokyorinkai/） 

日本科学未来館（http://www.miraikan.jst.go.jp） 

 

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 7月度） 

日時：7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 7月度） 

日時：7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 8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。 

◆広報委員会（2013年 7月度） 

日時：7月 16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 8月 20日（火）9:00-10:30に開催 

◆理事会（2013年度第 4回） 

日時：7月 23日（火）9:00-11:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

	 8月は休会、9月は 27日（金）9:00-11:00（1

1:00-12:00は別の委員会を開催予定）。 

◆かわごえアジェンダ 21推進委員会（第 1回） 

日時：7月 23日（火）11:00-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

◆事業運営委員会（第 4回） 

日時：8月 28日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所 7C会議室 
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＜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： 7月 2日・8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 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保全活動 

日時： 7月 8日・22日（月）9:30-12:30 

（8月は休止） 

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。 

★仙波河岸史跡公園植物調査 

日時： 7月 17日（水）9:00- 

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 

＜公開イベント＞（詳しい情報は「おしらせ」

の各記事をご覧ください） 

★キノコの観察会 

日時：7月 7日（日）9:00-12:00 

場所：川越南文化会館（ジョイフル）9:00集合 

（川越市今福 1295-2） 

★夏の郊外クリーン活動 

日時：7月 21日（日）9:30-11:30 

行程：①川越警察署前集合、バイパスを二手に

分かれて「やすらぎのさと」まで。②伊佐沼横

の荒川右岸用排水組合事務所前集合、二手に分

かれて農業センターまで。 

★【参加】小江戸川越打ち水風情 

（川越百万灯夏まつりオープニングイベント） 

日時：7月 27日（土）14:00-14:15 

場所：埼玉りそな銀行川越支店前 

（川越市幸町 4-1） 

★虫の観察会 

日時：7月 28日（日）9:00-12:00 

場所：川越南文化会館（ジョイフル）9:00集合 

（川越市今福 1295-2） 

★【出展】エコプロダクツ川越 2013 

日時：8月 4日（日）10:00-15:00 

場所：環境プラザ「つばさ館」 

（川越市鯨井 782-3） 

★キツネノカミソリ観察会 

日時：8月 18日（日）9:00-12:00 

集合：市民の森 8号地入口 9:00 

（川越市大袋 452-1） 

★交流会 

日時：8月 28日（水）17:30-19:30（予定） 

	 飲食を楽しみながら、会員の懇親の場を作り

ます。詳細は本紙 8月号でおしらせします。 

★環境施設めぐり（バスツアー） 

日時：9月 7日（土）7:50-18:30 

場所：川越駅西口暫定自由広場前 8:00出発 

見学先：江戸東京博物館、東京臨海広域防災公

園、日本科学未来館 

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。 

◆7月 15日（月・海の日）公園と共催 

	 樹液に集まるオオムラサキなどの昆虫類とヤ

マユリの花を楽しみましょう。講師は、日本野

鳥の会東京の大塚豊さんです。植物の解説は、

太田先生です。 

◆7月 21日（日）当会共催 

	 講師の先生と園内のキノコを観察します。 

◆8月 4日（日）当会主催 

	 講師の先生と園内のクモを観察します。 

◆8月 24日（土）公園と共催 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所内 16:00 集

合、20:00 頃解散、入園料要、参加費無料、雨
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天決行。 

	 夜の鳴く虫観察会：今年も少し明るい時間か

らバッタやコオロギなどの昆虫類を観察します。

暗くなりはじめた記念塔付近でクツワムシの鳴

き声を楽しみます。講師は、内田さん、大塚さ

ん、和田さんです。事前申し込み（公園管理セ

ンターまで）0493-57-2111 

●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 
2013年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
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 

