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【巻頭言】かわごえ環境ネットと他団体とのつながり

 
NPO法人武蔵観研のつどいの様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 猛暑の 7月 10日、福原小学校の家庭教育学級で環境政策課の長岡さんの協

力を得て「節電カフェ」を行いました。2年前東日本大震災の影響で計画停電

が行われ、夏の節電が身近で急を要する行動だったので、多くの店でも照明の

工夫が成されていましたが、このところ震災以前に戻ってきたなと案じていま

した。そこで今年の「節電カフェ」では、家庭内における実情の再確認と市の

方針の説明や夏休みの子どもを巻き込む「節電のあれこれ」を話し合いました。

かわごえ環境ネットには少ない 30～40歳代の女性層に環境活動を働きかける

この「節電カフェ」が来年は他の小中学校でもできたらなと願っています。 

	 7月16日に湯遊ランドでNPO法人「武蔵観研」（http://www.musashikanken.com）

主催の「川越の観光・地域おこしを語るつどい」が開催されました。この「つ

どい」に環境教育を広める団体として「子どもの根っこを育てる会」代表の飯

島希さんと参加しました。川合善明市長が話すとあって 45団体が集まりまし

た。1団体 3分の報告時間でしたが、観光、地域おこしの活動をしている団体

の内容が少しですが見えてきました。その中「環境行政視察で川越を訪れる人

を増やす」視点の団体報告は他にはありませんでしたので、もしかしたら市長

さんの頭の片隅に残ったかなと淡い期待を持ちました。この「つどい」の詳細

は後述の飯島さんの報告を参照してください。 

	 この 2つの活動から、かわごえ環境ネットが「繋ぐ」役割を果たせたら、環

境活動がもっと広がるのかなと思う点と「観光と環境」の融合を考えることが

川越にとっては必要な点だと思いました。 

（かわごえ環境ネット副理事長	 横山三枝子） 
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川越の自然を訪ねて（11）蓮と百日紅
1）伊佐沼のほかに蓮池が 

	 7月から 8月にかけての風物詩「蓮の開花」は、

新聞に大きく取り上げられます。川越では伊佐沼

の蓮が有名です。今年も 7月中旬から満開を迎え

ました。蓮の群生の間をめぐる「木道」にはカメ

ラを構えた人が多く見られました。 

	 5年ほど前までは笠幡に大きな蓮田がありまし

たが無くなってしまいました。今、隠れた蓮のき

れいな池が、仙波河岸史跡公園のそばにあります

が、あまり知られていません。 

	 「川越の自然」の 118ページに「仙波河岸史跡

公園と湧水」と紹介されていますが、その地図に

「岸町調整池」と書かれ、文中には「むかし水車

の池」と呼ばれたと紹介されていますが、現在の

姿には触れられていません。 

	 この池は、少しはなれた鳥頭坂の熊野神社の所

有地で、川越市が 1977（昭和 52）年から調節池

として管理し、下水道維持課が所管しています。

約 100坪、周囲約 200mの池ですが、伊佐沼より

半月ぐらい早く咲き始め、今年もいっぱいの花を

咲かせました。 

 

2）百日紅に元気をもらって 

	 今年は梅雨明けが早く、猛暑が続いていますが、

街中で見かける赤い花、白い花に「元気」をもら

います。その花は「百日紅」通称「サルスベリ」

です。細い幹から小さな花をいっぱいに咲かせ、

7月から 8月にかけて長い間咲いています。野田

町 1丁目で、写真のように塀越しに紅白の 2本が

元気に花を咲かせていました。 

	 この木はあまり大きくなりませんが、川越市内

でどこかに大きな古木は無いかと、「川越巨樹・

古木の会」の金子さんに聞き、見てきました。福

原公民館玄関前に幹周り 50cmくらいの立派なの

がありましたが、花は少しでした。あと、吉田の

萬久院に高さ 10m はある白い花をいっぱいにつ

けたのがありました。もう 1本は数年前に枯れて

しまったそうです。あと、高沢橋横にある見立寺

の川よりの斜面に 1本ありました。枝ぶりはさわ

やかでしたが花は少しでした。川越市は、7月の

最後の土・日曜日に「百万灯まつり」を大々的に

行っています。「百日紅」の紅白の花が街のあち

こちで見られ、夏の元気をもらえたらと感じまし

た。              （武田侃蔵）

 
伊佐沼の蓮は 7月下旬に満開 岸町調節池も蓮でいっぱい 

 
塀越しに紅白の百日紅（野田町） 

 
福原公民館玄関前にある百日紅 

 
吉田の萬久院にある白い百日紅
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かわごえ環境ネットの活動報告 
キノコの観察会報告 自然環境部会

