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【巻頭言】かわごえ環境ネットと部会事業の課題

 
6月 15日の環境月間 環境啓発展 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 私は、8 年ほど前に入会し、4 年前から理事・社会環境部会代表を務めてい

ます。かわごえ環境ネットの事業は、理事会、広報委員会、社会環境部会、自

然環境部会、事業運営委員会等で成り立っており活動しています。 

	 社会環境部会では、部会の事業として、毎年、環境施設巡り、環境講演会を

行うとともに、本会の全体事業に積極的に参加しています。しかし、参加者が

少ない、来客者が少ない等が最大の悩みです。 

	 環境問題は、大きな課題ですが、みなさんの目の前で直接問題になることで

はないので、関心は薄くなっているのではないかと思います。楽しい催し、興

味あるイベント等には黙っていても参加しますが、環境問題の取り組みは、活

性化しないのでしょうか。月刊かわごえ環境ネットの封筒にチラシを入れても

関心を持っていただけなくて、1対1でお願いすると比較的参加していただけ

ます。広報川越の記事の方が動員力あります。 

	 私が北公民館で有機野菜作りの菜園講座を行っています。公民館職員の積極

的な支援もあり、毎年新しい企画を盛り込み、来年6年目です。霞ヶ関西小学

校の学校菜園での野菜作りも、3代の校長先生が積極的に参加し、用務員や元

同校の先生 2名や在校生の母親が 10数名加わり楽しく行っており、たいへん

盛り上がり、長年継続し、新しいことにも挑戦しています。 

	 地球温暖化等の問題は、数十年先、数100年先には大きな問題になることが

わかっています。我々は、二酸化炭素の排出も顧みず、高度成長の良き時代に

暮らしてきたと思います。現在、「地球温暖化対策とエコ暮らし」は必須課題

です。将来に、この美しい地球を残していく努力をすることが我々の使命では

ないでしょうか。ぜひ、かわごえ環境ネットの事業に参加していただき、活性

化にご協力をお願いいたします。（理事・社会環境部会代表	 原嶋昇治） 
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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（2）サンケン電気株式会社