◆7月 13日（土）16:00ごろ-19:00ごろ 

	 とうもろこし畑の片付け 

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。 

●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） 

◆7月 2日（火）・18日（木） 

◆8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） 

◆7月 14日（日）・8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） 

◆7月は百万灯祭りで・8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。 

☞百万灯夏まつりクリーン活動 

◆7月 27日（土）・28日（日）13:00-15:00 

	 川越駅東口から札の辻や市役所まで、パレー

ド前に道路のポイ捨てごみ拾い。ごみは指定場

所にまとめる。いつものアトレ横歩道橋下集合。

参加人数でコース分け。前日までに武田まで。 

☞「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。 

◆7月 28日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川起点から黄金橋までの上流域。八幡

橋たもとに集合。「つなぎ」で川中も清掃。 

◆8月 25日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川中流域で、杉下橋右岸 9時集合。上・

下流清掃、オアシスで 11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） 

会場（集合）：みなみかぜ地域交流センター（川

越市吉田 204-2）。 

☞農作業 

◆毎週火・金・土曜日の午前中（9:00-11:00）。 

（但し、イベント日・定例会（第 2）の土曜日

は除く）いつからでも、誰でも参加できます。

会員になって 1年通して生きものいっぱいの田

んぼで米つくりに、田んぼ生きもの調査、田ん

ぼ遊びに参加ください。 

☞第 4回 生きものくらぶ 

◆7月 13日（土）13:30-16:30 

	 7月は、「野菜と生きものの関係」を知ろう！ 

お米や野菜は、私たちの作業と共に、様々な生

きものの力、自然の結晶としての恵みです。野

菜や生きものについて一緒に学びましょう。参

加費（資料代・保険料を含む）は中学生以上 50
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0円（会員は 300円）、小学生以下は親子同伴で。 

☞第 2回 田んぼのいきもの調査 

（かわごえ環境ネットと共催） 

◆8月 3日（土）9:00-12:30 

	 田んぼでは稲が成長して、穂が出始める時期

です。田んぼの生きものも真夏模様。前回の 6

月 29日からどのように変化しているのか。田ん

ぼに入って新しい生きものの発見を！参加費は

200円（資料代・保険料を含む）、会員は 100円。 

☞第 5回 生きものくらぶ 

◆8月 3日（土）19:30-21:00 

	 8 月は、生命をどこから来たのか。空を、そ

して星空を見るとき、天の川、星座に人の暮ら

し、生きものとの関係を想像しました。生きも

のと宇宙の深～いつながりを体験、学びましょ

う！。参加費（資料代・保険料を含む）は中学

生以上 500円（会員は 300円）、小学生以下は親

子同伴で。 

☞“夏の夜の夢”～キャンプを体験しながら米

作りを学ぼう！！～（5周年企画） 

◆8月 3日（土）9:00-8月 4日（日）12:30 

	 営々と繰り返されてきた水田農業は、私たち

にとって暮らしそのもの、自然の恵みとして命

をつないできました。生きもの、世代間交流を

通した本ものの米つくりを一緒に考えましょう。

参加は当会までお問い合わせください。詳細の

ご案内を送付いたします。 

●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）、

確定した詳しい情報は、エコキャンパスプロジ

ェクト川越ホームページ（http://team-6.eng.toyo.

ac.jp/eco）に順次掲載します。 

☞笠幡農地保全プロジェクト「生きもの調査」

と「草取り」 

◆7月 7日（日）9:00-11:30（時間変更） 

	 6 月 2 日に田植えをしてから 1 か月あまり、

どのような変化があったか観察するとともに、

草取りなどの維持管理を行います。汚れてもよ

い服装・はきものでお越しください。近隣に駐

車可能スペースあり。列車でお越しの方は 9:00

JR笠幡駅集合。 

☞サマースクール 2013 in川越キャンパス「大

学の森で生き物観察」 

◆7月 21日（日）5:00-9:30（予定） 

	 応募は終了しています。抽選結果／案内発送

7月 12日（金）発送予定です。 

☞笠幡農地保全プロジェクト「納涼祭」 

◆8月 18日（日）15:00-19:00（予定） 

	 農地保全活動とイベントを予定。詳しくは 8

月号でご案内します。 

☞学生ホール食堂棟 グリーンカーテン 

◆随時見学可（案内が必要な方は要連絡） 

	 学生ホール食堂棟の高さ約 9m、長さ 30m の

ガラス面に、ゴーヤ、アサガオ、フウセンカズ

ラのグリーンカーテンを設置しています。学食

（休日・日曜休み、土曜は昼間のみ、8月 12日

以降は夏休み）を利用するなどのついでにぜひ

ご見学ください。 

●川越 Likers（社団法人川越青年会議所 2013

年度社会開発委員会） 

問い合わせ：Facebook: https://www.facebook.co

m/KawagoeLikers, E-mail: info@kawagoe.jp.net 

☞クールシェアスポットを募集しています！ 

	 クールシェアは「エアコン消して	 涼しいと

ころに集まろう」というキャッチコピーのもと、

一人で一台のエアコンを使わず一か所に集まり、

涼しい場所をみんなで共有し電力の無駄使いを

減らそうとする取り組みです。スポットを広く

市民の方々に知ってもらい、地域の自然が多く

涼しい場所に気付いたり、公園や図書館等の公

共施設の有効活用を見出したり、地元に根差し

た商店や企業がその場所を提供して、そこに集

まる人びとがエコ意識を共有することで人とひ

との交流が生まれます。 

	 クールシェアする場所であるスポットを広く

民間からもご提供ください。登録できる施設や

店舗は、エアコンの過度な使用を控え、ゆっく

りと落ち着いた時間を過ごせる場所とします。

商店や企業にはスポットとして登録してもらい、
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ステッカーを貼ること以外の PR 方法やサービ