 
ツルタケ 

 
ヒトクチタケ 中に入っている甲虫

 
日時：2013年 7月 7日（日）9:00～12:30 

参加者 20名、講師：大久保彦、稗島英憲 

	 キノコはジメジメした時期に出現しやすいの

で、例年梅雨の後半に設定していますが、今年

は梅雨の雨量も少なく、前日の 6日に梅雨明け

宣言が出されてしまいました。やはり例年より

種類や数は少な目でした。 

	 キノコは植物でも動物でもなく、カビや酵母

と同じ「菌類」という仲間です。よく似た言葉

の「細菌類（バクテリア）」とは全く異なる生き

物です。菌類のうち子実体（しじつたい）が地

上部にでているのが「キノコ」と呼ばれ、子実

体は胞子を作る器官で、植物にたとえると「花」

にあたる、キノコの本体は地下に拡がる菌糸で

生物体として広大な面積になることがある。（U

SAの例、世界最大の生物=ナラタケという記事

も）このような話を初めに講師から聞いて雑木

林に進みました。 

	 さっそく見つかったのがツルタケでした。や

はり参加者の関心は「食べられる？毒？」に向

けられます。本紙 2013年 6月号掲載「川越の食

べられるキノコ」（稗島氏）の記事を参考にして

もらいます。結論は野生のキノコは食べない方

がよい！です。参加者の眼力で次々とキノコが

見つかり、忙しくも集中力の切れない観察会で

した。「キノコがなければ森の中は動植物の死骸

でごみだらけになる。菌類は最終分解者である」

ということが、朽ちかかった樹木に取り付くキ

ノコをみるとよくわかります。地面を見て、樹

木を見て、森を見て雑木林の生態も考えた観察

会でした。           （賀登環） 

観察したキノコの種類 
ヒラタケ科 マツオウジ 
キシメジ科 ムレオオイチョウタケ、ツエタ

ケ、ヒメカバイロタケ 
テングタケ科 ツルタケ、オオツルタケ、フク

ロツルタケ、ガンタケ、キリン

タケ、アカハテングタケ、カバ

イロツルタケ、テングタケ 
イグチ科 クロアザアワタケ、ヤマドリタ

ケモドキ、ミドリニガイグチ、

コゲチャイロガワリ、アカヤマ

ドリ、アイゾメクロイグチ 
オニイグチ科 オニイグチモドキ 
ベニタケ科 ケショウハツ、カワリハツ、ア

イタケ、ウコンハツ、ヒビワレ

シロハツ、オキナクサハツ、ク

ロハツ、チチタケ 
サルノコシカケ科 ツヤウチワタケ、ヒトクチタケ、

ホウロクタケ、ヒイロタケ 
タバコウロコタケ科 ニッケイタケ、オツネンタケ 
ミミナミハタケ科 イタチナミハタケ 
ヌメリガサ科 アカヤマタケ 
ホコリタケ科 ノウタケ 
モエギタケ科 ヤケアトツムタケ 
イボタケ科 ボタンイボタケ（幼菌） 
マンネンタケ科 マンネンタケ 
ムラサキホコリ科 ムラサキホコリ（変形菌） 
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池辺公園たより 自然環境部会

 
投棄土砂 

 
ウバユリ

	 7 月 2 日（火）の定例は植物調査を行いまし

た。春の植物が姿を消し、夏からの植物が現わ

れだした時期にあたり、花は少ない季節です。

降雨量も少なく乾燥ぎみですが、今後何らかの

影響はあるのでしょうか。調査後オオブタクサ、

セイタカアワダチソウを中心に除草も一部行い

ました。今回は土砂を投棄されました。 

	 今はまだ姿を見せていないキツネノカミソリ

が、8 月には開花します。例年ですとほぼ旧盆

ごろが見ごろになる予定で、今年は 8月 18日に

観察会を開きます。この時期ウバユリも開花し、

暑い夏場を彩ってくれますから、ぜひ観察に訪

れてください。池辺公園を中心に入間川流域に

は、キツネノカミソリの咲くところが多いので

す。市民の森第 8号、水上公園の雑木林、河越

館跡とありますから、ウオーキングやサイクリ

ングで廻って見てください。きっと新しい発見

があると思いますので、自然とのふれ合いを堪

能してください。 

	 五感を使って自然に接してみましょう。「視

覚」は言うまでもなく、花を見て楽しむ、山並

みを見て雄大さを感じる、姿かたちを確認する

など。「聴覚」は野鳥や虫の鳴き声を聞く、川の

せせらぎを聞く、風の音を聞くなど。「嗅覚」は

花の匂いをかぐ、葉の匂いをかぐなど。「味覚」

は植物の果実を食べてみる、山菜を食べてみる、

魚を食べてみるなど。「触覚」は木肌に触ってみ

る、葉に触ってみるとすべすべしているとか、

ふわふわしているとか、柔らかいとか、硬いな

どと感じとれます。（菅野仲夫、7月 15日受理） 

夏の郊外クリーン活動 

 
川越警察署前に集合 

 
活動終了後「やすらぎのさと」に集合

	 本会の全体事業として、クリーン活動を年間

3回実施しますが、7月 21日（日）9:30～11:30

にかけて、今年最初の活動を行いました。 

	 活動は、①川越警察署前集合、バイパスを二手
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に分かれて「やすらぎのさと」まで、②「やすら