 
写真①	 ペットボタル 

 
写真②サンケン電気 CSR報告書 

 
写真③ファイルケースに映された夜景

	 今回は、エコプロダクツ川越大賞の来場者関心

度第 1位に輝いた、サンケン電気株式会社を訪問

しました。川越市環境部資源循環推進課にお聴き

して、電話にて訪問主旨を話した方が、サンケン

電気株式会社 本社 管理本部CSR室 CSR推進グ

ループリーダー関裕一さん。打ち合わせた訪問日

の夕刻、応接室でお会いできました。名刺交換し

て、肩書に CSR 室と書かれていました。意味合

いをお尋ねすると、「広く社会に企業活動を知ら

れることが大切。これを推進する部署です。」「そ

うですか、エコプロダクツ川越での出展ブースは、

子どもに大変人気がありましたね。」が最初の会

話になりました。 

	 会社の概要をお聴きし始めると、数々のパンフ

レットと会社概要の資料を手渡されました。その

一冊に、SANKEN WORLD～パワーエレクトロニ

クスの世界～。表紙にはパワーエレクトロニクス

の専門メーカーとありました。また、CSR報告書

に書かれたエコ・省エネ技術を活かして、自動

車・白物家電・LED照明・産業機器市場に積極的

に展開を図る、が印象的でした。 

	 「エコプロダクツ川越で、太陽光で発電するペ

ットボトル電球工作は、子どもたちに人気があり

ましたね。」「私もペットボトル電球を眺めて、暗

室テントに入り揺らぐ光を体験しました。」それ

に、展示コーナーにいた女性が多くいましたね。

子どもたちによい対応をしていましたね。と話す

と「今、子どもたちへ LED 照明、ソーラパネル

に触れてもらい、発電と充電を理解してもらうイ

ベント展示を推進しています。」「10月 17日、町

田市でエコフェスタ 2013 が開催され、サンケン

電気として出展。」「エコライフ、広げるアイディ

ア、明るい未来をスローガンにして、LED工作教

室を実施しました。」 

	 そして、用意されたプロジェクターの電源を入

れ、壁に映し出された映像を見せられました。段

丘にライトが光っている。千葉県鴨川市の「大山

千枚田」夜祭に LED ペットボトルを使用した夜

の景観。子ども達から見るとホタルに似ている光

の揺れ動きから、LEDボタルと呼ぶようになって

います。」次に、石川県輪島市、輪島・白米千枚

田あぜのきらめき が画面に写されました。「ここ

には、当社の技術供与で輪島市が募集したほたる

びとボランティアが、2万 1千個の LEDペットボ

タルを設置しました。」LEDペットボタルは、LE

D+太陽光発電+充電池をペットボトルに入れ、地

面に差し込む器具でできている（写真①参照）。

テーブルの上に現品が置かれているのでよくわ

かりました。「輪島市のペットボタルは、2色で 3

0分ごとにピンクとイエローに変わります。」「日

本海を臨む立地にある棚田と畦道を幻想的に照

らします。」「全国放送の NHKで放映され、新名

所となり訪れる観光客が多くなっています。」「太

陽光の発電なので、配線いらず、畦道の横に差し

込むだけの作業です。」「ペットボタルは、地元の

石川サンケン他から 152名が手作りに参加。」「地

域と一体感もできた設置作業。」「輪島市がギネス

ブックに登録手続きをして、日本から世界へのエ

コ発信ができました。」冬になると積雪もあり、

雪の中の棚田ペットボタルの景色が一段と輝く

と思います。 

	 企業の社会活動の知名度も上がる、CSR活動を

お聴きできた会社訪問になりました。 

（2013年 11月取材	 広報委員	 金子晃）
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川越の自然を訪ねて（15）新河岸川 寺尾調節池の自然と美化活動

