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【巻頭言】初心に帰って「アースデイ」続く体制を

 
蓮馨寺会場のアースデイの横断幕 

（2011年） 

 
旧川越織物市場の「体験広場」 

（2012年） 

 
川越の伝統を伝える初雁賞受賞者紹介 

（2012年） 
 
 
 
 
 
 
 

	 10 月 6 日（日）に 15 回目の「アースデイ・イン・川越」が「2013

アースデイ・イン・川越	 立門前」と銘うって開かれます。今年の実

行委員会は「第 15回アースデイ・イン・川越実行委員会」と 15回目

を強調しました。15回も続いていることを知らない市民が多いのです。 

	 4月に東京の代々木で開かれる「アースデイ・イン・東京」も 2001

年からの開催です。川越は 1999年に市民の結束で水上公園駐車場を会

場に第 1回が開かれました。当時は、YMCAが事務局を務め、川越市

環境部の職員も実行委員会に加わり、市民との連帯が深まりました。

その「協働」の姿が翌年の「かわごえ環境ネット」の誕生につながり、

さらにその翌年から「北公民館かんきょう祭り」が開かれ、今に続い

ています。「アースデイ・イン・川越」が生みの親でした。 

	 2020 年に「東京オリンピック」開催が決まり、「ゴルフ競技」が川

越市の霞ヶ関カントリーで開かれます。国際交流・世界平和への関心

が深まるとともに、「おもてなし」の言葉がクローズアップされました。

しかし、小江戸川越観光協会の広報誌の題は「おもてなし」で、8 年

前から使っています。川越の先進的な事例として誇ってよいでしょう。 

	 さらに心配されているのは、オリンピック開催の時期です。7 月下

旬から 8月上旬の炎暑のさなかが予定されています。逆説的に言えば

「地球温暖化」を正面から考えるよい機会かもしれません。アースデ

イが、世界平和・国際交流・人類共存とともに、地球環境改善を大き

くうたっている意義が大きいと思います。「アースデイ・イン・川越」

開催の「初心」を忘れずに、組織体制を整備して、20回、30回と続く

ことを期待しています。 （かわごえ環境ネット理事	 武田侃蔵） 
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川越の自然を訪ねて（13）田んぼの生きもの 5668種

 
吉田地域で行っている「田んぼの生きもの調査」

 
「田んぼの生きもの全種リスト」ポスター 

（©NPO法人田んぼ） 

	 田んぼにはどのくらいの生きものがいるのだ

ろうか。 

	 私たちは 5年前から吉田地域で田んぼ活動と

して「田んぼの生きもの調査」を行っています。

田んぼはお米を生産するだけではなく、人も含

めた様々な生きものの命を育んでいる。人と生

きものが共に豊かに暮らし続けられる地域づく

りを目指して社会福祉法人健友会みなみかぜ小

川正時前理事長の呼びかけで「いきいき田んぼ

の会」が始まりました。 

	 毎年 2回田んぼの中、畦、周辺の生きものを

調査しています。専門家の指導で市民調査を続

けています。この 2年はかわごえ環境ネットと

共催で広がっています。発見される生きものは

動植物を合わせて約 150種前後/年です。年によ

り、参加人数により増えたり減ったりですが、

人も稲も含め、様々な生きものが食べあいなが

ら共生している様、その曼荼羅のように織り成

される生きもの綾、それぞれの生きものが支え

られていることを田んぼに入ることで実感、学

んでいます。調査の主役の一方は主に子どもた

ちですが、特に繰り返し参加する子どもは初め

ての子ども、大人に説明を始めていました。 

	 世界で初めて 5668種が「田んぼおよび田んぼ

周辺に生息する動植物の全種リスト」（桐谷圭治

氏編集）として専門家・多数の市民協力により、

2010 年生物多様性条約締結国会議 COP10 で発

信されました。 

	 また、「川越の自然」（2011年 5月）では水辺

に生きものとして河川・沼、湧水群の生きもの

が報告されていますが、本来それとつながる水

循環を形成している水田・畑―川越市では市域

面積の 70%－の人の暮らしにある 2次的自然の

生きものが報告されていません。私たちかわご

え環境ネットとしてのこれからの活動領域とし

て考えてみる必要があるのではないでしょうか。 

（みなみかぜ いきいき田んぼの会 田崎愛知郎）
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かわごえ環境ネットの活動報告