ぎのさと」から九十川と国道沿いの道路清掃をし

て戻るコースの二手に分かれて行いました。 

	 参加者は武州ガスの社員ボランティア 6名を

含め 20名、道路や植込みに捨てられたコンビニ

弁当の容器、ペットボトル、空き缶、たばこの

吸殻等を拾いました。今さらながらごみの多さ

に驚いたクリーン活動でした。 （菊地三生）

会員からの報告 
『地球村』代表	 高木善之氏の講演会	 今、みんなが知りたいこと	 partII	 報告 

 
（ネットワーク『地球村』ホームページから） 

	 前回の講演会好評につき、第 2回を開催しま

す!と、6 月 30 日（日）ときがわ町文化センタ

ー（アスピアたまがわ）で、NPO法人ネットワ

ーク『地球村』代表	 高木善之氏の講演会を行

いました。 

	 会場はほぼ満員、240 名の参加者（参加費：

前売り 1500円、当日 2000円）。小田急線の狛江

（こまえ）、小平市、足利市などから。新潟で主

催した方は、息子さんと聴きたいと来られまし

た。 

	 アンケートは、ほとんどの方が出され、記述

の感想は 77枚。 

主な感想は 

・歴史を正しく知りたいと思った。（領土問題な

ど） 

・日本のことを、いかに知らないか分かった。 

・世界で起こっていることに目を向けるように

します。 

・老後の役割を見つけられました。 

・もっと本当に、生きることに向きあう必要が

あると思った。 

・知らないことが多かった。 

・キューバに勇気をもらいました。今の車を大

切に乗り続けたい。 

・とにかく、キューバをめざして、あきらめて

いたことを頑張ります。 

・キューバの見方、変わりました。 

・高木さんから見たキューバ。自分で調べてみ

たいと思います。 

・マスコミを通し、うわべの環境問題に止まっ

ていたことが分かった。 

・子育てについて、本来、反抗期はない・・・・・。

環境破壊にもならない・・・・・。 

	 私自身、キューバのことを知り、環境にも優

しく、人間にもやさしい国なのだなと分かりま

した。みんなが本当に幸せに楽しく生きている

国で、どうしていったらよいのか見えてきた講

演会でした。 

（ネットワーク「地球村」川越	 松岡壽賀子） 

 

 
懇談会の様子 

 
懇談会の料理 
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霞ヶ関西小学校 5年生川遊び支援 川の国応援団 南小畔親水クラブ

 
	 ここ数年来実施している霞ヶ関西小学校 5年

生の夏の行事として、川遊びが今年は 6月 6日

（木）に行われ、全面的に支援しました。川に

入るのは、初めての子供たちがほとんどで、楽

しいひと時を過ごしました。 

	 川遊びに先立ち、5月 24日（金）に川につい

て学ぶ勉強会を行いました。 

1）川について学ぶ 

時間：約 40分ほど 

児童：約 70名 

内容・南小畔親水公園の概要・川の基礎知識水

の循環・川越市内の川の概況・小畔川の昔と今 

・川を汚さない。外国の海まで汚す。・川に行く

ときの注意事項等を守って、積極的に川遊びを

してほしいと伝えました。 

2）川遊び前の整備 

	 川遊びに先立ち、6 月 3 日（月）午前 9 時か

ら 11時まで約 2時間、河川敷及び通路等を刈払

機で草刈りを行いました。 

3）川遊び当日 

	 午後 1時 30分から 1時間ほど元気よく川遊び

を楽しみました。 

	 支援メンバー：井口、大辻、賀登夫妻、菅野、

山崎、原嶋（計 7名） 

概況：天気は曇りで、寒くもなく、川に入るの

には良い条件でしたが、田植え時期であり、水

も少なく、少々汚れもありましたが、川に入る

のが初めての児童が大半で、それぞれ、元気に

楽しく遊びました。小魚、川エビ等は多くいま

したが、大きな魚がおらず、魚とりの醍醐味は

味わえませんでした。 

	 それぞれずぶ濡れになったりして、楽しみま

した。今後とも、こんな遊びを時々各人が行っ

て楽しんでくれるとよいと思いました。 

（川の国応援団 南小畔親水クラブ 原嶋昇治） 

  
 

「川越の観光・地域おこしを語るつどい」に参加して こどもの根っこを育てる会

	 猛暑が一段落した 7月 16日、夕刻よりスター

トした「川越の観光・地域おこしのつどい」に

こどもの根っこを育てる会代表として参加して

きました。この“つどい”は、川越で活動して

いる NPOや任意団体が集い、川合善明川越市長

を囲んで、川越の観光について語り合うことを

目的として NPO 法人武蔵観研が主催したもの

です。 

	 集った団体は総勢 45団体。1団体 3分の持ち

時間で、活動内容や実績等を紹介し、全体共有

しました。川越に、これだけ多くの活動団体が

存在し、それぞれが“川越の街を盛り上げたい”
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という根底は共通しながらも、多様なアプロー

