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【巻頭言】新たな「川越市の望ましい環境像」を共有しよう

 

 
2000年 12月 3日に 

川越市市民会館で開催された 
ワークショップで 

「川越市の望ましい環境像」 
を共有した 

 

	 5 月 24 日に開催された 2014 年度総会において、引き続きかわごえ

環境ネットの理事長を務めることになりました。笠原啓一前理事長か

ら理事長を引き継いてからちょうど 10年となります。これから 2年後

の総会まで、川越の将来の望ましい環境像を実現するためのパートナ

ーシップとネットワークの形成のため、会員とともに引き続き任務を

遂行して参ります。市民のみなさま及び民間団体・事業者・行政の各

組織の、本会の活動へのご理解とご参加をよろしくお願いいたします。 

	 本会が設立された 2000（平成 12）年 8月 5日からまもなく 14年が

経過します。この年の 8月 1日は人口 327,731人、世帯数 120,083世帯、

それに対して今年 5月 1日は人口 349,054人、世帯数 149,136世帯で、

それぞれ 21,323人（6.5%）、29,053世帯（24.2%）増加しています。入

込観光客数は 2000年が 3,892,000人、2013年が 6,302,000人で、62.0%

増加しました。多くの公共施設や道路、住宅や商業施設などの民間施

設もでき、川越は 14年間でますます発展したと言えます。 

	 人間活動が活発になることは、まちの「活力」の向上にもなります

が、その一方で資源・エネルギー消費の増大や開発によって生態系（生

物的環境＋非生物的環境）の劣化を招いています。落ち着きのある町

並みや豊かな自然景観も含め、こうした川越の「魅力」は徐々に低下

しているようにも思えます。 

	 平成 28年度から始まる次期川越市環境基本計画及び「かわごえアジ

ェンダ 21」に向けて見直し勉強会を開催しています。「活力」と「魅

力」の両立の先にある新たな「川越市の望ましい環境像」を共有する

ためにご参加ください。 かわごえ環境ネット理事長	 小瀬博之 
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川越の自然を訪ねて（21）入間川に魚道が完成しました