キツネノカミソリ観察会報告	 自然環境部会

	 8 月 17 日（日）、市民の森第 8 号・池辺公園

において、キツネノカミソリ観察会が開催され

ました。朝から日差しが強く暑い日でしたが、1

1 名の方々に参加いただき、市民の森第 8 号の

北側雑木林、南側雑木林、池辺公園の順で巡り

ました。 

	 両公園とも、お目当てのキツネノカミソリは、

残念ながら、林の中にまばらに見える程度で、

満開のキツネノカミソリを楽しむことができず、

講師の用意した昨年の写真を見ながら、満開の

妖艶な華やかさを想像していただくことになり

ました。 

	 今年のキツネノカミソリは、7 月末から順調

に咲きだしたのですが、8 月のお盆以降の雨が

降らない連日の猛暑で、林床がカサカサに乾燥

し、水分不足で花軸を伸ばし、花を咲かすこと

ができなかったようです。 

	 しかし、雑木林の自然は豊かで、見どころは、

キツネノカミソリだけではありません。市民の

森第 8号では、小鳥が運んだ種からサワフタギ

やウグイスカグラ、ウメモドキ、コマユミ等の

林がつくられた話、クヌギやコナラと農用林の

話、サルノコシカケの一つであるオオミノコフ

キタケ、クヌギの実付き枝を落とすハイイロチ

ョッキリの話等を紹介しました。 

	 池辺公園では、開園当時から保全活動をされ

ている菅野さんの案内で、五感で自然を見る大

切さを教わりながら一周しました。川越では珍

しいアズマイチゲやウバユリ群落の花の時期を

外し残念でしたが、ハグロソウの 2枚唇の面白

い花を見ることができました。シソ科のニガグ

サの実とおぼしきものが虫こぶで、中から数ミ

リのヒゲブトグンバイの成虫が出てきたのは楽

しい発見でした。 

	 今回は、暑い中でしたが、夏の雑木林を楽し

んでいただけたかと思います。両公園とも交通

の便がよくなくあまり知られていませんが、自

然の形を残しながら、多くの方にこの雑木林を

楽しんでいただくように整備が続けられていま

す。 

	 来年は、8 月上旬に観察会開催を予定し、咲

き始めのキツネノカミソリを中心にしながら、

幅広く雑木林の自然を楽しむ会にしていきたい

と思います。  

[注]キツネノカミソリは、ヒガンバナ科の植物

で、春先に葉を繁らせ光合成をし、5月～7月は

葉を枯らし、8 月のお盆の前後に花軸だけを伸

ばしオレンジ色の鮮やかな花を咲かせます。埼

玉県では、準絶滅危惧種に指定されており、川

越市内では、市民の森第 8号、池辺公園、水上

公園等が代表的な自生地です。 

（山中和郎）

 
市民の森 8号地 

 
今年のキツネノカミソリ 

 
池辺公園 
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環境施設巡り（バスツアー）実施報告	 社会環境部会

 
江戸東京博物館 
江戸の町並み模型 

 
東京臨海広域防災公園 

エントランス 

 
日本科学未来館 

人間型ロボットの演技 

実施日：9月 7日（土曜日）8時～17時 30分 

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 

参加者：31名（うち 2名は小中学生） 

目的：直接の環境施設ではないが、環境学習の

一環として、江戸東京の文化と生活、大地震に

遭遇した時の体験学習、地球環境と科学の未来

等を学習し今後の生活に生かす視察ツアーとし

ました。 

1. 江戸東京博物館 

	 両国の国技館前の広大な施設で、江戸時代の

大名屋敷、街並み、上水施設、庶民の生活から、

昭和の戦前・戦後までを精密なジオラマで、場

所によっては現物展示で再現しており、当時が

しのばれました。じっくり、ガイドの説明を聞

くと、江戸の庶民のエコ生活ぶりが目に見える

ようでした。ガイドを付けて（時間は 10時～無

料）3時間くらい掛けて、時代背景を思い浮かべ

ながら説明を聞くとよい勉強になると思いまし

た。もう一度行ってみたい衝動にかられました。 

2. 東京臨海広域防災公園 

	 ゆりかもめ有明駅前にあり、首都直下地震に

よる大火災の発生を想定し、72 時間救助される

までの対応策を模擬的に体験しました。ニンテ

ンドーDS を使っての個人対応で少々戸惑いま

したが、普段の準備と心掛け、とっさの判断の

大切さ等を学びました。 

3. 日本科学未来館 

	 ゆりかもめ 船の科学館駅近くにあり、ここは、

日々の素朴な疑問から、最新テクノロジー、地

球環境、宇宙探求まで現在進行形の科学技術を

体験できる場所で、それぞれのブースには説明

者（科学コミュニケーター・ボランティア）が

おり、深く学ぶことができますが、それぞれの

分野で、ある程度基礎知識がないと難しい面が

あると思いました。 

	 今回の視察で、江戸時代から今日までの数百

年間の急速な技術の進歩には、驚かされました。

これからの日本も、7年先のオリンピックをめざ

しての進歩、リニアモーターカーによる大阪ま

で飛行機並みの 1 時間で行けるスピードの実現

等、引き続き技術の進歩は目を見張るものがあ

るでしょう。我々の生活もどう変わるか想定も

難しいところです。1日数 10km徒歩で移動する

江戸時代と、瞬時にして世界情報が入る今日、

生き方も全く異なり、これから先、世の中の動

向を学び、足元を見て、じっくり生活するしか

ないのではないかと思います。今回は、いろい

ろ考えるよい機会となりました。 （原嶋昇治）

◆かわごえ環境ネットWebサービスをご活用ください 

・かわごえ環境ネットホームページ（http://kawagoekankyo.net/news） 

・会員ブログ（http://kawagoekankyo.net/member/） 

・Twitter（https://twitter.com/kawagoekankyo） 

・Facebookページ（https://www.facebook.com/kawagoekankyonet） 

https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 
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会員からの報告，周辺地域・流域の話題 
抜けがらになってセミは役立つ	 
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セミの抜けがら（経年変化） 