 
寺尾調節池の概略図

 
寺尾小 2年生の総合学習 PTAの美化奉仕活動参加

 
美化奉仕活動のポスター 

 
写真 1 

 
写真 2

 
写真 3

 
写真 4

 
寺尾調節池の秋の風景

	 川越市と、ふじみ野市の境界に寺尾調節池が

できて早や 10年、昨年は川越百景にも選ばれた

湧水池である。洪水時の防災対策としての貯水

機能が基本目標であるが、建設時の構想は野鳥

保護や総合学習の場として、また、市民交流の

場などの他、いくつかの夢のある利用構想の検

討が行われたが実現はしていない。池には数十

種の生物と 90種に迫る野鳥、約 100種類の植物

が生息していて、まさに寺尾地区が誇る「自然

の宝庫」である。 

	 寺尾調節池の概略図は上記の通りである。 

1）計画調節量：36万 m3 

2）調節池面積：約 13ha 

3）全周長：1800m 

	 全体は湿地帯で豊かな湧水が流れる川が 3本

あり、底部はアシと柳の木が群生しているので

人は踏み込めない状態である。5 年前から、こ

の池の美化活動や生態系の保護に「調節池を愛

する会」の代表として、地元自治会、地域の方、

近ではウォーキング有志の方々と美化運動に

取り組んでいる。地元の寺尾小や寺尾中の総合

学習の場にもなっていて、四季を通しての野鳥

写真を小中学校の「地域の自然コーナー」に展

示している。 

	 調節池を愛する会と自治会の 2足のわらじで

美化活動に取り組んでいるが、あらゆる活動に

おいて、県や市や自治会の協力なしでは実現不

可能な状況で将来的にも協力していきたい。 

	 調節池での生態系保護や美化活動と問題点を

列記すると 

1）特定外来種である「オオフサモ」の定時撤去 

2）池に流入する土砂やゴミの除去<一部は独自

活動> 

3）総合学習の場所の整備と草刈り<独自活動> 

4）花火カス撤去や失火による火災の警告・連絡

<独自活動> 

5）（不審者の搬入した）切株や大型ゴミなどの

撤去 

6）散歩者や通学路の妨げとなる草刈りの時期の

調整 
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	 各活動のポイントは上記活動順に述べると 

1）特定外来種「オオフサモ」除去は、県が年 1

回実施 

	 爆発的成長をする植物なので観察と除去時期

の警告が大事 

2）今年、池に流入した土砂堆積で小魚減少⇒野

鳥減少があった。 

	 県と協力して一部の土砂を搬出した。小魚減

少は避けられた。だから生物⇒小魚⇒野鳥の連

鎖減少の監視をする必要がある。通常のごみの

美化は年 2回、ごみゼロ運動の日に「美化奉仕

活動」で地元自治会・調節池を愛する会・ウォ

ーキング有志など地域の方々や PTA 等と協力

し合いながら実施している。 

	 今年は台風の大雨で池の隅にごみが多く集積、

10月 27日に PTA・長生会・自治会・散歩者・

地域の方々が大勢活動に参加いただいた、正に

住民運動である。みなさんに感謝したい。 

3）調節池は総合学習の場として自然観察・野鳥

観察などに 適な自然が残された場所である。 

	 今年も寺尾小で低学年が年間数回ずつ自然観

察を実施している。今後も学校と連絡を密にし

て取り組んでいきたい。自然にたわむれる快活

な子供たちの笑顔や喜んだ声を聞くとなんとも

言えない達成感がある。 

4）美化活動で毎年悩まされるのが新鷹匠橋付近

の花火カスや木炭等の放置や花火の失火によ

る火災と消防車出動である。 

	 今年も消防車が 2回出動。大事に至らなかっ

たが散歩者と連係した監視が今後も大事で警

察・自治会とも協力し合っていきたい。 

5）心無い人が放置した大型のごみや、毛布や自

転車などの処理についても所有者確認のため

に多くの時間がかかり、迅速な美化活動の阻

害要因である。 

	 寺尾調節池と新河岸川には約 90 種の野鳥達

が棲息していて、多くの野鳥愛好家たちを楽し

ませてくれている。今年出会った印象的な野鳥

達をいくつか紹介する。 

1） 初に紹介するのは、渓流の翡翠（ひすい）

と呼ばれる「カワセミ」である。年に 2〜3回の

カップリングで若い雛たちが調節池に戯れ、散

歩する人たちを楽しませてくれている。やがて

育って独立してゆく、その直前の「 後の餌遣

り」の儀式と思われるシーンを撮ったのが<写

真 1>である。カワセミは清流の土手などに営巣

しているので洪水などで巣が流出されたりする、

だから大雨の時いつも心配になる。実際、昨年

はカワセミを見かけなかった時期があったが、

今年はまた数組が戻ってきて、みなさんホッと

している。カワセミは調節池の散歩者の「目の

いやし」であり、「きれいな調節池」の代名詞で

もあるので暖かく見守っていきたい。 

2）8月初めの調節池は「ゴイサギ」の幼鳥「ホ

シゴイ」で一杯である。毎日、群れを成して池

のアシやガマの穂の上で休んでいる。多いとき

は 15羽に迫る数で戯れている<写真 2>。成鳥は

腹が白く、目は金色で本当に気品のある鳥に変

身する。「ゴイサギ」の名称の由来は平家物語の

中にある。醍醐天皇の館の庭に一羽の綺麗なサ

ギが舞い降りた。あまりの美しさに見とれて部

下に捕獲させて、その地位に「正五位」の官位

を与えたので「ゴイサギ」と言われている 

3）今年の 2月には旭橋下流の新河岸日枝神社に

珍しい「キクイタダキ」が現れた<写真 3>。頭

のてっぺんにキクを戴冠させた様子から、英語

では「ゴールドクレスト」と言われている。ス

ギのような針葉樹の実を集団で食べながら、四

六時中動き回っていて、カメラのピントを合せ

るのに一苦労した。図鑑によると 3〜5グラムで

日本一小さな野鳥といわれている。珍しい小さ

な野鳥の噂が広まってある日、日枝神社の境内

は早朝からカメラや双眼鏡をもったたくさんの

人だった。 

4）昨年に続き、今年も「チョウゲンボウ」の家

族が養老橋付近でみられた<写真 4>。5 月中旬

に 3羽の雛が孵り、毎日、餌をねだる光景が見

られた。親鳥は食欲旺盛の子供たちの空腹を満

たせるべく、四六時中、カラスの追撃を避けて

飛び回っている。「チョウゲンボウ」はホバリン
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グが得意で空中で狙いを定め急降下して、トカ

ゲなどを捕食するらしい。朝日に輝く「ホバリ

ング」はきれいというか見事という光景である。

それにしても、帰りを待ちわびる雛たちはご覧

の通りの可愛い姿だ。でも巣立ち間際の雛たち

の体型は一変して逞しくなり、毎日の羽ばたき

の繰り返しで体はすでに親鳥に負けない位、つ

いに飛びたった翌日は「また、親鳥になって帰

っておいで」と祈らずにはいられなかった。 

 

