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【巻頭言】「虫」・「無視？」

 
小学校の自然学習 

 

 
虫の観察会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 何かと“異常”の多かった今年の夏ですが、季節は移り、我家の庭ではコオロギ

が弱々しい声で最後の力をふりしぼって鳴いています。秋は世代交代のバトンリレ

ーを終えた草花や虫たちが静かに退場してゆく季節でもあります。「昆虫」という

と動物の分類では節足動物で足が 6 本等とはっきりしていますが、「虫」というと

クモ、ヘビ、トカゲ、ミミズなど小動物まで含むかなり曖昧で便利な概念です。 

	 かわごえ環境ネット自然環境部会では、広く市民の皆様と自然を楽しむために観

察会を続けてきました。今年も 5月から 8月まで 5回ほど実施しています。また、

学校の環境学習支援のために雑木林などで自然体験のお手伝いもしています。その

ような中で子どもが虫とどのように接するのか、興味あるところです。 

	 ある学年が丸ごと雑木林で学習するときはチャンスです。子どもたちの中には

「虫、大きらい！」という子はけっこういます。でも落ち葉の下をめくったりして

いると次第にダンゴムシやミミズに触れるようになってきます。要はチャンスを与

えるということです。環境ネットで幼児の自然体験を保育園と連携して行っている

団体会員がありますが、幼少時から自然に親しむのが何よりも大切です。 

	 私が会員になっている森林関係の NPO では、例年、農・工系の高校生の森林体

験学習をサポートしていますが、たいていこの中に虫を見ると「キャー」と嫌悪感

を発する生徒がいます。たぶんこれまで「虫」は「無視」してきたのでしょう。 

	 原始的な昆虫は今から3億年くらい前に地球上に登場したとされています。人類

がたかだか200万年ほどですから、よほど彼らの方が先輩です。多様な生物が今地

球上に、1 千万種はいるといわれていますが、人類はその中の一つにすぎません。

その割にはあまりに他種に無関心ではないのか、とてもお世話になっているのに。

生物多様性保全はまず、自分のまわりからですね。（自然環境部会代表	 賀登環） 
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「エコプロダククツ川越」に参加した事業者を訪ねて（1）モスト技研株式会社