	 夏が終わり秋の虫の声が聞こえるとセミの時

代は終わります。子ども達が夏休みの自由研究

で「セミの抜けがら調べ」を 4年間にわたって

実施してきました。860 本の木を 1 本ずつ探す

地道な観察ですが、年数を重ねると環境との関

連が見えてきます。 

	 抜けがらから、今福の雑木林では 4種類のセ

ミが生息しています。（鳴き声は 5種類です。）

毎年林では約 700匹のセミが羽化します。セミ

の地中生活を考えると、3,000匹近くのセミが林

の中で生活しています。面積は 10,000m2なので

3m2に 1匹の割合になります。 

	 セミの羽化はこれまで増減を繰り返していま

すが、全体として同じ数が羽化しているので、

セミにとって雑木林は安定した環境にあります。 

ヒグラシやニイニイゼミは比較的湿潤な場所に

適応しており、林はそのような自然環境にあり

ます。アブラゼミは乾燥に強く都市的な環境に

適応して、これまで林では少なかったのですが、

今年は 2倍近く増えました。今年の渇水で林が

乾燥したのかもしれません。しかし、本当の理

由はセミの変動によるのかは 6、7年調査してみ

ないと結論がでません。 

	 ツクツクボウシは少ないのは、樹木の嗜好性

があり、雑木林のためにヒノキや杉の常緑樹が

少ないことに影響されているのかもしれません。 

ミンミンゼミは林での鳴き声は聞かれますが、

抜けがらは農家の屋敷林で見つけました。関東

に広く分布していますが、明るい樹林地を好ん

で生息しています。今年、クマゼミの鳴き声が

2 回農家で聞かれました。抜けがらは見つかり

ませんが温暖化の影響が出ているのでしょう。 

	 川越の自然や都市環境を知るのに、指標とし

てセミの抜けがらは簡単でだれでもが参加でき

る市民調査ではないでしょうか。 （過昌司）

「西埼玉温暖化対策ネットワーク」毛呂山町で研修会などを開催

	 川越市を中心に、10市 2町の環境問題に取り

組む人らで作る「西埼玉温暖化対策ネットワー

ク（略称西温ネット）の研修会が、毛呂山町で

3 回にわたって開かれました。埼玉県が県民に

呼びかけている「埼玉県地球温暖化防止活動推

進員」の来年度会員募集を前に、毛呂山町民な

ど、県民への関心を高める研修会が町との共催

で開かれました。 

	 8月 21日の第 1回は、井上町長のあいさつで

始まり、環境アドバイザーの上領園子さんの「地

球温暖化対策」への啓発講義が、豊富な資料を

使って行われました。参加者は 48名と町民の関

心の高さがうかがわれました。 

	 第 2回目は 8月 31日（土）に、「地球環境」

について、子どもらにもわかりやすい「クイズ

形式」での勉強会を狭山市の土淵昭さんが行い

ました。 

	 第 3回目は、西温ネットの「里川」「ごみ問題」
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「緑」「太陽光発電」の各分科会の活動報告を午

前に行い、午後は会員の定例会が行われ、温暖

化に取り組む県民の協力が期待されました。ち

なみに西温ネットは、環境省登録の地球温暖化

対策地域協議会 551号です。  （武田侃蔵） 

笠幡水田再生プロジェクト『稲刈り』を実施 東洋大学環境コミュニケーションゼミ

 
倒伏した稲刈り前の田んぼ 

 
脱穀はコンバインで行う 

 
稲刈り後の田んぼ 

 
稲を刈る学生 

手刈りで約 200kgの米を収穫 

	 6月 2日の田植えから 113日目となる 2013年

9月 22日（日）8時 30分から 12時 00分に、笠

幡水田再生プロジェクト「稲刈り」を大学関係

者、川越市役所、市民有志等、地元農家の 22

名で行いました。 

	 環境に配慮した稲作を実施するために無農薬

で稲作を実施してきました。土用干しで水を止

めて以降、十分に水が溜まらなくなって生育不

良が生じたり、稲が倒伏したりして収穫が心配

されましたが、おおよそ 200kgの籾収量となり

ました。その後、玄米に精米して収穫量は 186.