新河岸川/寺尾調節池への想い 

	 寺尾調節池は毎日、朝晩に散歩している人で

いっぱいである。挨拶が飛び交い、自然観察・

野鳥観察をする方々も「自然が残っていて素晴

しい場所」と喜んでいる。生物・野鳥・植物が

共存している「寺尾ビオトープ」である。幼稚

園児からお年寄りまで利用できる地域のコミュ

ニティーの場所でもある。 

	 関係者が協力し合って、相談しながら将来を

考えていくべきである。 後に貴重な湧水池の

紹介の場を与えていただいた、かわごえネット

の関係者に感謝いたします。 

「調節池を愛する会」 

代表	 加藤和徳（川越市寺尾在住）

かわごえ環境ネットの活動報告 
狭山丘陵見学バスツアーの報告 自然環境部会

 
トトロのふるさと基金の活動拠点 

クロスケの家 

	 自然環境部会主催で 11月 7日（木）に「狭山

丘陵見学バスツアー」を実施、目的は環境学習

の一環で保全整備が進む「さいたま緑の森博物

館」、「公益財団法人トトロのふるさと基金」の

活動拠点がある「クロスケの家」、「菩提樹池（ぼ

だいぎいけ）」を視察し、狭山丘陵における生物

多様性の保全の取り組み状況を学ぶためです。 

	 午前中は雨が降る天候でしたが参加者 25名、

川越駅西口を出発し入間・所沢市にまたがる県

が運営する「さいたま緑の森博物館」に。 

	 案内所で現場統括責任者の長谷川さんより学

習室で、生物多様性の森を次世代に引き継ぐた

めの活動の説明を受けました。小雨の中、大谷

戸湿地、コナラの更新伐採地、展望広場を巡り

ながら動植物の説明を受けました。長谷川さん、

坂本さんの明るくわかりやすい説明に感謝。 

	 昼食の後、所沢市三ヶ島にあるトトロのふる

さと基金の活動拠点「クロスケの家」に。 

	 基金の活動は 1990年に始まり、市民からの寄

付金を募り、山林を買い取るナショナル・トラ

スト活動を開始、現在までに 21か所、約 4ヘク

タールの山林を購入、ボランティアの力で森の

草刈や間伐作業を行い、狭山丘陵の里山景観を

保全しています。また、基金は 2004年に築 100

年を超える古民家を取得、「クロスケの家」と名

付け活動拠点にしています。 

	 基金の荒木さんからトラスト活動の説明を受

け、母屋・茶工場・蔵を見学、参加者がトラス

ト募金に協力、ありがとうございました。 

	 後に所沢市山口の「菩提樹池」に向かい、

保全活動を行っている地域の三団体の方からお

話を伺いました。 

	 菩提樹池の保全活動は 1999年から開始、活動

の特徴は、環境美化・自然保護・景観保全の目

線で、地域の三団体が協働で池と周辺緑地の保

全活動を行ってきたことが特筆されます。活動

が評価され 2009年に県の「緑の基金」により主

要部分が公有地化される成果を得ました。 

	 帰りの車中で、賀登自然環境部会代表と原嶋

社会環境部会代表より、参加者に「かわごえ環
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境ネット」の活動状況の説明、会員の募集の呼