 
強度ある段ボール製品を語る見﨑社長 

 
数多くの特許証が飾られた応接室 

 
「エコプロダクツ川越 2013」優秀賞状

	 8月に開催された「エコプロダクツ川越」に見

学者として参加。会場の各ブースを見て歩くうち

に、全国ベースに比べると小さいが、川越市の地

域から第 1回に参加した各企業に興味を持ち、ね

らいどころを推察しながら、いくつかの質問を行

い順次訪ねました。 

	 その中で、私の注目したのは、段ボールで作ら

れたベッドと下駄箱でした。当面の間に合わせ家

具としては、軽く運びやすく低価格が予測され、

展示ブースで手に触れていると、説明員の方が、

「どうですか、硬い段ボールでしょう。」「強くて、

軽くて、組み立て式になっています。」「長く使わ

ないが、体休めには必要なのがベッドです。」そ

うですね。とうなずきながら、硬い段ボールは、

どんな方法で作られるのですか、とお聴きすると

「アメリカからの原材料を輸入しています。国内

では手に入らない原料です。」「廃棄された段ボー

ルなどは、一切使われていません。」「どのように

加工されているのか、改めて会社の方に伺いたい

のですが・・・」と名刺交換。「東京で行うエコ

プロダクツ展に出すより、工場近くの川越で参加

するのが大切と考えています。」名刺を見ると本

社所在地が川越市霞ヶ関北となっており、私の住

まい地区でもあり、急に親近感が増幅してきまし

た。10月中旬に訪問伺いを行い訪ねました。 

	 日高市旭ヶ丘にある工業団地の一画に広い駐

車場を前にした埼玉工場と営業本部があり、応接

室で見﨑秀行社長にお聴きできました。名刺上部

に「梱包資材製造販売」が書かれて主力商品を表

記している。「モスト技研は、どのような会社な

のですか。」「大手の家電メーカーが輸出する部品

梱包に、今までにない強い段ボールを主体にした

梱包を製作提案。」「3社の公開強度テストで最上

位になり、採用されました。」木枠と発砲スチロ

ールの梱包に比べ、特段の強度がある梱包は、船

積みされる電気部品を守る。新たな分野を作った

企業と思いました。ここで見崎社長から会社案内

を渡されて読み進むと 1987年 3月に設立、社員 6

5名、本社事務所、埼玉本社工場、日高工場、新

潟工場、がある。「モストは、すべての物流革新

に挑戦する。企業活動は、①廃棄物の削減②リサ

イクルの促進③段ボール製品の販売促進。をテー

マにしていると記載されている。「最近は、エコ

プロダクツに出展した、介護用ベッド、椅子、簡

易トイレ、下駄箱等の家具を製品化しています。」

「大手がやれない分野の製品を企画、製造、販売

を一体化した低価格商品を提案しています。」「流

通マージンをなくしての低価格。」「3年前に製品

を公開、多くの直接販売を行っています。」「家具

類は、段ボール製品に付加価値を付けた販売が必

要。」「段ボールむき出しではなく低価格と便利さ

に付加価値を付けた提案は大切です。」ここで新

作の丸椅子を見せられ、思わず家具にはカバーが

必要ですね。との話から丸椅子カバー試作を引き

受け、商品化の一助としました。 

	 10月末に開かれる川越産業博覧会（さんぱく）

で展示を予定している。「私は、川越商工会議所

の工業部会長も引き受けており、今年から「川越

ものづくりブランド KOEDO E-PRO」認定を川越

市と行い、12社が出展します。」川越の工業を振

興する、今年の「さんぱく」が楽しみになったが、

台風到来予測の中止が残念。物流革新を続ける企

業の訪問ができました。 

（2013年 10月取材	 広報委員	 金子晃）
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川越の自然を訪ねて（14）身近なチョウに親しむ

 
	 市街地では昆虫の住む環境が減少しつつあり

ますが、チョウ、セミ、トンボ等は公園や、河

原、農地周辺など身近な場所でも採集できます。

身近な場所であれば気軽に何度でも挑戦できて

腕も上がります。虫の集まる場所や時間帯が解

ってくると、採集率が上がり、楽しさも増して

きます。 

	 虫の動きを予測して捕える昆虫採集は、達成

感が味わえるだけでなく、地域の自然環境に興

味をもつ第一歩となります。地形や草木の観察

にもつながると思います。ありふれたいつも何

もいないはずの場所でも意識して探せば意外に

多くのチョウの姿が目に映るようになります。

いちどチョウが見え始めると様々な場所で見え

るようになり、自然豊かな場所ばかりでなく、

市街地にもチョウがいることに気付くようにな

ります。 

	 身の周りのチョウがわかるようになれば、こ

れまでに見たことがないチョウに気付くため、

外を歩く事が楽しくなります。平均気温がいく

ら上がったと聞いてもあまり実感できないです

が、南国のチョウを身近で見ると確かに起こっ

ている温暖化が理解できます。1 年を通して同

じ場所でチョウを観察していると、一通りの種

類が解るようになります。また、2～3年間続け

ると、今までと違うという変化に気づくように

もなります。 

	 いろいろの場所や時期にでかけることも楽し

みがありますが、まずは身近な場所で観察に慣

れてからのほうが成果が上がります。採集時の

マナーですが、しばらく観察したら放してやる、

無断で農地に立ち入らない、昆虫採集を原則禁

止している公園もあります。出会った人とは進

んで挨拶し、節度をもって楽しく有意義な活動

をお願いします。 

（猪俣昇）

かわごえ環境ネットの活動報告

川越のチョウ－現地観察会

 
	 雨で 1日延期した 9月 12日、安比奈親水公園。

まだ夏の暑さが残っていますが、秋への移り変

わりの時期です。講師をお願いした猪俣氏は公

園入口で網を持って待っていてくれました。 

安比奈親水公園は、入間川沿いの河川敷を公園

にしており、斜面には竹やクヌギが生え、段丘

下には小川が流れ、公園内には芝生、花壇があ

り、小川のビオトープ、そして農家の畑や果樹

が植えられ、多様な自然環境があります。 

	 公園内とサイクリングロードに続く河畔林、

竹林の裏の農地と果樹（柿）でチョウを求めて
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歩きました。自然環境が豊かなので草原性、樹