22kgとなりました。 

笠幡水田再生プロジェクトとは 

	 川越市農政課と東洋大学総合情報学部「環境

コミュニケーションゼミ」が協働して取り組む

プロジェクトで、地元農家と市民有志の協力を

得て実施しています。前年度から準備を初めて、

今年度初めて稲作を実施しました。 

	 対象の農地は、川越市笠幡にある北小畔川に

隣接した約 550m2の約 20 年間休耕田となって

いた農地でした。ここを水田として再生するこ

とで、地域の遊休農地を減らすきっかけを作り

ます。それと同時に、大学の環境教育の推進や

生物多様性の保全や地域活性化にも寄与するこ

とをめざしています。 

	 東洋大学では、学生・教職員にエコポイント

を付与して、「環境学習への参画支援」「各種ボ

ランティア活動への参加支援」を行っており、

この作業では 700ポイントを付与しました。 

稲刈りから脱穀までの経過 

	 8時 30分に集合後、稲刈りの方法と注意事項

を農業指導の方から受けて、手刈りによる稲刈

りが始まりました。 

	 参加者のうち、学生は 7人。初めての経験な

がら、手際よく稲刈りを行いました。ある程度

稲刈りが進んだ段階で、コンバインに刈った稲

を投入して脱穀作業を行いました。 

	 すべてが刈り終わり、袋に籾を詰め込んで作

業が終了しました。約 550m2の面積で約 200kg

の収量は、埼玉県の平年収量（10アールで 490

kg）と比較すると 4分の 3程度でしたが、収穫

を参加者全員で祝いました。 

11月 3・4日の「こもれび祭」に出店 

	 11 月 3・4 日に川越キャンパスで開催される

学園祭「第 4回 こもれび祭」（川越キャンパス

学園祭）において、収穫した米とこの米で作っ

た焼きおにぎりを有料頒布します。ぜひご来場

いただき、収穫したお米を味わってください。 

（小瀬博之） 
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2013年度「森のムッレ教室」スタート こどもの根っこを育てる会

 
「これは土に戻るかな？」 

（今成保育園） 

 
絵本「くさる」を聞く子供たち 

（新宿町保育園） 

 
虫探しの様子 

（古谷・古谷第二保育園） 

	 こどもの根っこを育てる会では、今年度もこ

の秋に幼児向け環境教育「森のムッレ教室」を

7 つの保育園で開催します。保育園の年長クラ

スを対象に、仙波河岸史跡公園や川越運動公園、

川越水上公園などで、身近な自然と触れ合う体

験を通して、自然を好きになってもらうことを

目的に開催します。 

	 “自然が好きだから、環境を守る”ことがで

きる青年に成長することを願って、5,6歳の幼児

に対し、身近な自然の中で虫探しや草花遊び、

ルーペ観察などといった五感を使った体験をさ

せる森のムッレ教室プログラムは、9月～12月

の期間に、各保育園 3 回～4 回のプログラムを

体験してもらう予定でいます。 

	 9 月は、新宿町保育園、今成保育園、古谷・

古谷第二保育園（合同）の 3園、約 70名の園児

が、1回目の森のムッレ教室を体験しました。 

	 森のムッレ教室の 1回目のプログラムテーマ

は、「自然観察のマナー」です。 

	 自然には、子どもたちの他にも、鳥や虫など

の生き物がいることに気づかせ、一緒に過ごす

にはどうすればいいかを、「3つの約束」を通し

て身につけてもらいます。 

1つめの約束「大きな声を出さない」 

2つめの約束「草や花は根っこから抜かない」 

3つめの約束「土に戻らないごみは捨てない」 

	 なぜ、大きな声をだしちゃいけないの?なぜ根

っこから抜いちゃいけないの?土に戻らないご

みってどんなごみ?など質問すると、5,6 歳の子

どもたちはちゃんと答えてくれます。 

	 「ごみを土に戻してくれる虫っているんだよ!

探してみようか」・・・と言って最後は虫探しの

スタート。ミミズを「きもい!」という子もいれ

ば、「大きいミミズ捕まえたよ!」と得意げな子

も。「虫にもお仕事がちゃんとあるんだよ」と話

すと、「きもい!」といっていた子もじっと耳を

傾けてくれます。 

	 森のムッレ教室を通して自然が好きになって

くれる子どもが増えるよう、活動を続けて行き

たいと思います。 

	 子どもたちが大人になる頃に、川越の自然の

保全がさらに進み、緑豊かで歴史ある川越にな

るよう、一緒に活動しませんか。興味のある方

は、kodomononekko@gmail.com 飯島宛にご連絡

ください。 

（飯島希） 

「第 9回川でつながる発表会」が川越の仙波小学校で開催されます
	 一級河川の新河岸川流域を所管する国土交通

省の荒川下流河川事務所が事務局となって、流

域の環境市民団体で作る「新河岸川流域川づく

り連絡会」の主催で毎年開かれている「川でつ

ながる発表会」の 9 回目が、来年 2 月 9 日(日)

に、川越市の仙波小学校を会場に開かれます。 

	 今までは、支流の柳瀬川、黒目川などに近い

東久留米市や所沢市などで開かれ、今年 2月の

8 回目は白子川源流に近い練馬区大泉第三小学

校で開かれました。新河岸川の起点がある川越

市での開催が望まれており、総合学習で毎年 4

年生が「新河岸川の観察授業」を実施している
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仙波小学校が選ばれました。この行事には「小