 
菅間堰 

 
寺山堰 

 
浅間堰 

 
作業風景 

 
アユと格闘 

 
元気に遡上してね 

	 3 月までに川越市域を流れる入間川に念願の

魚道が完成しました。下流から菅間堰（釘無橋

の下流で入間川と越辺川が合流した地点）、寺山

堰（平塚橋と雁見橋の間）、浅間堰（雁見橋と川

越橋の間）の 3堰です。それぞれ違ったタイプ

の構造となっていますが、菅間堰については工

事中の水量が多く、設計通りの完成には至って

いません。 

	 魚道工事は今年度も続き、上流狭山市域の入

間川の堰に着手する予定です。この事業は「農

業用取水堰における魚類遡上環境改善を図る」

という、埼玉県の「川のまるごと再生プロジェ

クト」として進められています。 

	 今はまだ水量も多くありませんので、どのよ

うな構造の魚道かを見学するよい時期かと思い

ます。どの堰も左岸からの方が確認しやすいの

ですが、安全確認には十分気をつけて行動して

ください。車でも現地近くに行けますが、道順

の分かりにくさや駐車場所の問題もあることは

理解してください。したがって自転車で堤防を

走るのをお勧めしておきます。運よく魚が遡上

するところを見られるとよいのですがどうでし

ょう。 

	 2009 年 4 月 26 日に川島町の入間川左岸の菅

間堰上流で、第一回目の目印のための脂ビレ切

除作業を開始し、標識アユ放流事業のスタート

をしました。それから 5年間の遡上調査結果を

積み重ね、関係機関との交渉が実を結び現在に

至ったわけです。これまでの活動経過報告につ

いては、NPO法人荒川流域ネットワーク編集の

「入間川・越辺川水系アユ遡上作戦～標識アユ

遡上環境調査 5年間の活動報告書」に詳しく載

っています。多くの人の力を結集し、永年にわ

たり粘り強く運動を続けた成果と言えるでしょ

う。 

	 例年通り標識アユの放流を 4月 29日（火）に

はときがわ町の都幾川本田橋上流（4,370 尾放

流）と、日高市の高麗川鹿台橋下流（3,717尾放

流）の 2か所で始めました。今年からは魚道が

設計通りに機能して、うまく遡上してくれるか

を調査するため、5月 25日（日）には川越市の

入間川寺山堰下流左岸でも実施しました。 

	 標識アユの放流とはアユの脂ビレを切除し

（成長には影響しない）、各地の漁協が行ってい

る放流事業のアユと識別するためです。放流後

の遡上追跡調査に大変な時間と労力を費やすこ

とになります。各河川の本流・支流の上流まで

投網を打つ、網を入れる作業を繰り返し、また

釣り人や釣具店からの聞き取り調査を行って、

どれだけ脂ビレ切除の遡上アユを捕獲できたか
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のデータを集計します。 

	 最初の脂ビレの切除作業は、各放流会場 20～

30人で作業しますが、10㎏程のアユとの闘いに

なります。軽く麻酔をかけたアユの脂ビレを切

るのですが、直ぐに元気に動き回り捕まえるの

に一苦労、ハサミで切るのに一苦労（目も悪く

なっているなあ）、根気のいる約 3時間の作業を

続けカウントしながら放流します。 

	 夏場には越辺川や高麗川、都幾川、入間川で

昔行われていた地曳網も実施しています。親子

への参加を呼び掛けて、追い込んだ魚を捕り、

魚の解説もやりながら食べる体験もしています。

こうした活動にみなさんも参加してみませんか。 

（菅野仲夫） 

かわごえ環境ネットの活動報告

2014年度総会・懇親会

 
2014年度総会の様子 

 
懇親会の様子 

2014年度総会 

	 2014年 5月 24日（土）10:00-11:45に川越市

立博物館視聴覚ホールにおいて 2014 年度かわ

ごえ環境ネット総会を開催しました。総会出席

者は 31名、委任 76名、合計 107名（会員数 15

9 名）で成立しました。議事は、次の 6 号でし

た。 

(1)議案第 1号	 2013年度事業報告について 

(2)議案第 2 号	 2013 年度決算報告及び会計監

査報告について 

(3)議案第 3号	 役員の改選について 

(4)議案第 4号	 会則の改正について 

(5)議案第 5号	 2014年度事業計画について 

(6)議案第 6号	 2014年度予算について 

	 すべての議案は承認されました。それぞれの

議案について活発な質疑応答があり、2 時間近

くに及びました。 

	 また、今回の総会は理事の改選があり、武田

侃蔵氏と小山弘氏の 2名が退任し、新たに二見

正憲氏、飯島希氏、鎌田政稔氏の 3名が理事と

なり、再任された理事を含めて 13名の新たな理

事会が始動しました。また、理事の互選により

理事長に小瀬博之、副理事長に過昌司氏、横山

三枝子氏の 2名が選ばれ、総会において承認さ

れました。 

懇親会 

	 理事会終了後、12:00-14:00にどんぐりの木に

おいて懇親会を開催しました。22名の出席があ

り、ひとりひとり自己紹介をしながら終始和や

かな雰囲気で進められました。 （小瀬博之）

 
◆かわごえ環境ネット会員募集	 年会費個人会員 1,000円、団体会員 2,000

円で本会の会員になると、この広報誌「月刊かわごえ環境ネット」を毎月

お送りします。入会についての詳細は、かわごえ環境ネット事務局（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）に問い合

わせるか、かわごえ環境ネットホームページ（http://kawagoekankyo.net）を

ご覧ください。右の QRコードで入会案内にアクセスできます。 
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新緑の雑木林観察会 自然環境部会