林地そして果樹を求めたチョウなど数多く見ら

れます。1時間半ほど探して 23種類のチョウを

見つけることができました（下図参照）。 

	 川越で見られるチョウの 40%ほどを短時間で

見つけることができました。この試みを来年は

ゼフィルス（6 月）ごろに行う希望が出され、

検討することになりました。なお、猪俣氏はこ

れから「チョウの紹介」を本誌で行う予定です

のでご期待を。         （過昌司）
 
9月 12日	 安比奈親水公園付近                              23種 
科 亜科 見つけたチョウ 
アゲハチョウ アゲハチョウ アゲハ キアゲハ クロアゲハ アオスジアゲハ 
シロチョウ モンキチョウ モンキチョウ キチョウ   

モンシロチョウ モンシロチョウ    
シジミチョウ ウラギンシジミ ウラギンシジミ    

シジミチョウ ヤマトシジミ ウラナミシジミ ベニシジミ  
タテハチョウ タテハチョウ アカボシゴマダラ キタテハ ルリタテハ ヒメアカタテハ 

サトキマダラヒカゲ ツマグロヒョウモン   
イチモンジチョウ イチモンジチョウ コミスジ   
コムラサキ ゴマダラチョウ    
ジャノメチョウ ヒカゲチョウ    

セセリチョウ セセリチョウ イチモンジセセリ チャバネセセリ   

地域・流域の活動報告

市内の入間川で地引網

 
	 入間川にアユが棲めるようにと運動している

特定非営利活動法人 荒川流域ネットワークの

主催で、川越市内の入間川では初めての地引網

が 9月 29日（日）に行われ、かわごえ環境ネッ

ト会員もスタッフとして参加しました。地引網

体験は小中学生や市民を加えて、今までは、越

辺川や高麗川などで行い、川越市内の入間川で

は始めての試みで行われました。 

	 今回は、雁見橋と平塚橋の間にある寺山堰の

下流で行いました。快晴の秋晴れでしたが、水

は多く流れは予想よりも速くて、慎重な準備作

業で安全を図りました。10時から地引網を 2回

やる予定でしたが時間がかかり 1回で終わりま

した。アユは捕れませんでしたが大きな鯉をは

じめ、フナ、タナゴ、ウグイ、オイカワなど、

大きな水槽がいっぱいになりました。 

	 水がきれいでしたので焼いても臭みがなく、

塩焼きなどで川の恵みに感謝しました。下流の

菅間堰から寺山堰、浅間堰と、それぞれに魚道

を作ってアユなどの遡上を妨げない工事が「川

のまるごと再生事業」で、再来年の完成をめざ

して行われています。     （武田侃蔵） 

 

 
右岸から見た寺山堰と地曳網の会場

 
捕れた魚を展示 

 
捕った魚を食べる子どもたち 
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「2013アースデイ・イン・川越 立門前」開催