江戸塾」の会員が協力しており、市民との「協

働」の成果として選ばれました。今後、発表内

容充実とともに、イベント運営でかわごえ環境

ネットの協力も望まれています。（武田侃蔵）

川越市からのおしらせ 
平成 25年度苗木配布事業 環境政策課 
	 10 月 26 日（土）午前 11 時 15 分から、川越

運動公園（平成 25年度川越産業博覧会会場内）

において苗木無料配布を実施いたします。この

事業は、市民の緑化意識の向上と緑化の推進を

図ることを目的として昭和 58 年より継続して

行っており、これまでに配布した苗木は約 7万

本となっています。 

	 当日は、ヤマブキ・ウバメガシ・ブルーベリ

ーなど 500本の苗木を無料で配布する予定でお

ります。苗木は先着 500名に引換券方式で配布

し、引換券の配布は午前 9時から行います。 

古谷湿地さかな観察会	 環境政策課 
	 11月 2日（土）午前 9時 30分～午後 3時、

江遠島緑地（古谷上）内の麦生川において、ペ

ットボトルのわなを仕掛け、捕まえた魚を観察

します（小学校 4～6年生の親子 15組を対象、

参加費無料）。 

申込みは、10月 1日（火）9時から直接来庁、

電話（049-224-5866）またはファクス（049-225

-9800）にて受け付けています。 

	 当日は、野外活動が行える服装（長袖、長ズ

ボンなど）、持ち物は空のペットボトル（2リッ

トル）2 個程度、カッター、ビニール袋、飲み

物、昼食、タオル、長靴をご持参の上ご来場く

ださい。 

	 なお、前日までもしくは当日が雨天等の荒天

の場合は、川の増水等が考えられますので中止

とさせていただきます。

理事会・専門委員会からの報告 
理事会 
	 9月 27日（金）9:00〜10:30に川越市役所 7C

会議室で第 6回理事会を開催しました。主な議

事をおしらせします。 

①本間幸治理事の退任が承認されました。川越

市自治会連合会からの後任は置かないことにな

りました。 

②来年 2月 22日（土）に開催する第 12回かわ

ごえ環境フォーラムの予算を確認しました。 

③2013アースデイ・イン・川越 立門前（10月

6日開催）、第 13回北公民館かんきょう祭り（1

1月 9日開催）の後援名義使用を承認しました。 

④埼玉県から参加依頼のあった「SATOYAMA

イニシアティブ推進ネットワーク」の参加は見

送ることになりました。 

⑤10 月 18 日に開催される全国自治会連合会埼

玉県川越大会の際、かわごえ環境ネットのパン

フレットを配布することが可能か、事務局で問

い合わせることにしました。配布する場合、内

容は現状の入会パンフレットを用いることにし

ました。           （小瀬博之）

事業運営委員会

	 理事会後の 9月 27日（金）10:45〜12:00に川

越市役所 7C 会議室で第 5 回事業運営委員会を

開催しました。主な議事をおしらせします。 

①エコプロダクツ川越 2013 のアンケート回答
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案を確認しました。原案の通り提出することに