 
林床の植物を見る 

 
アカマツの枯損木・・・樹齢は 80年くらい

 
キマダラカミキリ 

 
アカシジミ（ゼフィルス） 

 
スズランのようなネジキの花 

日時：5月 18日（日）9:30-12:30 

場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 

参加者：20名 

	 空は青く澄み、渡る風も爽やかで、1 年間で

もとびきりの快適な日よりでした。参加者のみ

なさんも「気持ちいいねー」、「緑が輝いている

ね。」と満喫されている様子でした。 

	 雑木林では 3月中旬から樹木が新芽を出し始

め、4月で出揃い、5月はグングン伸びてほぼ林

冠を覆い尽くします。この時期は樹木の花が

次々と咲きつないでいます。ウワミズザクラ、

ウグイスカグラなどはもう実になりました。エ

ゴノキはちょうど満開で、地面が白いじゅうた

んになっています。サワフタギは去年ほどの食

害はありませんのでルリ色の実が見られるかも

しれません。これから 6月になってムラサキシ

キブが濃いピンクの花を、リョウブが白い花を

咲かせてほぼ樹木の花は終わります。 

	 林床にはクチナシグサ（準絶滅危惧種）が名

前の由来となる実をつけています。イチヤクソ

ウは白いツボミをつけ、フタリシズカが数株あ

りました。これからはヤマユリ、ミズヒキ、シ

ラヤマギクなどが林床をかざります。 

	 雑木林を歩いていると野鳥の声も耳に入りま

す。シジュウカラ、アオゲラ、コゲラはよく鳴

いていました。センダイムシクイの「チヨチヨ

ビー」もはっきりと聞こえました。講師の稗島

さんはこの時期にキビタキ、オオルリの声も耳

にするそうです。彼らは夏鳥として日本の山地

に渡る際、この近縁を通過していきますが、早

朝がんばって雑木林に出向くと会えるのですね。 

	 2 時間余りの観察会でしたが、樹木、草花、

昆虫、野鳥と多様な生き物を実感していただけ

たようです。春夏秋冬、観察会をしてほしいと

いう要望もありましたので「秋の部」を“増設”

することにしました。この雑木林では前日 17

日には三富ネットの「散策・農業体験」のイベ

ントがあり、一般の方もよく散歩しています。

次第に価値を認められてきているのでしょう。 

（賀登環）
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会員からの報告

「ひらた舟乗舟体験」なぜ 4月 29日に

 
救命胴衣を着けて乗舟体験 

 
沢田甚右衛門顕彰の地蔵尊 

 
旭橋の河岸場史跡保存会顕彰碑

	 毎年 4月 29日に、新河岸川の旭橋近くで、昔

の「ひらた舟」による、乗舟体験イベントが開

かれています。今年も、曇り空でしたが天気に

恵まれ、500人近い人の参加でにぎわい、10時

前から午後 3時近くまで行われました。 

	 このイベントが4月29日に開かれるいわれを

主催者に聞きましたが、1975（昭和 50）年に旭

橋たもとに建てられた記念碑が 4月 29日で、天

皇誕生日の祝日だったからではないのかとの答

えでした。 

	 新河岸川舟運の歴史を研究された齊藤貞夫さ

んによると、江戸からの舟運事業を始めた沢田

甚右衛門の功績をたたえた顕彰の地蔵尊の建立

日が 1662（寛文 6）年の 4月 29日とあるためだ

とされております。この日にちなんで 313年後

の 1975（昭和 50）年 4月 29日に新河岸川河岸

場史跡保存会の記念碑が旭橋たもとに建てられ

ました。しかし、碑文には、沢田甚右衛門顕彰

地蔵尊建立の日に因んで建てられた旨の記述が

ないため、歴史的なつながりが薄れました。 

	 当日も、地元のお年寄りに沢田甚右衛門顕彰

の地蔵尊はどこにあるのか聞いても誰も知りま

せんでした。そこで川越市立博物館の宮原学芸

員に聞きましたら、下新河岸の氷川神社に近い

ところにあると聞き、写真を撮って確かめまし

た。 

	 花も飾られて大事にまつられていましたが、

普通の地蔵尊と同じで何の説明もありませんで

した。ただのお地蔵さんと見られても仕方あり

ません。小江戸川越の繁栄の基礎を築いた新河

岸川舟運の功労者の顕彰碑で、350 年を超えて

大事にされていることを、何らかの形で説明文

をつけたいと痛感しました。  （武田侃蔵） 

 