 
にぎわう立門前通り 

 
熊野神社会場 

 
新装された旧鶴川座 

 
蓮馨寺講堂内の会場 

 
津軽三味線のパフォーマンス 

 
東日本救援バザール 

 
50名となった「初雁賞」受賞者 

 
旧川越織物市場会場 

 
本会のアジェンダ 21チェックシート 

	 15回目を迎えた今年の「アースデイ・イン・

川越」は、会場の立門前周辺での開催も 6回目

となり、蓮馨寺境内、熊野神社、旧川越織物市

場、旧鶴川座の 4会場で、昨年と同じような形

で開きました。地元の理解も深まり、開催日は

10 月の第一日曜日に繰り上げ 10 月 6 日（日）

に開きました。熊野神社会場では、川越まつり

に向けた地元のお囃子連が賑やかに演奏して盛

り上げてくれました。行政関係のパネル展示会

場にした旧鶴川座も、今度のアースデイの展示

に間に合うように照明設備や入口外装などを緊

急修理してもらい、50枚を超えるパネルの展示

ができました。 

	 地球環境の改善、国際交流の発展を願う人々

の思いをこめた「アースデイ」の川越版は、水

上公園で 6回、鏡山酒造跡地で 3回、蓮馨寺な

どで 5回を数えておりますが、まだまだ周知が

足りませんでした。それで、今年の実行委員会

には、15回目となることを冠につけ、長く続い

ているイベントだと再認識してもらいました。

今後、20回、30回と続くような体制作りへの理

解が深まりそうです。 

	 当日は、朝の曇り空の天候も次第に回復し、

お昼ごろから多くの市民が会場を回り、「世界に

つながる、水と緑と伝統のまち川越」をうたっ

た「アースデイ・イン・川越」の意義の一端を

見てもらいました。 

	 蓮馨寺会場は、川越環境保全連絡協議会など

の環境団体の活動紹介、川越の自然に舞う鳥の

写真展、ユニセフやケリアなどの国際交流団体

などの活動紹介、アースデイの精神をうたう標

語や俳句など展示、会場を盛り上げる津軽三味

線や尺八のパフォーマンス、東日本大震災救援

バザールなどが行われました。蓮馨寺の門を入

った右手駐車場の広場では「ビール祭り」が開

かれており、そちらに流れる人が多かったのは

止むを得ないところでした。 

	 地元のお囃子連が盛り上げてくれた熊野神社

では、EM 連絡協議会の有機野菜販売が好評で

した。福原地区や古谷地区の農家有志が参加の

予定でしたが、連絡不十分で間に合わなかった

のは残念でした。参道の「足踏みロード」にち

なんだ「足もみボランティア」や、医療生協初

雁支部の「足指力検定」などの健康ゾーンは、
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たくさんの人が集まりました。 

	 旧川越織物市場は、今年から都市計画部都市

景観課の所管となり、「川越蔵の会」などが事前

に清掃したりして使用に注意を払いました。入

口には、川越の伝統の職人技を継承する匠を表

彰する「初雁賞」受賞者 50人の写真がずらり展

示されました。中の広場では、11 月 2・3 日に

行われる「川越 灯りと音と文化の祭典」での「行

灯づくり」をはじめ、木の家ネットの木工体験、

鍛冶屋さんとのペーパーナイフ作りなどの体験

で子どもらの歓声が響きました。 

	 市内の新宿 3丁目に高い無線の鉄塔を持つ国

土交通省の荒川上流河川事務所があり、埼玉県

の川越県土事務所や西部環境管理事務所などが、

川越市とともに市民の安全と環境整備に携わっ

ています。これらの事業 PR のパネル展示を鶴

川座の中で行いました。かわごえ環境ネットも

5枚のパネルを展示しました。建てられてから 1

15 年の鶴川座のこれからの利用方針を早急に

まとめたいものと痛感しました。 

	 2020年の東京オリンピックで、川越市でもゴ

ルフ競技が行われます。国際交流と地球環境改

善の「アースデイの精神」がますます求められ、

来年以降の取り組みが期待されます。 

（武田侃蔵） 

 

「川越まつり」まち美化活動

 
環境ボランティアブースにはたくさんの人が訪れました 

 
雨で濡れた赤い法被 

	 10 月 19・20 日に行われた「川越まつり」の

まち美化活動は、例年通り行われました。本川

越駅近くの中央通に「環境ボランティア」のプ

レートをかけたテントが市から提供され、「小江

戸川越ボランティア」と書かれた赤い法被も用

意されました。11 時から 17 時までは歩いてご

み拾い、17 時から 21 時までは交差点などに辻

立ちしてごみ袋を拡げてごみを入れてもらうス

タイルで、2時間単位で活動しました。 

	 19日は、曇り一時雨でしたが、かわごえ環境

ネット会員や、はじめて参加の市民、朝日新聞

販売所社員など 61人が活動しました。半分は東

洋大学の小瀬教授の講義の一環として「社会貢

献体験」としての参加でした。20日は朝から雨

で、時に強い降りもあって、市民の参加は取り

やめました。しかし、20日参加を選んだ東洋大

学生の半分は、ビニール合羽を着て雨の中を活

動して、市民から感謝の言葉をもらいました。 

（武田侃蔵） 

 

◆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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農と里山シンポジウムに参加して