しました。 

②「2013 アースデイ・イン・川越 立門前」の

本会の実施体制を確認しました。宮澤・過・小

瀬が担当、5枚の紹介パネルは金曜日持ち込み、

かわごえアジェンダ 21「環境に配慮した行動チ

ェックシート 20（市民編）」の実施を行います。 

③「川越まつりまち美化活動」は、武田委員が

中心となって実施します。すでに広報でお知ら

せしている通り、10月 19日（土）・20日（日）

の 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-

19:00, 19:00-21:00の 5時間帯に分けてボランテ

ィアを募集します。集合場所は昨年と同じ、本

川越駅近くの中央通り区画整理地区で、向かい

の道にある料理店福登美の斜め向かい（駅寄り）

となります。 

④歳末まち美化活動は 12月 23日（月）実施予

定です。例年参加している東洋大学学生は授業

日のために参加できないことを確認しました。 

⑤第 12回かわごえ環境フォーラム「環境活動報

告集への投稿・発表者募集」案を確認しました。

微修正の上内容が承認されました。10月号に同

封して会員には郵送、同時にホームページに掲

載します。 

	 午後のワークショップは、大きく 4つのテー

マを設定する予定で調整を進めます。エコぐら

しに関する社会環境部会のテーマ、生物多様性

に関する自然環境部会のテーマは、各部会で詳

細に検討してもらい、さらに、「環境と観光」に

関するテーマ、前回第 1回を実施した「事業者

交流会」の実施を検討します。 

	 10月の会議で、協賛要項及び午後のワークシ

ョップのテーマ・講師の詳細を検討します。 

（小瀬博之）

社会環境部会 
	 9月の例会は、13日（金）福田ビル 3階会議

室にて 12名の出席者で会議を進めました。 

	 9 月 7 日に実施した環境施設めぐり（詳細は

別掲参照）について話し合いを行いました。参

加者が多かったのは土曜日であったこと。また、

一般的に興味を持たれる所であったこと。そし

て広報を見て一般参加者が多かったこと等が挙

げられました。江戸東京博物館では、ガイドを

付けてじっくり案内してもらいたい、もう一度

行ってみたいとの意見がありました。東京臨海

広域防災公園では、災害に備えての心がけなど

を学びました。日本科学未来館では、アシモの

動作の素晴らしさを見ました。しかし、他のブ

ースは、少々多岐にわたり、難しかったとの意

見が多くありました。 

	 全般的に、少々準備不足もありましたが、参

加者も満足されたようでした。 

	 11 月 16 日（土）に行われる予定の環境講演

会は、「地球温暖化対策とエコ暮らし」と題して、

宮崎誠さんにお願いしました。9月 20日に実行

計画を策定することにしまた。第 2弾を会員で

ある金子廣行さんにお願いする案についても今

後検討することにしました。 

	 部会としてアースデイ・イン・川越には、全

員の参加意向があり、盛り上げることにしまし

た。 

	 部会メンバーがそれぞれ意志をもって参画意

識も高まっています。これからは、更に 1人で

も多くの参加者を増やすことが課題と考えます。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治）

自然環境部会

	 9月定例会は福田ビル 3階にて 11名の参加で

開催されました。内容は以下の通りです。 

① 活動報告 

・キツネノカミソリ観察会報告・・・別掲参照 

・エコプロダクツ川越 2013	 報告 

・チョウの実地研修会	 9/12実施	 詳細は次回
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報告 

② 今後の予定 

・アースデイはパネル展示。 

	 今回は議事が早めにすんだので、来年 2月予

定のフォーラムについて意見を出し合った。 

	 若い人が参加できるような「アソビ」があっ

て楽しめるものはどうか?	 いやいやシニアだ

って参加する人は少ない。そもそも川越の環境

をどうしたいのか、原点に立ち返る必要があ

る・・・・等等	 談論風発的に話が盛り上がり

ましたが、特に妙案は出なかったようです。 

（自然環境部会代表	 賀登環）

おしらせ 
15回目を迎えた「2013アースデイ・イン・川越 立門前」10月 6日（日）開催
	 15回目を迎えた「アースデイ・イン・川越」

も、蓮馨寺を中心に 4会場で開かれるのは 6回

目になり、地元の理解も深まりました。行政な

どのパネル展示会場になる鶴川座も、入口を直

し、中の照明も改良することになり、9月 22日

には、かわごえ環境ネット会員や川越蔵の会な

ど 30人で中の清掃をしました。産廃トラック 2

台半の大量のごみを出してきれいにし、展示会

場への準備をしました。あわせて旧川越織物市

場の一部屋も清掃、アースデイに備えました。 

	 今回は、10月号会報に同封しました PRチラ

シを、市内小中学校、高校にも配り啓発に努め

ました。イベント内容は昨年とほぼ同じですが、

「世界平和」「人類共存」「地球環境改善」への

願いをこめた標語や短歌、川柳などの文芸作品

も紹介されます。万国旗も飾る予定で、雨さえ

降らなければ画期的なイベントになります。多

くの市民の来場が待たれます。 （武田侃蔵） 

アースデイ・イン・川越 立門前ホームページ 

http://earthdayinkawagoe.hp2.jp 

同 Facebookページ 

https://www.facebook.com/earthdayinkawagoe

「第 12回かわごえ環境フォーラム」環境活動報告の投稿・発表者募集 

	 来年 2 月 22 日（土）9:30-16:30 に「第 12 回

かわごえ環境フォーラム」を川越市環境プラザ

「つばさ館」（資源化センター）で開催します。 

	 各々の環境活動と役割を相互に理解し、川越

市の望ましい環境像実現のための取組がいっそ

う活発になることを期待して行事を開催します。 

	 開催にあたって、環境活動をされている個

人・団体からの環境活動報告を広く募集します。

みなさまの積極的な応募をお待ちしています。 

	 投稿・発表申込期限は 11月 21日（木）、レポ

ート投稿期限は 12月 20日（金）です。 

	 募集要項は、会員のみなさまには 10月号に同

封します。かわごえ環境フォーラムホームペー

ジ（http://forum.kawagoekankyo.net）にも掲載し

ておりますのでご覧ください。 

 

 

環境講演会「地球温暖化対策とエコ暮らし」11月 16日（土）開催
〜持続可能な社会を築くため〜 

★地球温暖化の脅威とあなたができるエコ暮らし 

★地球温暖化防止と自然エネルギー普及（省エ

ネルギー、創エネルギー、エネルギー政策） 

★省エネを探そう 

日時：11月 16日（土）13:30-15:30（開場 13:00） 

場所：川越市北公民館 2階講座室 

（川越市氷川町 107） 

講師：宮崎誠氏（環境カウンセラー） 

定員：30名（会費無料） 

申込先：10 月 15 日より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）まで 
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【再掲】「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 月号に同封されたチラシをご

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 10月度） 

日時：10月 11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 10月度） 

日時：10月 11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 11月 8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 10月度） 

日時：10月 18日（金）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 11月 18日（月）9:00-10:30に開催 

◆理事会（2013年度第 7回） 

日時：10月 25日（金）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

	 次回は 11月 25日（月）9:00-10:30 

◆事業運営委員会（第 6回） 

日時：10月 25日（金）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

	 次回は 11月 25日（月）10:30-12:00 

＜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：10月 1日・11月 5日（火）9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