吉田・笠幡・福田 3地区田んぼからの報告
	 川越の吉田、笠幡、福田の 3地区の田んぼで

無農薬、無化学肥料による環境にやさしい稲作

りが行われています。この月刊かわごえ環境ネ

ットがお手元に届くころには田植え真っ盛りと

いうところでしょう。 

	 先月号に引き続き、生物多様性豊かな里山を

目指して活動する「かわごえ里山イニシアチブ」

から田んぼ 3地区を取りまとめて報告します。 

 

吉田地区田んぼからの報告 

	 今年は湧水が少なく田んぼは半分程度が水に

つかった程度で心配されましたが、5 月 17 日

（土）のどろんこ DAY はお天気に恵まれ、大

人 39人、子供 25人の総勢 64名の参加を得て賑

やかなどろんこ DAYとなりました。 

	 どろんこ DAY の目的は、田植え前に人間代

かきを兼ね、田んぼで泥んこになって遊ぶ企画

です。3 年目のリピーターから、ぴかぴかの新

人さんまで参加されみんなでどろんことなり楽

しい 1日を過ごしました。 

	 企画・運営は、田んぼの会のシニア世代が中

心なので、参加のお約束として準備から後片付
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けまで参加者が手伝い、みんなでどろんこ DA

Y を作り上げることをコンセプトにこの企画は

大成功でした。 

	 体操、玉入れ、宝さがしと続き、最後の最大

イベントは、何と言っても恒例となったどろん

こ綱引き大会でした。大人も子供もすべてを忘

れて全身泥だらけの綱引き大会は圧巻です。 

	 ビオトープ遊びでは必死に生きものを探す子

供達の歓声が響き、この日は生きもの博士の林

賢一氏が参加され質問攻めで子供たちの環境教

育に一役買ってくれました。 

	 肝心の田植え前の状況ですが、残念ながらポ

ッド苗の生育が悪く、手植え用の苗は 90トレイ

のうち半分くらいが使えそうかという状況です。

	 対策案を話し合った結果、半分を手植えで半

分を機械植えということになりそうです。 

	 でも田んぼ主の三村農園様は、もともと子供

たちに米作りの今昔を見せたいという気持ちが

あり、機械植えのスケジュールがうまく合えば

田植えイベントでは手植えと機械植えの両方が

見られるかもしれません。 

	 みなみかぜ吉田の田んぼの田植えは、6 月 7

日（土）9 時からです。ご家族や友人をお誘い

の上ご参加ください。問い合わせはみなみかぜ

地域交流センター田んぼ事務局（E-mail: tanbo3

73@yahoo.co.jp）まで。 

（かわごえ里山イニシアチブ	 増田純一） 

 
どろんこ綱引き大会 

 
ビオトープ遊び 

 

福田地区田んぼの報告 

 
5月 31日田植えをする H幼稚園の親子を待つ 1反田んぼ 

	 私たちの今年の田んぼつくりそして米つくり

が始まっています。1.6haのはるみず田んぼと川

越市提案型協働事業として申請している「自然

にやさしい福田田んぼ活動」の 1反田んぼです。

いずれの田んぼにも早期の 1か月以前から湛水

を開始して、微生物から始まる水辺の生きもの

を復活させて自然豊かな、また農業にとって大

事な土づくりとなる予定で出発したものです。 

	 福田地区では入間川寺山堰、地域の井戸を併

用することで田んぼを潤ましています。今年は

雨が少なく、干ばつ傾向で川の水が枯れ、一旦

通水がストップしました。5月 21日の大雨でや

っと通水回復、はるみず田んぼと川水のはるみ

ず田んぼの 2回目代かき、田植えの再開です。1

反田んぼのもようやく通水となりました。 

	 しかし、一難去って又・・・、今年は少雨傾

向に加え風が強く、はるみず田んぼに発生して

いる藻類が苗に覆い被さってしまうところがあ

ります。順調に天気が推移すれば自然に藻類は
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消え浮草に変化して抑草と肥料効果になるので