 
主催者の挨拶 

 
基調講演をする俳優の永島敏行さん 

	 9月 29日、三富地域農業振興協議会の主催で

「三富を未来に」のテーマで例年より早いシン

ポが狭山市にある西武文理大学で行われました。

参加者は 300人ほどで、主催者あいさつの後、

講師は、俳優で自らも稲作体験を 22年も続け、

銀座で消費者とフェイストゥフェイスで販売で

きる店舗を運営している「永島敏行」氏が基調

講演を行いました。 

	 子ども時代の恵豊かな千葉の海とローテクの

日常生活から、秋田県十文字町に田んぼを借り

て農業体験を続けました。その体験から、自分

で作った農作物の美味しさを知り、秋田農家の

食事の豊かさにびっくりし、食の維持のために

農家が一つひとつの手作業で作ってきたことを

広めたいと考えて、銀座に生産者と消費者を結

びつけた店をオープンしました。ここでは、生

の情報を伝え合い、コミュニティを復活して、

生産者と消費者が交流するこれまでにない新し

い流通経路を開拓することが目的でした。これ

からは、大手が衰退して、消費者と向かう流通

形態が中心となっていくのではないか。永島氏

の話は体験に基づいているので共感しやすかっ

たと思いました。 

	 パネリストには、狭山の農家で土作り研究会

から出発して、「ところ産食プロジェクト」を作

り、地元の野菜を野菜店と連携して消費者に届

け、レストランと連携してその食材を広める田

中晃さん、管理栄養士で食は毎日健康な体を作

り、子どもやお年寄りにも食育の大切さを説く

廣田由美子さんが熱く語りました。 

	 三富の野菜生産は広い面積と豊かな地力があ

り理想的な生産地です。ここで営農できなけれ

ば日本の畑作農業はお先真っ暗です。その野菜

を消費者に知ってもらい広げることが三富を守

ることになるとの話に、「できることから始め

る」ことの大切さが強調されていました。 

（過昌司） 

 
パネリスト 

左から中田晃さん、廣田由美子さん、永島敏行さん 
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川越市からのおしらせ 
かわごえの生物多様性講座 環境政策課 

	 良好な地球環境を持続させるため、生物多様

性の重要さを多くの市民に理解していただく講

座を開催します。 

【講座日程・場所】 

■1日目  平成 25年 11月 19日（火） 

     午前 8時 30分～午後 3時 30分まで 

     埼玉県環境科学国際センター 

■2日目  平成 25年 11月 21日（木） 

     午前 9時～午後 4時まで 

     市民の森 1号ほか 

【定員】30名（※定員になり次第受付終了） 

【経費】無料 

【申込み】11月 1日（金）9:00より窓口及び電

話（049-224-5866）、ファクシミリ（049-225-98

00）にて受付。 

【持ち物】野外活動できる服装。タオル。昼食

等。 

エコドライブ教習会への参加者募集 環境政策課 

 
講義の様子 

 
実車走行の様子 

 
認定書の授与

	 地球にも財布にもやさしい、その上安全運転

にもつながる「エコドライブ」の教習会を開催

します。教習会では講義と実技を行います。実

技は、市が用意した教習車（レンタカー・AT

車）による実車走行を行い、エコドライブの効

果を比較します。指導員が同乗して、きめ細や

かな指導を受けることができます。また、燃費

計の計測結果から診断書が発行され、改善すべ

きポイントが具体的にわかります。 

	 エコドライブは今すぐに実践できる取組です。

	 エコドライブによる燃費の向上は、燃料消費

による二酸化炭素の排出を削減し、燃料代を節

約できるほかに、交通事故が減少するという効

果があります。エコドライブの基本的な知識や

運転技術を身に付けるチャンスです。エコドラ

イブの方法がわからない方はもちろん、「すでに

エコドライブを実践している」という方も、ふ

るってご参加ください。 

主催：川越市、かわごえ環境ネット 

内容：講義及び実車走行 

日時：平成 25年 12月 14日（土曜日）、正午～

午後 4時 30分 

会場：農業ふれあいセンター（川越市伊佐沼 88

7）及び周辺道路 

対象：市内在住・在勤で普通自動車免許を取得

している方（AT限定可） 

定員：12人（先着順） 

参加費：無料 

申し込み：平成 25 年 11 月 1 日（金）、午前 9

時から電話で川越市環境政策課（049-224-5866） 

理事会・専門委員会からの報告 
理事会 
	 10月 25日（金）9:00〜10:40に福田ビル 3階 会議室において第 7回理事会を開催しました。
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主な議事をおしらせします。 