チで活動していることに気づくことができまし

た。 

	 多くの団体は、川越の特長でもある「歴史と

文化」を素に、それが祭りや蔵、川越流茶会や

ジャズといった形に変化させ観光をもりあげて

いました。1例をあげますと、AMFアマチュア

ミュージックフェスティバルの活動紹介では、

早稲田大学、慶応義塾大学などからジャズバン

ドを結成している大学生を呼んで、ジャズフェ

スティバルをしています。もちろん南古谷にあ

る東邦音楽大学の学生も参加しますが、毎年開

催するフェスティバルが定着しつつあり、参加

する大学生、そしてその仲間や親がこぞって川

越を訪れるようになり観光にも貢献する活動に

育っているようです。 

	 この集いのメインは、何といっても川合市長

の 30 分間のスピーチ。タイトルは「川越の観

光・地域おこし」です。川越市の観光の現状を

観光客数や川越まつりの来場客数の推移を紹介

しながら語り、次に観光政策関連事業のトピッ

クとして、若い世代の観光客を呼び込むために、

観光を専攻できる立教大学、跡見学園女子大学、

淑徳大学の 3大学と協働して課題研究が進んで

いることを紹介いただきました。最後に、川越

の観光・地域おこし事業の課題と今後について、

市長個人の考えであることを断ったうえで、こ

れからの川越の観光に求められるものは何か−

旅先での地元の人との触れ合いや体験型など−

について話をされ、川越観光の国際化に対して

も言及していました。 

	 さて、こどもの根っこを育てる会として参加

したものの、本団体は、次世代を担う子供（と

くに 5 歳～6 歳を対象）に対して環境教育をし

ています。川越の観光と環境との接点が見つけ

にくいと言われますが、本団体としては、次世

代を担う子供たちに環境教育をすることは、未

来の川越の環境政策に貢献すること、および、

「環境」に本気で取り組む川越をアピールする

ことが、環境行政視察という新たな観光要素を

創出することになることを力説してきました。

川越の良さとは何か・・・「歴史と文化」だけで

なく、さらに「環境」も追加し、各自治体のモ

デルとなる環境人材育成及び環境活動をしまし

ょうと、川合市長へも直接訴えてきました。こ

のつどい、市長のスピーチの終了とともに、懇

親会へとスタイルをかえ、飲食しながら団体同

士のコミュニケーションを深め、夜 9時には武

州式三十三締めにて宴会もお開きとなりました。 

	 今回のこのつどいで感じたことは、それぞれ

の団体が何を活動しているのか、「まずは知るこ

と」が大切であること、逆に、「情報発信」及び

「情報受信」の創意工夫が大切であると改めて

感じました。          （飯島希） 

 
会場の様子 

 

笠幡水田再生プロジェクト（生きもの調査＆草取り）東洋大学環境コミュニケーションゼミ 
	 6 月 2 日に田植えを行った東洋大学と川越市

役所、地元の農家、民間団体有志による笠幡水

田再生プロジェクトですが、2 回目のイベント

として 7 月 7 日に「生きもの調査&草取り」と

称して農作業を行いました。参加者は東洋大学

から 9 名、川越市から 6 名、その他 6 名の 21

名でした。 

	 この田んぼは、無農薬で除草管理を軽減でき
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る農法として米ぬかと魚を放流してイネの生育