すが・・・。“生きもの育つ田んぼ”“はるみず

田んぼ”の変化・生育についてもみんなの笑顔、

生きものがたり、秋の収穫まで報告をしていき

たいと思います。 

（かわごえ里山イニシアチブ	 田崎愛知郎） 

 

笠幡地区田んぼの報告 

	 本誌編集者でもあり、若干発行が遅れたこと

もありますので、5月 31日（土）に実施した田

植えを速報で報告します。 

	 笠幡地区の田んぼは、遊休農地の保全を目的

として「笠幡水田再生プロジェクト」として川

越市農政課と東洋大学が、地元農家の指導を得

ながら実施しています。初年度の昨年は、20年

近く耕作放棄地であった 551ｍ2 の農地で稲作

を行いましたが、今年は、隣接する水田の畦畔

を撤去して計 1,032ｍ2（ほぼ 1 反）の水田でプ

ロジェクトを実施しています。 

	 実施概要を写真とともに次に記します。 

① 8:00スタッフ作業開始、8:15畔シートで区

画（米ぬかを散布する／しない） 

② 8:27縄張り（田植えをするレーンを作る） 

③ 8:49稲苗の散布 

④ 9:22全員集合（34名:学生 23名、教員 2名、

川越市 5名、その他 4名） 

⑤ 9:32田植え開始 

⑥ 9:56田植え中 

⑦ 10:08田植え中、10:20-10:50ごろ順次終了 

⑧ 11:44田植え終了後 

	 なお、⑨ギンヤンマの産卵（稲苗に早くもし

がみつく）と⑩アマガエルを撮影できました。 

	 今後、6月 29日（日）14:00-16:00の「田んぼ

の生きもの調査」、8 月 3 日（日）15:00-19:00

の「管理作業、生きもの調査、懇親会」、9月下

旬ごろの「稲刈り」、11月 3・4日（月・火）の

「こもれび祭」（東洋大学川越キャンパス学園

祭）への「おにぎり屋」出店を予定しています。

学外の参加者も歓迎します。ぜひご参加くださ

い。        （東洋大学	 小瀬博之） 

 

	 以上の田んぼ 3地区の報告のように、田んぼ

は米作りだけではなく親子の絆、世代間交流、

地域コミュニティなど多様な生きものとともに

多様な環境を育むことのできる絶好のフィール

ドです。大事にしていきたいものです。 

 
①畦シートの設置（8:15） 

 
②縄張り（8:27） 

 
③稲苗の散布（8:49） 

 
④集合（9:22） 

 
⑤田植え開始（9:32） 

 
⑥田植え（9:56） 

 
⑦田植え（10:08） 

 
⑧田植え終了後（11:44） 

  
⑨ギンヤンマ   ⑩アマガエル
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「（仮称）川越市森林公園計画地」報告 2題 