①2月 22日に開催されるかわごえ環境フォーラ

ムでの分科会、協賛依頼について検討しました。 

②2 月 9 日に新河岸川流域川づくり連絡会及び

新河岸川流域総合治水対策協議会が主催し、仙

波小学校で開催される「第 9回川でつながる発

表会」の本会の対応について協議しました。10

月 29日（火）に、荒川下流河川事務所や小江戸

塾会長、武田理事等が仙波小学校を訪問し、現

地調査をする予定であり、また、11月 14日（木）

に、第 3回新河岸川流域川づくり連絡会が開催

される予定であり、主催者から協力依頼があれ

ば依頼内容を確認し、本会として必要な協力を

していくことにしました。 

③環境政策課が次年度実施を予定している「ヒ

ートアイランド調査（市民環境調査）」と「市内

動植物データの把握」について、必要な協力を

していくことにしました。 

④市民の方から、本会の理事会会議録の公開請

求がありました。情報提供として理事会会議録

の写しを提供することを承認しました。 

⑤個人会員が 1 名加入し、10 月 25 日の会員数

は、個人 103、民間団体 30、事業者 20、行政 1

の合計 163会員となりました。 （小瀬博之）

事業運営委員会

	 理事会後の 10 月 25 日（金）10:45〜12:00 に

福田ビル 3階会議室で第 6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。 

①10月 6日に開催された「2013アースデイ・イ

ン・川越 立門前」についての報告がありました。

全体の来場者は 1,800 人でした。本会はパネル

展示とかわごえアジェンダ 21 チェックシート

（市民編）の実施があり、チェックシートの参

加者は 98名となりました。 

②川越まつりまち美化活動は、10 月 19・20 日

の 2日間、11:00〜21:00の 2時間ずつ 5時間帯

で実施しました。詳しくは本誌の報告をご覧く

ださい。 

③12 月 23 日に開催する「歳末まち美化活動」

について報告がありました。団体から 30名ほど

の参加が見込まれていること、本誌 2月号に報

告を掲載することを確認しました。 

③2月 22日に環境プラザ（つばさ館）で開催す

る「第 12回かわごえ環境フォーラム」の内容に

ついて討議しました。 

・全体のテーマは主に「生活」に関する内容と

して、次回までに基調講演の講師候補を確定す

るために、各自で案を持ち寄ることにしました。 

・協賛依頼内容については、文案が提出されな

かったので、小瀬が事務局と協議して作成し、1

1 月郵送資料において会員企業に依頼文面を送

付することにしました。また、前年度の協賛企

業については、個別に依頼することにして、分

担を決定しました。その他、委員で関係する方

面に依頼をしていくこととなりました。 

・分科会は、社会環境部会が担当する「（仮）エ

コぐらし」、自然環境部会が担当する「（仮）生

物多様性」、横山・小瀬が担当する「（仮）環境

と観光」の 3つのセッションを開催することに

して、前回開催した「事業者交流会」について

は困難との意見もあったため、引き続き開催の

可能性について検討していくことにしました。 

	 次回、11 月 25 日には、テーマ・基調講演の

講師候補の確定、環境活動報告集の申込状況の

確認と追加募集の有無の判断、分科会内容と参

加要領の検討を行います。 

（小瀬博之）

社会環境部会 
	 10月の例会は、11日（金）福田ビル 3階会議

室にて 11名の出席者で会議を進めました。 

	 10 月 6 日のアースデイ・イン・川越 立門前

には、部会メンバー10 名が参加して盛り上げ、
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各部署でそれぞれが持ち分を全うして、来場者