びかけがあり新規会員の申し込みもありました。

そして全員にマイクを回し参加者の懇親を深め

ながら、川越駅西口に定刻に無事到着。 

	 今回の視察の成果は、首都圏の貴重な「狭山

丘陵」の自然を、行政・自治会・市民・自然保

護団体が協働で保全している活動状況がわかり、

今後の川越の自然環境保全の活動の参考になる

内容でした。         （菊地三生）

 
さいたま緑の森博物館	 学習室 

 
さいたま緑の森博物館	 展望広場 

 
菩提樹池	 周辺緑地

第 13回北公民館かんきょう祭り開催

 
オープニングのハーモニカ演奏 

 
「重曹を使うエコクリーン」の講演 

 
「花は咲く」の混声合唱でいっぱい

 
標語などの展示、右が仙波小学校作品 

 
手づくりでにぎやかな子ども広場 

 
自然菜園クラブの有機野菜販売

	 市内公民館のなかで「かんきょう祭り」をう

たったイベントを開いているのは北公民館だけ

です。13年前に開かれた「環境講座」受講者の

有志で始まったこのイベントも、「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」

のテーマで続け、手探りで回を重ねてきました。

11月 9日（土）に開かれた今年の祭りは、開催

スタイルを一新し、メインの環境講演やパフォ

ーマンスをフロントのフリースペースでオープ

ンに行い、会議室は展示や作品発表の会場とし、

市民に親しまれるように工夫しました。 

	 懐かしいハーモニカのオープニング演奏で始

まった「かんきょう祭り」の今回の講演は「重

曹を使った環境にも自分にも子どもにも優しい

生活」と題したクリーン・プラネット・プロジ

ェクトの村上香さんの生活に密着した身近な題

材でした。少し手間がかかりますが、手も荒れ

ずにきれいになる「重曹」の使い方に、会場を

埋めた多くの市民が驚きました。台所から風呂

場、カーペットの居間まで様々に活用でき、環

境にもよくなると納得の参加者でした。 

	 しかし実際に重曹に酢などを加えた「クレン

ザーづくり」の体験に参加した人は予想を下回

り 22人に、クレンザー頒布も 9個にとどまりま
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した。「環境によいとはわかっても」「手間がか

かる」と、現代の環境問題解決の難しさを痛感

させる参加者の反応でした。講師の村上さんも、

「どこでもこんなものです。回を重ねて啓発す

るほかありません。高階南公民館でもまた開き

ます」と元気に話され敬服しました。 

	 そのあと、公民館登録グループのフラダンス、

大正琴、男女の合唱団のパフォーマンスがホー

ルいっぱいに響き、大きな拍手を浴びました。 

また、エコクッキング教室、クリスマスにあわ

せたキャンドルづくり教室など体験コーナーが

にぎわいました。入口広場を利用した自然菜園

クラブと川越 EM連絡協議会の有機野菜販売も

好評でした。 

	 1階展示室は、恒例の標語 20点・川柳 62点・

都々逸 9点・環境写真 12点の応募作品展示があ

りました。合わせて仙波小学校の 2 年生から 6

年生までの 19人が、5・7・5調で環境への思い

をまとめた作品 60点が掲示され、館長から参加

賞が贈られました。応募作品は投票で上位 6人

を選び、来年 1月から月替わりで写真とともに

館内に掲示されます。1 位入選の標語は「家庭

ごみ	 きれいに出すと	 カラスは来ない!」、川

柳は「寺町に	 エコカーですよと	 人力車」、

都々逸は「早寝早起き	 時々散歩	 腹八分目で

	 医者いらず」となりました。 

	 また、環境政策課やかわごえ環境ネットの活

動紹介、リサイクルで工夫した手づくり工芸品、

東日本大震災救援コーナーも設けられました。 

2 階では、一部屋を折り紙や電池を使わないお

もちゃ作りの子ども広場として、市立川越高校

の生徒さんらも加わって体験を深めました。向

いの会議室では市民提供の品物でいっぱいのバ

ザーコーナーと健康を守る会の血圧や骨密度測

定などでした。 

昨年を上回る来館の市民は、北公かんきょうね

っと会員の手づくりの桜草のポットをお土産に、

地球環境改善への願いを強くしました。 

（武田侃蔵） 

 

地域・流域活動のおしらせ・募集 
歳末まち美化活動 12月 23日開催
	 かわごえ環境ネットの年間行事の一環として

続けられている「歳末まち美化活動」は、例年

どおり 12月 23日（祝）に行われます。9時 30

分、本川越駅前交番横に集合、市内中心部を 6

～8 コースに分かれてポイ捨てごみ拾いをして

回り、旧川越織物市場に 11時半までに戻って分

別、川越 B級グルメの太麺焼きそばを食べて解

散。いつものとおり、3人 1組で、1人はポイ捨

てごみの種別集計をし、環境改善の資料としま

す。今回は、市立川越高校などにも参加を呼び

かけました。12月 20日（金）までに武田（Tel.

090-2521-5770）か、かわごえ環境ネット事務局

（Tel.049-224-5866）までご連絡ください。

「川の再生交流会」1月 13日（祝）開催
	 埼玉県環境部水環境課主催の「川の再生交流

会」が、1月 13日（祝）10時から 16時まで、

さいたま市民会館うらわで行われます。午前は

児童による活動事例報告や川の国応援団美化活

動団体表彰などがあります。午後は 13時から 1

5時まで、7分科会に分かれて討議が予定されて

います。以下各分科会。 

 第一 始めの一歩 

 第二 アユが住む川づくり 

 第三 水質改善、排水対策、浄化槽 

 第四 都市排水路の川づくり 

 第五 多自然の川づくり 

 第六 にぎわいの川づくり 

 第七 環境学習 
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	 各分科会にかわごえ環境ネットから 1名ずつ