 
5月 1日の雑木林の散策 

 
5月 17日の「平地林散策と野菜収穫体験」 

・ 5 月 1 日（木）福原地区民生委員 25 名と一

緒に雑木林の散策をしました。この散策会は、

「かわごえ環境フォーラム」の報告会がきっか

けでした。福原にいながら、「知らなかった。」

「福祉だけでなく、みんなで地域の環境も知っ

ておく必要がある。」とのコンセプトで実現しま

した。稗島さん、宮岡さんの協力を得て、1 時

間半程の「気持ちの良い」時間を過ごすことが

できました。「川越の軽井沢」と紹介すると「秋

にもう一度来てみたい。」の声も多く、定例会議

後に企画できそうです。「川越エコツアー」でも

感じますが、川越の自然に触れていない方が多

く、川越版「エコツーリズム」の必要性を感じ

ました。 

・農林振興センター主催の「平地林散策と野菜

収穫体験」が 5月 17日（土）に行われました。

川越市農政課職員も加わって総勢 32 名の散策

でした。「秋の紅葉と里芋収穫」、「春の青葉とほ

うれん草収穫」など「大木さん」の広大な畑で

の作業も毎回初めての方が多く、「援農ボランテ

ィア」募集に一役買っている企画です。雑木林

では「エゴノキ」の花が来訪者を歓迎するよう

に頭上に広がり、贅沢な森林浴でした。 

	 かわごえ環境ネットが手入れして増えてきた

「ツリガネニンジン」や「ヤマユリ」のエリア

も宣伝しながら賀登と横山がガイドをさせてい

ただきました。 

（横山三枝子） 

ヒメザゼンソウのご案内

 
2013年 6月 7日撮影	 左は果実 

	 ヒメザゼンソウは埼玉県では生息地が限られ、

希少なことから絶滅危惧 II種に指定されていま

す。これが、入間市の緑の森博物館には 5000

株が群生しているそうです。ヒメザゼンソウは

サトイモ科ザゼンソウ属の多年草です。フード

をかぶったような姿はザゼンソウにそっくりで

すが、わずか 4～7cm ほどしかなく「座禅僧」

より「親指姫」のイメージの方がぴったりのよ

うです。 

	 フードのようなものは仏炎苞といい、葉が変

化したものです。花は真ん中に小さな花がたく

さん集まっています。6 月の梅雨時に開花する

と、これをお目当てに来館者が多数訪れるそう

です。ただし、小さく地味で背をむけているこ
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とも多く見つけるには忍耐を要します。川越か らも近いのでお出かけ下さい。  （賀登環） 

 
ヒメザゼンソウのライフサイクル 

理事会・専門委員会からの報告 
理事会 
	 役員が改選されて初めてとなる第 3回理事会

を 5月 28日（水）9:00-11:00に、福田ビル 3階

会議室において開催しました。主な議事は次の

とおりです。 

①エコプロダクツ川越 2014への出展について、

出展申込書に基づき報告がありました。生物多

様性の保全と環境保全のテーマに対して、実習

を中心に構成しました。なお、東洋大学との共

同出展となります。 

②例年執筆を担当している、川越市発行の「か

わごえの環境（第 8号）」の「市民・事業者の環

境への取組状況」について執筆担当者を決定し

ました。原稿の締切は 7月末日です。なお、事

業者の活動については、環境政策課が掲載を検

討することになりました。 

③市民からの情報提供依頼により、活動費の内

訳とエコマネーの支出額を提供することにしま

した。 

④日本水環境学会関東支部「水環境保全活動奨

励賞」を本会が受賞することになりました。6

月 7 日（土）14:00 から実施される表彰式には

過理事、受賞者講演には小瀬が出席することに

なりました。 

⑤川の一斉水質調査は、6 月 8 日（日）午前に

約 10 名の参加者で実施し、31 か所で採水を行

い、北公民館で水質調査を行うことが報告され

ました。なお、本会でも電気伝導率（EC）計を

購入することにしました。 

⑥会員は個人会員 1名、団体会員（民間団体）1

団体が入会、個人会員 3名、団体会員（事業者）

2団体が退会しました。5月 28日現在の会員数

は、個人 101、民間団体 31、事業者 25、行政 1

の合計 158となりました。 

⑦広報委員会委員長に過昌司理事が就任したこ

とが報告されました。 

（小瀬博之） 

社会環境部会 
	 5 月の例会は、福田ビル 3 階会議室にて、10

名参加で、会議を進めました。 

	 まず、総会には極力大勢参加して、全体の動

きを把握することにしました。エコプロダクツ

川越 2014参加の目玉として、生ごみを堆肥化す

るためのボカシ作りを行うこととし、事前に、

いくつかの方法で試作してみるために、6月 10

日（火）行ってみることにしました。また廃油

石鹸作り、アクリルたわし作り等を、昨年同様

行うことにしました。 

	 環境施設巡りは、昨年同様土曜日とし、9月 6

日につくば学園都市の数か所を選んでバスで行

くことにしました。 

	 宮澤さんの後任の副代表は欠員とし、行事実

行担当は有志が分担し、実行することにして活

動することにしました。 
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	 新体制にしたことによりおのおのが、部会は