問い合わせ：菅野 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保全活動 

日時： 10月 14日・28日，11月 11日・25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。 

★仙波河岸史跡公園植物調査 

日時：10月 17日（木）9:00-12:00 

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） 

★【出展】2013アースデイ・イン・川越 立門前 

日時：10月 6日（日）10:00-15:00 

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 

本会出展内容（予定）：紹介パネル、かわごえア

ジェンダ 21チェックシート 
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★川越まつりまち美化活動 

日時：10月 19・20日（土・日）11:00-21:00 

	 10月 19・20日の両日にわたる「川越まつり」

のまち美化活動を、例年通り 11時から 21時ま

で、2 時間単位で中心部のポイ捨て防止の啓発

活動を「赤いボランティア法被」を着て行いま

す。 

	 集合場所：本川越駅交差点から中央通りを 15

m北側に行った先、左側に「かわごえ環境ネッ

ト」の幟を立てた、「ボランティア清掃」の立て

看板のある場所に、活動希望時間の 10分前に集

合。法被と清掃道具を貸与。回る場所の地図配

布。2時間弱活動。場所の詳細は Googleマップ

で http://goo.gl/maps/w6RUfにアクセスしてくだ

さい。 

★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 

★【出展】第 13回北公民館かんきょう祭り 

日時：11月 9日（土）9:00-15:20 

場所：川越市北公民館 

テーマ：「私たちが変わる・私たちが変える 世

界につながる環境活動」として各種展示等 

本会出展内容（予定）：紹介パネル、かわごえア

ジェンダ 21チェックシート 

★環境講演会「地球温暖化対策とエコ暮らし」 

日時：11月 16日（土）13:30-15:30（開場 13:00） 

場所：川越市北公民館 2階講座室 

（川越市氷川町 107） 

講師：宮崎誠氏（環境カウンセラー） 

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。園内バ

ス代 200円。 

◆10月 15日（火）（考える会主催） 

	 公園内をのんびりと野草や昆虫類を観察しま

す。チョウやバッタ類を探しましょう。植物の

解説は、太田先生です。 

◆10月 27日（日）（公園主催・考える会協力） 

	 今年もセンブリの可憐な花を楽しみます。ク

モや昆虫類も探しましょう。植物の解説は、太

田先生です。10:20 ごろ公園南口から入園。入

園後受付。 

◆11月 8日（金）・24日（日）（考える会主催） 

	 園内バスで北口方面に移動します。紅葉や木

の実、野鳥等を観察します。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 
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 

◆10月 12日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 大根畑の片付け・ビニールはがし 

◆11月 9日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 里芋の収穫・芋煮会 

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・自

転車放置」のゼッケンや「かわごえ環境ネット」

の腕章をつけて、まち美化啓発運動 

1. 第 1火曜日・第 3木曜日（13:30-15:00） 

◆10月 1日（火）・17日（木） 

◆11月 5日（火）・21日（木） 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から川越市役所まで。 

2．第 2日曜日（9:30-11:00） 

◆10月 13日（日）・11月 10日（日） 

	 本川越駅交番横から各方面に分かれて活動、

中央公民館でごみまとめ。 

3. 第 4土曜日（13:30-15:00） 

◆10月 26日（土）・11月 23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、担当箇所分担の割り振りのため、

実施日の 3日前までに武田（090-2521-5770）へ

ご連絡ください。 

◆10月 27日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川上流、月吉陸橋下の三日月橋そば集

合。上・下流域清掃して、集合地で解散。 

◆11月 24日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川中流域。オアシス角の川より集合、

上・下流に分かれて川岸清掃。集合地にごみ集

めて分別して解散。 

●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）。 

（ただし、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。 

☞収穫感謝祭～みんなで一緒に新米食べよ！～ 

◆10月 5日（土）10:00-14:00 

場所：社会福祉法人健友会	 地域交流センター

みなみかぜ 

参加費：会員おひとり 300円（小学生以上）、会

員外は別途 100円増し 

	 新米の塩むすびと季節の食材で“新米食事会”、

自然の恵みに感謝して楽しみましょう。1 年の

活動をスライドショーで振返り、お楽しみ企画

もあります。会員には 2kg新米配布。 

☞第 7回いきものくらぶ 

～「月と暮らし」そして「お月見会」～	 

◆10月 19日（土）14:00-16:30 

場所：社会福祉法人健友会	 地域交流センター

みなみかぜ	  

参加費：中学生以上 500円（田んぼの会の方は

300円） 

月に関する様々な話。私たちの暮らし、文化

そして私たちを含めてさまざまな生きものも月

の影響を受けています。後半は団子、ススキ、

秋の実りをお供えし、季節の食べ物をいただき、

お月見の風情も楽しみます。 

●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.049-239-15

32）、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。 

☞【出展】第 4回こもれび祭（川越キャンパス

学園祭） 

◆11月 3日（日）・4日（祝）10:00-18:00 

会場：東洋大学川越キャンパス 

	 収穫した米とこの米を使った焼きおにぎりを

有料頒布します。（http://www.komorebisai.com） 

●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）



月刊 かわごえ環境ネット	 2013年 10月号	 No.084 

- 14 - 

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） 

◆10月 13日（日） 

	 シギやチドリの渡りが盛んな月で、水面から

聞こえるアオアシシギの声に、飛来を察します。

探してみましょう。餌の小魚を捕るサギも多く

観察できます。 

◆11月 10日（日） 

	 沼にカモの仲間のコガモ、オナガガモ、ヒド

リガモが、木々が色づきはじめた公園に、ツグ

ミ、ジョウビタキ、など小鳥たちがやってきま

した。半年ぶりの再会です。かわいい鳥たちを

歓迎しましょう。

 