や他の草の発生を測定していたのですが、この

前々日に「土用干し」に入り、水が入らなくな

り、さらに梅雨が 7月 6日に明けて一気に田ん

ぼの水が引いて、生きもの調査は「水生生物の

救出作戦」と化しました。草取りは、植物の調

査後に畔の草を鎌で刈りました。 

	 当日、水田内と畔で同定できた動植物は次の

通りです。 

植物：アキノタムラソウ、アシカキ、イヌタデ 

ウキクサ、エノキ、エノコロクサ、オオニシキ

ソウ、オヒシバ、カタバミ、カモジグサ、カラ

スノエンドウ、ギシギシ、コナギ、コヒルガオ、

ジャノヒゲ、シロザ、シロツメクサ、セイヨウ

タンポポ、タイヌビエ、タチイヌノフグリ、ツ

ユクサ、ナズナ、ノボロギク、ハルジオン、ヒ

ナタイノコヅチ、ヒメムカシヨモギ 

水生動物：アマガエル、アメリカザリガニ、ア

メンボ、アマガエルのオタマジャクシ、サカマ

キガイ、ドジョウ（放流したもの）、フナ（放流

したもの）、メダカぐらいの大きさの小魚、モロ

コ（放流したもの） 

その他動物：エンマコオロギ、コモリグモ類、

ヒメギス、ショウリョウバッタ、フタモンアシ

ナガバチ、ベニシジミ、ホソハリカメムシ、モ

ンシロチョウ、ヤサガタアシナガグモ、ヤマト

シジミ 

	 残念ながら、当初の目的にあった米ぬかと魚

の除草効果は差が見られないうちに終わってし

まいましたが、イネはその後も順調に生育して

います。7月 31日現在、草高 1m近くまで成長

しており、そろそろ出穂の時期を迎えます。 

	 次の行事は、8月 18日（日）15:00-19:00の「生

きもの調査・管理作業」です。両生類・爬虫類

が専門である埼玉県立川の博物館の学芸員藤田

宏之氏をお招きして生きもの調査を行うととも

に、必要な管理作業を行います。終了後は、現

場近くの河川において、有志で懇親会を行いま

す（費用別途）。準備の都合上、参加される方は

事前に小瀬までご連絡ください。詳しくは東洋

大学ホームページをご覧ください。 

http://www.toyo.ac.jp/site/ecocampus/30228.html 

（小瀬博之） 

 
水生生物の救出作戦 

 
畔の草刈りの様子 

 
捕獲した水生生物 

 

◆かわごえ環境ネット インターネットサービスの紹介 

	 かわごえ環境ネットでは、さまざまなインターネットサービスを行っています。「ニュースブ

ログ」（http://kawagoekankyo.net/news/）は、本紙のカラー版 PDF の公開やイベントカレンダー

など、ニュースをインターネットで見られるサイトです。会員が情報発信する手段としては、

「会員ブログ」（http://kawagoekankyo.net/member/）を用意しています。SNSも活用しています。

Twitter（https://twitter.com/kawagoekankyo）をフォローすれば、これらのページの更新が瞬時に

わかります。Facebookページ（https://www.facebook.com/kawagoekankyonet）は、Facebookをお

使いの方であれば情報交換も可能です。これらのサービスをぜひご活用ください。 
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今年もクールスポットの活用でエコ
	 夏は暑い、暑さを凌ぐために自然の力を活用

し、気分良く夏を過ごしませんか！クールスポ

ットの紹介 

 

●「彩の国クールスポット 100選」 

	 2011年に、夏の電力需要の最大ピーク時に家

庭から地域の涼しいところへ移動することによ

り、家庭のエアコンの電気使用量を減らすこと

を目的として、埼玉県が音頭を取ってはじめた

「彩の国クールスポット 100 選」に川越から 9

か所が選ばれました。ちなみに県内各地から「2

76箇所」のクールスポットが寄せられました。 

社会環境部会は 2011年 8月 8・9日に市内のク

ールスポット 9箇所の温度調査をしました。周

辺との温度差はおおむね 3℃から 5℃、蚊除け対

策を講じれば、エコな生活が可能であることが

確認できました。頑張っています。 

	 調査の内容の詳細は 2011年 9月号 No.059を

ご覧ください。 

 

●蔵造りに新たに設けられたクールスポット 

 
鍛冶町広場 

	 2013 年 3 月 16 日に、横浜高速鉄道みなとみ

らい線、東急東横線、東京メトロ副都心線、東

武東上線の相互直通運転が開始され、横浜方面

から川越へのアクセスが便利になり、蔵造りの

街を訪れる観光客が増えました。訪れた観光客

が、暑さの中でホッとする緑のクールスポット

『鍛冶町広場』を紹介します。 

	 広場は仲町観光案内所と通路でつながり、相

互に行き来することができます。緑と観光案内

所が一体的に整備、季節を問わず訪れた観光客

に安らぎ、熱い日には涼を与えてくれます。 

	 街中に設けられた優れたクールスポットに立

ち寄り活用しております。感謝!! 

 
仲町観光案内所に至る通路 

 