出られるように参加者募集。1 月 6 日までにか

わごえ環境ネット事務局（Tel.049-224-5866）ま

で。詳細は以下の URLにて。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/h25kouryuukai.

html 

「第 4回低炭素まちづくりフォーラム in埼玉」秩父市で 1月 19日開催
	 埼玉県の環境大学修了生や埼玉県地球温暖化

防止活動推進員などの参加で開かれている第 4

回低炭素まちづくりフォーラム in埼玉が、1月

19日（日）10:30〜16:30に秩父市役所隣の秩父

歴史伝承館で開かれます。全県的な環境関係の

イベントが秩父市で行われるのははじめてで、

地元の幅広い各環境団体が協力しています。 

	 基調講演は、森づくりに詳しい元横浜国立大

学教授の宮脇昭氏と決まりました。午後の分科

会は「エコライフの実践と子どもの発表会」「都

市と森をつなぐ再生エネルギー」「川・生物多様

性」「里山・生物多様性」「環境まちづくり」の

5 分科会で討議を深めます。そのあと、参加者

の交流会（会費 3000円）を予定しています。観

光や産業面で秩父市と関係が深い川越市民の積

極的な参加が望まれています。当日は、川越駅

8 時発、東武東上線経由で参加します。申し込

みは川越方面担当の武田（Tel.090-2521-5770）

までご連絡ください。詳しくは以下の URLにて。 

http://www.kannet-sai.org/info.html

「新河岸川の歴史を起点から見学」2月 1日（土）に西温ネットなどで実施
	 川越市に起点がある一級河川新河岸川は、昔

の赤間川から現在の姿まで、知らないことがい

っぱいあります。埼玉県の川の応援団に登録し

ているクリーン&ハートフル川越と、西埼玉温

暖化対策ネットワークの里川部会の共催で、2

月 1日（土）に実地見学会を行います。 

	 当日は 9時半東上線川越市駅前集合、野田町

の新河岸川起点まで行って川沿いに田谷堰まで、

そこから旧赤間川跡などを見て北公民館まで、

昼食休憩、あわせて新河岸川に詳しい講師の話

を聞きます。午後は氷川神社裏から「通りゃん

せ」発祥碑や郭町浄水場、仙波貝塚跡、下水排

水口などを見ながら仙波河岸史跡公園まで。15

時半解散予定。健脚向けのコースですが、昔の

写真等も集めて解説します。資料代と保険料で

500円。一般参加も歓迎。1月 25日までに武田

（Tel.090-2521-5770）までご連絡ください。 

 

「第 9回川でつながる発表会」2月 9日（日）仙波小学校で開催。応援スタッフ募集
	 新河岸川を管理している国土交通省荒川下流

河川事務所が事務局になって開かれている「第

9 回川でつながる発表会」が、来年の 2 月 9 日

（日）10:30〜16:00 に川越市立仙波小学校で行

われます。広い新河岸川の流域の各地で「川の

安全と親しみ」に取り組んでいる小中高校や大

学の体験発表が行われます。所沢市や東村山市、

清瀬市などで開かれましたが、川越市での開催

は初めてです。仙波小学校は、毎年 4年生が総

合学習で新河岸川の観察会を小江戸塾の会員の

協力で行っています。その実績が評価されて今

回の開催となりました。 

	 主催は「新河岸川流域川づくり連絡会」で、

この会議に参加しているかわごえ環境ネットに

協力要請がありました。当日の受付補助、仙波

河岸史跡公園などの現地見学の説明や応援など、

小江戸塾会員とともに数人のスタッフが予定さ

れています。会員の積極的な応募をお願いしま

す。1月 20日までにかわごえ環境ネット事務局

（Tel.049-224-5866）までお申し出ください。 
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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 
	 第 8 回理事会及び事業運営委員会を 11 月 25