に満足感を与えることができました。反省点を

改善して来年につなげられればよいのではない

かと思っています。 

	 11 月 16 日（土）に行うトピックス講座「か

しこいエコぐらし」については、全員の力を結

集して 40名の参加者（募集は 30名）を目標に

頑張ることにしました。また、準備や当日の進

行等について業務分担を決めました。 

	 11月 9日（土）の北公民館かんきょう祭りに

は、本会としてはポスター展示とかわごえアジ

ェンダ 21のチェックシート実施だけですが、部

会メンバー数名が個別参加するので、都合のつ

く方は参加協力をお願いしました。 

	 2013年度も後半に入りましたので、来年 2月

22日（土）「第 12回かわごえ環境フォーラム」

活動報告集の作成協力をお願いすると同時に、

金子廣行さんの講演会や川越まつり・まち美化

活動など、今後の展開等について話し合いまし

た。    （社会環境部会代表	 原嶋昇治）

自然環境部会

	 10月定例会は福田ビル 3階にて 8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 

・川越のチョウについて	 9/12に安比奈親水公

園にて研修会---調査結果については資料化した

い、来年度にゼフィルスの調査会をもてれば 

・「（仮称）川越市森林公園」計画地での植物調

査、保全活動について 

・理事会・事業運営委員会報告----かわごえ環境

フォーラムはワークショップ、講演会で構成 

②生物多様性保全の取り組み 

	 本誌 10 月号掲載の田崎さんの記事をもとに

意見を出し合う。 

・現在は田と川の循環が切れているが、畦や水

路で田と繋がっている所もある。農薬、化学肥

料を抑えた農法をしている田もあり、休耕田を

生かそうとしている動きもある。 

・他団体と交流し、川越の生物多様性の実体を

さぐりたい。 

	 以上ですが、部会の後半はテーマを決めて意

見を出しあう時間をとっています。 

（自然環境部会代表	 賀登環）

おしらせ 
第 13回「北公民館かんきょう祭り」11月 9日（土）に開催
	 市内の公民館で、環境をテーマにした唯一の

イベント「北公民館かんきょう祭り」も 13回目

を迎え、展示や講演、演技の場所に工夫を加え

て一新しました。午前は「重曹を使った環境に

も自分にも子どもにも優しい生活」の題で、ク

リーン・プラネット・プロジェクトの村上香さ

んの講演と体験コーナーがあります。そのほか、

エコクッキング、いつもの有機野菜販売、子ど

もの広場、かわごえ環境ネットなどの展示、バ

ザール、合唱、大正琴演奏など、盛りだくさん

の企画が用意されています。 

	 また、恒例の標語や川柳などでは、仙波小学

校の生徒の 2年生から 6年生までの 19人が標語

などに応募してくれました。特設コーナーで紹

介します。まだ、一般市民の標語、川柳、都々

逸、写真などは、11月 7日までにお寄せくださ

れば当日掲示しますので、ふるって応募くださ

い。
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【再掲】環境講演会「かしこいエコぐらし」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：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

【再掲】「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

封しました。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。 

 

 

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 11月度） 

日時：11月 8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 11月度） 

日時：11月 8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 12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 11月度） 

日時：11月 18日（月）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 12月 16日（月）9:00-10:30に開催 

◆理事会（2013年度第 8回） 

日時：11月 25日（月）9:00-10:30 

場所：川越市役所地階修養室 

	 次回は 12月 24日（火）9:00-10:30 

◆事業運営委員会（第 7回） 

日時：11月 25日（月）10:30-12:00 

場所：川越市役所地階修養室 

	 次回は 12月 24日（火）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：11月 5日・12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： 11月 11日・25日，12月 9日・23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。 
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＜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】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：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「かしこいエコぐらし」 

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） 

★【共催】エコドライブ教習会 

日時：12月 14日（土）12:00-16:30 

場所：農業ふれあいセンター（川越市伊佐沼 887） 

 

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。 

◆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。 

◆12月 22日（日）・12月 27日（金） 

	 今月は冬越しに訪れた野鳥や木の実を観察し

ましょう。越冬中の昆虫やクモも探しましょう。

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 
2013年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
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 

◆11月 9日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 里芋の収穫・芋煮会 

◆12月 14日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 大根の収穫・ビニールはがし 

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・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） 