●「県民の森」高原のクールスポット 

	 JR「川越」駅から八王子行きに乗り「東飯能」

駅で西武秩父行きに乗り換え、「芦ヶ久保」駅（標

高約 300m）で下車、2～3 時間ほど登ったとこ

ろに「県民の森」（標高 900m前後）があります。 

	 7月 20日午後 1時 30分、気温は 25℃、下界

は 30℃を超えていましたが、ここは奥武蔵の高

原クールスポット。オカトラノオ、アサギマダ

ラ、イカルなどを見ながら散策。 

	 眺望が素晴らしい身近なリゾート空間、森の

中には清流が流れ、美しい花や木、動物たちの

自然の姿が見られる場所です。弁当持参で一日

過ごせる自然の森、読書にも最適です。トイレ・

休憩施設も充実しており、子供から大人まで安

心して楽しめる施設です。   （菊地三生） 

 
県民の森	 中央広場からの眺望
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川越市からのおしらせ

さいたま緑のトラスト運動指導員養成研修 環境政策課 

	 さいたま緑のトラスト運動指導員として、緑

のトラスト運動の推進に必要な知識と技能を高

めるとともに、指導員相互の連携を図り、緑の

トラスト運動の発展に資するため、指導員養成

研修を実施します。 

対象：研修終了後にボランティアとして協会の

活動に参加できる方 

日時：8 月 31 日、9 月 14 日・28 日、10 月 12

日・26日、11月 9日・23日（7回全て土曜日） 

場所：トラスト保全地を含む県内各地 

費用：6,000円（教材費含む） 

申し込み・問い合わせ：048-824-3661	 （公財）

さいたま緑のトラスト協会事務局（申し込みは

8月 30日（金）まで） 

主催：（公財）さいたま緑のトラスト協会、埼玉

県 

◎定員 30名（申込順） 

 

 

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 2013年度第 5回理事会は、7月 23日（火）9:

00-11:00 に福田ビル 3 階会議室で開催されまし

た。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」への出展内容等を確認

しました。詳しくは「おしらせ」にて。 

・第 12回かわごえ環境フォーラムを 2月 22日

（土）に環境プラザ「つばさ館」で開催するこ

とを決めました。8月 28日（水）に開催する事

業運営委員会で内容を検討します。 

・8月 28日（水）の交流会の内容を検討しまし

た。これも詳しくは「おしらせ」にて。 

（理事長：小瀬博之） 

 

 

社会環境部会

	 7 月の例会は、12 日（金）福田ビルにて 12

名の出席者で開催しました。 

	 6 月に行った環境啓発展では、パネルのほか

水槽にタナゴやコイ、オイカワなどを展示しま

した。また、パッション・フルーツ、ゴーヤ、

フウセンカズラの苗を配布しました。会員の協

力もあって、子ども達にも喜ばれ来場者の評判

がよかったと報告しました。来年以降も集客、

展示内容などしっかり取り組む必要があると感

じています。 

	 8月 4日（日）のエコプロダクツ川越 2013か

わごえ環境ネットの展示のうち「エコ暮らし」 

については、会員の宮崎さんの資料を借り、平

成 23年 3月発行の「知って得する『川エコ』の

ススメ」～地球温暖化対策ハンドブック～（川

越市環境部環境政策課）を基にポスターを作成

することにしました。また、それぞれのデモン

ストレーションは、計画通り実行することにし

ました。 

	 9 月 7 日（土）のバスツアー「環境施設めぐ

り」（江戸東京博物館ほか 2 件）には、7 月 25

日の川越広報に案内が掲載されますので、参加

を呼び掛けるようにお願いしました。 

	 新年度予算も決定しましたので、新しい企画

を含め有効活用するよう検討することにしまし

た。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 
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自然環境部会

	 7月定例会は福田ビル 3階にて 14名の参加で

開催されました。猛暑日にも拘わらず多い参加

者でした。内容は以下の通りです。 

① 「エコプロダクツ川越 2013」への参加につ

いて 

・生物の実物展示は時期的に難しい。 

・みなみかぜ田圃の方で可能なら生き物調査な

どの展示を出す。 

②月刊かわごえ環境ネット「川越の自然」シリ

ーズの記事について 

	 冊子の内容を補完し、タイムリーな案内をす

る目的で始まったが、1 年を経過するので今後

どうするか話し合う。 

・毎月でなくともよいのではないか。 

・会員だけでなく広く記事を求めてはどうか。 

・コラム的な内容（例えば、草花シリーズなど）

を取り混ぜて気軽に書けるようにしてはどう

か。 

様々な意見が出たので、次回の部会でまとめる

ことになった。 

③キノコの観察会の報告	 掲載記事参照 

④イベント案内	 	 7/28 虫の観察会、8/田んぼ

の生き物調査 （自然環境部会代表	 賀登環）

 

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 今年度第 1回の委員会を 7月 23日（火）の理

事会終了後に開催しました。 

	 川越市が発行する「かわごえの環境（第 7号）」

の執筆状況を確認しました。7月 19日締切でし

たが、未提出原稿については早期に提出するよ

う確認しました。エコライフ DAY については

オンラインでの提出が増えており把握が難しい

ことから執筆しないことになりました。 

	 2013年度の「環境に配慮した行動チェックシ

ート 20（市民編）」は、東洋大学総合情報学部

「都市エネルギー情報論」履修者 46名に 7月 1

日実施しました。今後は、アースデイ・イン・

川越 立門前 2013（10月 6日）、第 13回北公民

館かんきょう祭り（11月 9日）の会場で実施し

ます。その他、中学校など環境学習での講演な

どがあれば実施していくことにします。年代が

若年層と高齢者に偏る傾向があるので、広く収

集していく必要があります。 

	 今後の「かわごえアジェンダ 21」は、平成 2

7 年度の「第二次川越市環境基本計画」の改訂

に先立って、次年度（平成 26年度）に内容の見

直しを検討していくことになりました。 

（委員長	 小瀬博之） 

 