広報委員会からのおしらせ

●「かわごえ環境ネット」入会案内 

	 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 11

月号（No.085，11月 1日発行予定）の掲載原稿

は、10 月 15 日（火）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@kawago

ekankyo.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。スマートフォン

にも最適化されています。 

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 

 
●Google カレンダーをお使いの方はカレンダ

ー共有を 

	 かわごえ環境ネットでは、行事予定を Googl

e カレンダーで管理していて、Google カレンダ

ーをお使いの方は、カレンダーの共有が簡単に

できます。かわごえ環境ネットホームページの

カレンダーにアクセスして、「+Googleカレンダ

ー」のボタンを押してカレンダーを追加するだ

けです。 

 

 
●編集後記 

	 「月刊 かわごえ環境ネット	 2013年 10月号

	 No.084」をお届けします。月刊で 84号という

ことですので、今号で 7周年を迎えることがで

きました。会員のみなさまの活発な活動に支え

られてここまで来ました。 

	 月刊になったのは 2006（平成 18）年 11月号、

前身の「かわごえ環境ネット会員通信」は、季

刊で 2000（平成 12）年 12月創刊から 6年近く

で 23号まで発行されたので、合わせて 107号と

なります。 

	 ほぼ同じ期間ですが、季刊と月刊では 3倍も

の差があります。つまり労力も 3倍になります。

少しでも編集の手間を軽減して、新鮮な情報を

早く届けるために、書式のテンプレートを用意

しています。改めてご使用いただくようご協力

をお願いいたします。詳しくはお問い合わせく

ださい。（こせ） 

 
月刊 かわごえ環境ネット	 2006年 11月号	 No.001 
（創刊号）表紙（ホームページでご覧いただけます） 



月刊 かわごえ環境ネット	 2013年 10月号	 No.084 

- 16 - 

イベントカレンダー（10月 2日〜11月 23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 

10/2 10/3 10/4 10/5 
◎10:00収穫感
謝祭（みなみか

ぜ） 

10/6 
★10:00アー
スデイ・イン・

川越 立門前 

10/7	 10/8 10/9 10/10 10/11 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

10/12 
◎9:30おいし
く楽しく農業

体験 

10/13 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼でバードウ

ォッチング 

10/14 
体育の日	 

★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査	 

10/15 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
○本誌 11月号
投稿期限 

10/16 10/17 
★9:00仙波河
岸史跡公園植

物調査 
◎13:30まち
美化啓発運動 

10/18 
◆9:00広報委
員会 

10/19 
◎14:00第7回
生きものクラブ

（みなみかぜ） 
★11:00-21:00
川越まつりま

ち美化活動 
10/20 
★11:00-21:00
川越まつりま

ち美化活動 

10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 
◆9:00理事会 
◆10:30事業
運営委員会 

10/26 
◎11:15苗木
配布事業 
◎13:30まち
美化啓発運動 

10/27 
◎9:00川の国
応援団 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

10/28 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 

10/29 10/30 10/31 11/1 11/2 
◎9:30古谷湿地
さかな観察会 

11/3 
文化の日	 

◎10:00東洋大
学こもれび祭 

11/4 
振替休日	 

◎10:00東洋大
学こもれび祭 

11/5 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

11/6 11/7 
★8:20狭山丘
陵見学バスツ

アー 

11/8 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

11/9 
★9:00北公民
館かんきょう

祭り 
◎9:30おいし
く楽しく農業

体験 

11/10 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐
沼でバードウ

ォッチング 

11/11 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

11/12 11/13 11/14 11/15 
○本誌 12月号
投稿期 

11/16 
★13:30環境
講演会「地球

温暖化対策と

エコ暮らし」 

11/17 11/18 
◆9:00広報委
員会 

11/19 
 

11/20 11/21 
◎13:30まち
美化啓発運動

○環境活動報

告集投稿・発

表申込期限 

11/22 11/23 
勤労感謝の日	 

◎13:30まち
美化啓発運動	 

月刊 かわごえ環境ネット 2013年 10月号 No.084 
発行日	 2013年 10月 3日	 編集・発行	 かわごえ環境ネット 広報委員会 
事務局	 〒350-8601 埼玉県川越市元町 1-3-1 川越市環境部環境政策課 

Tel. 049-224-5866（直通）	 Fax.049-225-9800	 E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 
かわごえ環境ネットホームページ	 http://kawagoekankyo.net/ 