◆11月 5日（火）・21日（木） 

◆12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） 

◆11月 10日（日）・12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） 

◆11月 23日（土）・12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。 

☞歳末まち美化活動 

◆12月 23日（月・祝）9:30-12:00ごろ 

	 恒例の歳末街美化活動は、9時 30分本川越駅

前交番横集合、中心市街地を各方面に分かれて

ポイ捨てごみ拾い。旧かわごえ織物市場に集ま

って分別し、「太麺焼きそば」を食べて解散。参

加予定者は 12月 20日までに武田（Tel.090-252



月刊 かわごえ環境ネット	 2013年 11月号	 No.085 

- 13 - 

1-5770）まで連絡を。 

☞「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。 

◆11月 16日（土）8:30-11:00 

「第 3回びん沼環境まつり」応援クリーン活動。

新河岸川放水路水門横集合。 

◆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。集合地にごみを

集めて分別して解散。 

◆12月 22日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川下流域。旭橋右岸たもと集合。上・

下流に分かれてごみ拾い。旭橋左岸にまとめて

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）。行事内容は【田んぼ通信 か

わら版】より抜粋しました。調整中のものもあ

るので、詳しくは直接お問い合わせください。 

☞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。 

☞三村農園懇談会 

◆11月 30日（土）10:00-12:00 

	 私たちの有機の田んぼで日ごろからお世話に

なっている三村農園さんの米づくりに対する思

いや技術などをお聞きする絶好の機会ですので、

みなみかぜ いきいき田んぼの会員のみなさん

はもちろんのこと、興味のある方はぜひご参加

ください。 

☞有機についての話と懇談 

◆12月 14日（土）13:30-15:00予定 

	 城西大学理学部元教授の村岡亘先生をお招き

して、有機についてお話しいただき懇談を予定

しています。先生は、鶴ヶ島に有機農産物を共

同購入する「ビオ・ゲミューズの会」を設立し、

鶴ヶ島のコミュニティカフェひだまりで毎月マ

マさん達に子どもの健康を考える自主講座を開

催されています。有機について考えてみたい方、

長寿で健康に長生きしたい方はご参加ください。 

●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） 

◆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。 

◆12月 8日（日） 

	 カモが越冬のために飛来しました。カモたち

は日本で繁殖の相手と番を組みます。そのため、

雄は羽をお化粧して雌に求愛します。着飾った

姿を観察しましょう。カモの種類も多くなりま

した。

広報委員会からのおしらせ

＜おわび＞前号（2013年 11月号	 No.085）の 7ページにおいて、8回目の開催を大泉第三小学校

と書きましたが、正しくは「大泉南小学校」でした。たいへん失礼いたしました。 



月刊 かわごえ環境ネット	 2013年 11月号	 No.085 

- 14 - 

イベントカレンダー（11月 6日〜12月 28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 

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
投稿締切 

11/16 
★13:30環境
講演会「かし

こいエコぐら

し」 

11/17 11/18 
◆9:00広報委
員会 

11/19 
◎8:30生物多
様性講座 

11/20 11/21 
◎9:00生物多
様性講座 
◎13:30まち
美化啓発運動

○環境活動報

告投稿・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	 

11/24 
◎9:00川の国
応援団 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

11/25 
◆9:00理事会 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 
◆10:30事業
運営委員会 

11/26 
 

11/27 11/28 11/29 11/30 
◎10:00三村
農園懇談会	 

12/1 12/2 12/3 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/4 12/5 12/6 12/7	 

12/8 
◎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 

12/9 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 

12/10 
 

12/11 
 

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

12/14 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
★12:00エコド
ライブ教習会 
◎13:30有機につ
いての話と懇談	 

12/15 
○本誌 1月号
投稿締切 

12/16 
◆9:00広報委
員会 

12/17 12/18 12/19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/20 
○環境活動報

告集レポート

投稿期限 

12/21	 

12/22 
◎9:00川の国
応援団 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

12/23 
天皇誕生日	 

★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 
★9:30歳末ま
ち美化活動 

12/24 
◆9:00理事会 
◆10:30事業
運営委員会 

12/25 
 

12/26 12/27 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

12/28 
◎13:30まち
美化啓発運動	 
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