おしらせ

8月 4日（日）「エコプロダクツ川越 2013」出展内容
	 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」が開催されます。出展

内容が決まりましたのでお知らせします。なお、

変更の可能性もありますのでご了承ください。 

	 お手にされるのが前日、当日の可能性があり

ますが、ぜひ会場に足をお運びください。 

	 主催者情報は、川越市ホームページ（http://w

ww.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/136918

7623378/）をご覧ください。 

パネル展示と実物展示 

・雑木林の生物の生態展示 

・「地球温暖化防止とエコぐらし」、「川エコのス

スメ」のパネル展示 

・「生ごみリサイクル」はパネル展示と実物展示 

・松岡壽賀子さんの活動のパネル展示 
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体験コーナー 

・「廃油の石鹸づくり」（無料）。完成品は 100

円で頒布 

・「アクリルたわし作成」（無料） 

・伐採木の箸づくり（経費 500円） 

配布物 

・かわごえ環境ネット入会案内 

・川越環境活動報告集 2013 

 

【再掲】「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） 

 

 

【会員限定】8月 28日（水）夏の交流会のお誘い「あなたの話」してみませんか？ 
	 多分猛暑が終わりつつあると思われる 8月 28

日に環境ネットの交流会を企画しました。会員

のみなさまとゆっくり話す機会が少ないことと、

活動の幅を広げたいと思い「あなたの話」と題

していろんな話をしてみたいと思います。ぜひ

ご参加ください。 

日時：8月 28日（水）17:30から 2時間ほど（延

長可） 

場所：釜焼鳥本舗「おやひなや」 

（川越市新富町 2-22-1玉屋ビル 2F、イトーヨー

カドー・八十二銀行間道路、Tel.049-299-6648) 

会費：3,000円 

	 申込・問い合わせは横山まで（8 月号に同封

したちらしをご覧ください）

 

【再掲】「環境施設めぐり（バスツアー）」を 9月 7日（土）に開催（8月 1日申込開始）
	 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-museu

m.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） 
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＜予告＞「狭山丘陵見学」（バスツアー）を 11月 7日（木）に開催
	 環境学習の一環で、整備が進む「さいたま緑

の森博物館」、トトロのふるさと基金の事務局が

ある「クロスケの家」等を訪ね、狭山丘陵にお

ける生物多様性保全の取組状況を学びます。 

日時：11 月 7 日（木）8:20-17:00（少雨決行）

川越駅西口暫定自由広場 8:30出発 

行先：さいたま緑の森博物館、クロスケの家、

菩提樹池 

定員：先着 30人、参加費 1500円 

損害保険料を含む、弁当持参途中で購入が可能

です。 

申込：10月 1日（火）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、8 月号に同封されるチラシをご

覧ください。行程など詳しく書かれています。 

＜関連サイト＞ 

・さいたま緑の森博物館（http://saitama-midorin

omori.jp） 

・公益財団法人トトロのふるさと基金（http://w

ww.totoro.or.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 8月度） 

日時：8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（2013年 8月度） 

日時：8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:

00-17:00の連続開催です。次回は 9月 13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 8月度） 

日時：8月 20日（火）9:00-10:30 

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 9月 17日（火）9:00-10:30に開催 

◆事業運営委員会（第 4回） 

日時：8月 28日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所地階修養室 

	 終了後交流会。9月は 27日（金）11:00-12:00 

◆理事会（2013年度第 6回） 

日時：9月 27日（金）9:00-11:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

	 8月は休会、10月は 25日（金）9:00-11:00 

＜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：8月 6日・9月 3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： 9月 9日・23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。 

＜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） 

★【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） 

★【会員限定】交流会 

日時：8月 28日（水）17:30-19:30（延長可） 
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場所：釜焼鳥本舗「おやひなや」 

（川越市新富町 2-22-1玉屋ビル 2F） 

会費：3,000円（要事前連絡） 

★【8/1申込開始】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 

★【協力】地曳網体験 in高麗川 

日時：9月 29日（日） 

場所：入間川浅間堰（上戸小付近） 

主催：NPO法人荒川流域ネットワーク 

日時等、詳細は 9月号でおしらせします。 

 

★【出展】2013アースデイ・イン・川越 立門前 

日時：10月 6日（日）10:00-16:00 

場所：蓮馨寺、旧鶴川座、旧川越織物市場、熊

野神社、立門前通りなど 

	 詳細は 9月号でおしらせします。 

★川越まつりまち美化活動 

日時：10月 18・19・20日（金・土・日） 

	 詳細は 9月号でおしらせします。 

★狭山丘陵見学（バスツアー） 

日時：11月 7日（木）8:20-17:00（少雨決行） 

場所：川越駅西口暫定自由広場前 8:30出発 

見学先：さいたま緑の森博物館、クロスケの家、

菩提樹池会員・関係団体の主催行事

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。 

◆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 

	 （日程が通常とは異なります）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 

◆9月 11日（水）・22日（日）（考える会主催） 

	 ナンバンギセルの花や昆虫、クモなどを観察

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 
2013年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
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 