日（月）9:00-12:00 に川越市役所地階修養室に

おいて開催しました。連続する会議なのでまと

めて報告します。主な議事は次のとおりです。 

①第 12回かわごえ環境フォーラム 

	 午前に開催する環境活動報告会の投稿・展

示・発表の申込状況を確認しました。12 月 20

日のレポート投稿期限まで申込を延長すること

を決定しました。 

	 企業会員への協賛依頼文送付については、対

応が遅れていましたが同日付で事務局より発送

することにしました。また、前回協賛企業等に

個別連絡することにしました。 

	 午後のワークショップにおける基調講演の候

補者を決定し、順番に交渉することにしました。 

	 分科会については、社会環境部会、自然環境

部会が企画する分科会は、次回会議（12 月 24

日）までに各分科会の概要文を作成することに

なりました。第 3の分科会（横山理事・小瀬担

当）は、基調講演される方のテーマに沿って設

定することにしました。事業者交流会について

は、金子理事が企業会員へ折衝することにしま

した。 

②第 9回川でつながる発表会 

	 2 月 9 日に仙波小学校で開催される発表会の

協力体制について検討しました。依頼のあった

現地見学会、協力を申し出た受付について、人

員を確保することになりました。また、交流会

におけるパネル展示や参加の必要について問い

合わせて必要な協力を行うことにしました。 

③社会環境部会について 

	 11 月 16 日に開催された社会環境部会主催の

環境講演会「かしこいエコ暮らし」への理事・

会員の参加や広報の有効性、また、今後の部会

の体制についてなどの課題を議論しました。 

④その他 

	 各専門委員会において、次年度の事業計画の

検討を開始するよう要請しました。 

	 霞ヶ関公民館からの講師依頼については、原

嶋理事が対応することになりました。 

	 3名の個人会員が入会し、11月 25日現在の会

員は、個人 106、民間団体 30、事業者 29、行政

1の合計 166会員となりました。 

（小瀬博之）

社会環境部会 
	 11月の例会は、8日（金）福田ビル 3階会議

室にて 9名の出席者（後半 30分は自然環境部会

3名が参加）で会議を進めました。 

	 まず、11 月 16 日（土）に行うトピック講座

「かしこいエコぐらし」の参加者が 8日現在 30

名に届かない状況でしたので、9 日（土）の北

公民館かんきょう祭りで参加を促そうというこ

とになりました。 

	 社会環境部会として環境活動報告集の原稿に

ついて、1）部会での実施活動、2）本会事業へ

の参画・活動、3）個人投稿に分類し、全員で分

担してまとめることにしました。 

11月末：素案完成（全員）、12月中旬：修正完

了、12 月 25 日：原稿完成を目標に進めること

にしました。 

	 最後に、今後の部会のあり方について議論し

ましたが、難題が多く、本会全体も含め方向性

を決める必要があると感じました。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

 

自然環境部会

	 11 月定例会は福田ビル 3 階にて 10 名の参加 で開催されました。内容は以下の通りです。 
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①活動報告 

・「（仮称）川越市森林公園」計画地植物調査 

	 霊園近くの林（公有地）に 100株以上のヒガ

ンバナが許可なく植栽されている。他にも園芸

種の植え込みあり。部会意見としては本来の植

生保全のためには除去すべきではないかと。 

・仙波河岸史跡公園植物調査（10/17）5名参加 

・池辺公園定例活動（11/5）5名参加 

・狭山丘陵バスツアー（11/7）25名参加	 別頁

参照 

・会計中間報告：多少残金があるので希望があ

れば出してほしい 

②生物多様性保全の取組 

・市域のかなりの部分を田や畑が占めており、

さらに南北に河川があり、本来生物多様性の豊

かなところだと思われる。次年度に「生き物調

査チーム」などを作り田や畑の生き物の現況を

探ってはどうか。 

・生物多様性保全については、川越市（環境政

策課）が取り組むデータベース作りに自然環境

部会が協力することになっています。 

・他団体と交流し、川越の生物多様性の実体を

探りたい。 

	 以上のような意見が出されました。 

（自然環境部会代表	 賀登環）

おしらせ 
「第 12回かわごえ環境フォーラム」環境活動報告の投稿・発表者の追加募集 

	 来年 2月 22日（土）9:30-16:30に開催される

「第 12回かわごえ環境フォーラム」の環境活動

報告会について、11 月 21 日が投稿・発表申込

期限でしたが、レポート投稿と一緒に投稿・発

表申込をしていただいて、12 月 20 日（金）ま

で受け付けます。環境活動をされている個人・

団体の方、ふるってお申込み・ご投稿ください。

	 募集要項・原稿フォーマットは、かわごえ環

境フォーラムホームページ（http://forum.kawago

ekankyo.net）に掲載しております。 

	 開催場所は、川越市環境プラザ「つばさ館」

（資源化センター）となります。 

 

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 12月度） 

日時：12月 13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 12月度） 

日時：12月 13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 1月 10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 12月度） 

日時：12月 16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 1月 16日（木）9:00-10:30に開催 