スの提供はお任せ致します。ステッカーを持参

いたしますので、ぜひ趣旨にご賛同いただきご

連絡をお待ちしております。 

 
●公益財団法人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） 

◆7月 14日（日） 

	 ピンクの古代蓮の花が咲きそろい、カイツブ

リやカルガモの雛は無事に育っています。暑い

ですが楽しい観察会になるでしょう。	 

◆8月 11日（日） 

	 早くも秋の気配が。シギやチドリ、サギの渡

りが見られるでしょう。気の早いコガモ、オナ

ガガモも見られるかもしれません。ショウドウ

ツバメの大群が現れるかもしれません。いろい

ろ期待される探鳥会です。	 

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、本紙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 

●本紙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 8月

号（No.082，7月下旬発行予定）の掲載原稿は、

7月 15日（月）必着です。電子データでいただ

け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@kawagoekanky

o.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。 

●本紙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

めてカラーで本紙が見られます。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。なお、ホームページがリニューアルして
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スマートフォンに最適化されました。お手元で

もご覧いただけます。 

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 に登録していなくてもご覧いただ

けますが、ぜひアカウント登録を。 

https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

 
●編集後記 

★すでにお伝えしている通り、私の職場では川

越市農政課と協働による「笠幡水田再生プロジ

ェクト」を立ち上げ、企業や団体が水田再生に

取り組むためのさまざまなノウハウを蓄積しよ

うと研究しています。また、学生や市民の方が

田んぼ活動に気軽に参加する機会を作っていま

す。一方、構内では、「グリーンカーテンプロジ

ェクト」を展開し、今年は高さ 9m、幅 30m に

もなるネットを設置して、ゴーヤを中心とした

植物を育てています。これも学生と一緒になっ

て活動しています。学食前という人目につきや

すい場所での活動でもあるので、環境に関する

関心を高める効果もあると考えています。いず

れもみなさまに成果を報告したいと考えており

ます。（こせ） 

 
6月 28日現在（設置から 30日目）のグリーンカーテン 

★7月、2013年の後半、いろんな計画の結果を

まとめる月が始まります。8 月 4 日に開かれる

「エコプロダクツ」も、子供たちへの格好の P

R の場となるようです。小学生ばかりでなく中

高校生から大学生まで、参加の事業者までがか

わごえ環境ネットの存在意義を理解してくれる

ように全力を尽くしたいと思います。(KT) 
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イベントカレンダー（7月 3日〜8月 24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 

7/3 
 

7/4 
 

7/5 
 

7/6 
 

7/7 
★9:00キノコ
の観察会 
◎9:00「いき
もの調査」と

「草取り」 

7/8 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

7/9 7/10 7/11 7/12 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

7/13 
◎13:30生き
ものくらぶ 
◎16:00おい
しく楽しく農

業体験 
7/14 
◎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 

7/15 
海の日	 

◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
○本誌 8月号
原稿投稿期限 

7/16 
◆9:00広報委
員会 

7/17 
★9:00仙波河
岸史跡公園植

物調査 

7/18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/19 7/20 

7/21 
◎5:00サマース
クール「大学の森

で生き物観察」 
★9:30郊外ク
リーン活動 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

7/22 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 

7/23 
◆9:00理事会 
◆11:00かわご
えアジェンダ2
1推進委員会 

7/24 7/25 7/26 7/27 
◎13:00百万
灯夏まつりク

リーン活動 
★14:00小江
戸川越打ち水

風情 2013 

7/28 
★9:00虫の観察会 
◎9:00川の国
応援団 
◎13:00百万
灯夏まつりク

リーン活動 

7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 
◎9:00-4日12:3
0“夏の夜の夢” 
◎9:00田んぼの
いきもの調査 
◎19:30生き
ものくらぶ 

8/4 
★10:00エコプロ
ダクツ川越2013 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

8/5 8/6 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

8/7 8/8 8/9 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

8/10 

8/11 
◎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 

8/12 8/13 8/14 8/15 
◎13:30まち
美化啓発運動 
○本誌 9月号
原稿投稿期限 

8/16 8/17 

8/18 
◎9:00キツネノ
カミソリ観察会 
◎15:00納涼祭 

8/19 8/20 
◆9:00広報委
員会 

8/21 8/22 8/23 8/24 
◎13:30まち
美化啓発運動

◎16:00武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
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