◆9月 14日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 ブロッコリー、キャベツの収穫 

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） 
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☞「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） 

◆8月 6日（火）・15日（木） 

◆9月 3日（火）・19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） 

◆8月 11日（日）・9月 8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） 

◆8月 24日（土）・9月 28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。 

◆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。 

◆9月 22日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川下流域で、旭橋右岸 9時集合。上・

下流清掃、旭橋左岸で解散。 

●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, 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。 

●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。 

☞笠幡水田再生プロジェクト「生きもの調査・

管理作業」＋「懇親会」 

◆8 月 18 日（日）15:00-19:00（荒天中止、作

業終了後、同所で懇親会を開催） 

場所：川越市笠幡 2175-1（15時 00分 JR川越線

笠幡駅か現地集合、笠幡駅から送迎あり）  

作業内容：田んぼの生きもの調査ならびに管理

作業  

募集人数：10名程度 

持ち物：汚れてもよい服装・はきもの 

申込期限：8月 9日（金）（期限後でも問い合わ

せください） 

	 6 月 2 日に田植えを行ってから約 2 か月が経

過しました。田んぼにはどのような動植物が生

息・生育しているのでしょうか。埼玉県立川の

博物館学芸員で、両生・爬虫類がご全問の藤田

宏之にご指導いただきながら生きもの観察をし

ます。また、稲作に必要な作業を行います。な

お、作業終了後に同所で懇親会を開催します（経

費別途）。準備のため事前にお申込ください。 

☞館林 夏の「涼しさマップ」ワークショップ 

◆8月 25日（日）9:30-15:00 

集合：東武伊勢崎線館林駅前広場（9:30） 

訪問地：多々良沼保安林、つつじが岡公園など

定員：15名 

参加費：600円（バス代）、食費別途 

申込・問い合わせ：8月 21日（水）までに、住

所、氏名、年齢、電話番号を、電話、ファクス、

又はＥメールで地球環境課環境放射線係（Tel.0

276-72-4111内線 452, Fax.0276-72-3297, E-mail:

 kankyo＠city.tatebayashi.gunma.jp）へ 

	 市内をバスで巡り、涼しい場所を調査しなが

ら「涼しさマップ」を作ります。川越市以外の

事業ですが、環境に対する取組として掲載しま

した。小瀬が案内をいたします。 
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☞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。 

●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） 

◆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。	 

◆9月 8日（日） 

	 セイタカシギが今月の目玉の鳥です。昨年は

20数羽が飛来して、秋の伊佐沼が賑わいました。

サギの仲間が 5種と、カモの仲間では先発のコ

ガモが観察されました。沼を渡ってくる風は涼

しく感じられます。 

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 9月

号（No.083，9月 1日発行予定）の掲載原稿は、

8月 15日（木）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

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 
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●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 

★東洋大学川越キャンパス学生ホール食堂棟に

5月 30日から設置しているしているグリーンカ

ーテンですが、7 月中旬からゴーヤの収穫をし

ています。また、昨年はカメムシが大量に発生

していましたが、今年はマメコガネが大量に発

生して、アサガオとフウセンカズラを食い荒ら

しています。食堂前という美観を考えると、も

う少し駆除しなければならないと考えているの

ですが、生態系の形成を観察する意図もあり、

そのままにしています。 

	 やはり、マメコガネの天敵であるアブの仲間

なども発生しており、グリーンカーテンにも生

態系が形成されて来ることがわかります。温度

抑制の側面が強調されますが、植物という生き

ものを建物の近くに設置するという観点が重要

です。そのことを広く学生・教職員に周知して

いるグリーンカーテンです。（こせ） 

 
シオヤアブ 
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イベントカレンダー（8月 4日〜9月 25日） 
日 月 火 水 木 金 土 

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笠幡水
田「生きもの観

察〜懇親会」 

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 

8/25 
◎9:00川の国
応援団 
◎9:30館林 
「夏の涼しさ

マップ」ワー

クショップ 

8/26 8/27 8/28 
◆15:00事業
運営委員会 
●17:30夏の
交流会 

8/29 
 

8/30 8/31 

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

9/4 9/5 9/6 9/7 
★7:50環境施
設めぐり 

9/8 
◎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 

9/9 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

9/10 9/11 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

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

9/14 
◎9:30おいし
く楽しく農業

体験 

9/15 
○本誌 10月号
原稿投稿期限 

9/16 
敬老の日	 

9/17 
◆9:00広報委
員会 

9/18 9/19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/20 9/21 

9/22 
◎9:00川の国
応援団 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

9/23 
秋分の日	 

★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 

9/24 9/25 ★：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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