◆理事会（2013年度第 9回） 

日時：12月 24日（火）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

	 次回は 1月 30日（木）9:00-10:30 

◆事業運営委員会（第 8回） 

日時：12月 24日（火）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

	 次回は 1月 30日（木）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：12月 3日・1月 7日（火）9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 
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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：12 月 9・23 日，1 月 13 日・27 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。 

＜公開イベント＞（詳細は「地域・流域活動のお

しらせ・募集」「おしらせ」の各記事をご覧ください） 

★【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） 

★歳末まち美化活動 

日時：12月 23日（月・祝）9:30-12:00 

場所：本川越駅前交番横集合（川越市新富町 1-22） 

★【協力】第 9回川でつながる発表会 

日時：2月 9日（日）10:30-16:00 

場所：仙波小学校（川越市富士見町 4-1） 

★第 12回かわごえ環境フォーラム 

日時：2月 22日（土）9:30-16:30 

場所：川越市環境プラザ「つばさ館」（川越市鯨井

782-3） 

 

 

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 

◆12月 22日（日）・12月 27日（金） 

	 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。 

	 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。 

◆1月 19日（日） 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口（入園前受付）9:

50集合、15:30頃終了解散、参加費、無料 

入園料要（団体扱い）、大人 280円、65才以上 2

00円。お弁当持参。雨天決行。 

	 日本野鳥の会主席研究員安西英明さんを講師

に、冬の雑木林でルリビタキ等の野鳥や冬越し

の昆虫類を探しましょう。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 

◆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 

◆1月 11日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 雑木林の手入れ、落ち葉掃き 

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。 
2013年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
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・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） 

◆12月 3日（火）・19日（木） 

◆1月 16日（木）（1月 7日は中止） 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から川越市役所まで。 
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2．第 2日曜日（9:30-11:00） 

◆12月 8日（日）・1月 12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） 

◆1月 25日（土）（12月 28日は中止） 

	 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 

（本誌 7ページに記事を移動しました。） 

☞「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。 

◆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。 

◆1月 26日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川上流、起点から三日月橋まで、月吉

陸橋下の観音橋たもと、9時集合。 

●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。 

☞「食と農」懇談会 

◆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会を開

催します。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主

宰されています。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） 

◆12月 8日（日）10:00-12:00 

	 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。 

◆1月 12日（日）10:00-12:00 

	 寒くなりましたがカモたちは元気でいます。

寒さに負けないで参加してください。沼ではパ

ンダによく似たミコアイサに会えるかも。公園

ではジョウビタキ、ツグミ、ウグイス、シメな

どが期待されます。

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。1 月から 3 月の入会は、年度内の会費
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は免除されます。次年度から会費をお支払いい

ただきます。この機会にぜひご入会ください。 

	 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。2014年 1月

号（No.087，12 月 26 日発行予定）の掲載原稿

は、12 月 15 日（日）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 
 

●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 

	 私が務めている東洋大学の環境コミュニケー

ションゼミでは、川越市農政課と地元農家、団

体有志の協力により「笠幡水田再生プロジェク

ト」を進めて参りました。9月 22日に収穫を行

い、11月 3・4日の大学祭「第 4回こもれび祭」

で、精米した白米とこのお米で作った焼きおに

ぎり、塩むすびを販売しました。 

	 一部未集計ですが、白米 59kg、焼きおにぎり

558個、塩むすび 129個以上を販売しました。 

	 今年度の反省を踏まえ、次年度もプロジェク

トを実施していきます。協働による農地再生の

モデルとすべく、会員各位の参画をよろしくお

願いいたします。       （小瀬博之） 

 
こもれび祭での販売の様子 
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イベントカレンダー（12月 1日〜1月 29日） 
日 月 火 水 木 金 土 

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食と農
懇談会	 

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	 

12/29 12/30 12/31 1/1 
元日 
 
 

1/3 1/3 1/4 

1/5 1/6 1/7 
★9:00池辺公
園定例活動 

1/8 1/9 1/10 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

1/11 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

1/12 
◎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 

1/13 
成人の日 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 
◎10:00川の
再生交流会 

1/14 1/15 1/16 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◆9:00広報委
員会 

1/17 1/18 

1/19 
◎9:50武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 
◎10:30第4回低
炭素まちづくりフ

ォーラムin埼玉 

1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/26 
◎9:00川の国
応援団 
 
 

1/27 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全活動 

1/28 1/29 ★：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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