自分の活動の場であることとの意識も高まり、

意見交換も積極的になり、よい雰囲気になりつ

つあります。（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

自然環境部会

	 5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。 

① 活動報告 

・「（仮称）川越市森林公園」計画地植物調査 

4/14（月）13名参加、4/28（月）13名参加、ヤ

マザクラの花ニオイタチツボスミレ、マルバア

オダモなど観察。シダ類も調査を始める。 

・池辺公園 

	 5/6（火）8名参加、春の植物調査（県民参加

モニタリング調査対象）、ウバユリの株数調査 

② 今年度の事業計画の追加など。 

③ 6/8の一斉水質検査について。 

（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
	 5月 16日（金）17:00-19:30に、第 2回川越市

環境基本計画・かわごえアジェンダ 21見直し勉

強会を、東洋大学川越キャンパス学生ホール食

堂棟 1階学生食堂で開催しました。出席者は事

務局を含めて 12名でした。 

	 まず、川越市環境基本計画の「地域別計画」

の必要性、生物多様性地域戦略の地方自治体で

の策定状況（2013年 3月現在、県内では埼玉県

とさいたま市が策定済、流山市の例を参照）、社

会的背景の変化の確認等を行いました。 

	 次に、「農の保全」について、出席者それぞれ

の問題意識を自由に述べてもらいました。平地

林の減少、農業維持の課題、農薬等農業の安全

性の問題、消費者課題、環境教育の課題、行政

の施策に対する意見、地産地消や農産物の付加

価値の向上に対する意見、農業に関する市民の

関わりに対する意見などがありました。 

	 次回はエネルギー問題に対する問題意識の自

由討論を中心に行います。勉強会は申込不要で

自由参加の会議です。今後は、6月 6日、7月 4

日、7 月 25 日、いずれも金曜日 17:00-19:00 に

川越キャンパス学生ホール食堂棟 1階学生ホー

ルで開催します。様々な立場の方の意見をお聞

きしたいので、ぜひご参加ください。 

	 なお、詳しい議事内容は、次の URLに掲載し

ていますのでご覧ください。 

http://wiki.kawagoekankyo.net/ 

（委員長	 小瀬博之）

 

おしらせ

日本水環境学会関東支部「水環境保全活動奨励賞」受賞、6月 7日授賞式・受賞者講演
	 かわごえ環境ネットは、このたび日本水環境

学会関東支部より「水環境保全活動奨励賞」を

受賞することになりました。 

	 これまで川越市で実施してきた 10 年にわた

る水質調査、5 年にわたる生き物モニタリング

調査、湧水保全活動や自然観察会の実施、会員

団体の広報活動、報告活動の援助、流域団体へ

の協力が認められました。 

	 授賞式並びに受賞者講演並びに講演会「関東

地方の水環境の現状と展望」は一般公開で実施

されます。ぜひご出席ください。 

日時：6月 7日（土）14:00-17:00 

場所：日本大学理工学部駿河台校舎 1号館 2階

122会議室（東京都千代田区神田駿河台 1-8-14）

 

 



月刊 かわごえ環境ネット	 2014年 6月号	 No.092 

- 11 - 

6月 5日ゼフィルスを探しに行こう！

 
ウラナミアカシジミ 

	 初夏にはチョウが目立ってきます。その中で

も、ゼフィルスと言われるチョウは 6月の短い

間しか見ることのできない珍しいチョウ達です。

そして、昔の環境が残されている樹林地や河川

敷などに生息して、環境との関係がはっきり分

かるチョウです。 

	 このチョウを会員講師の猪俣氏の解説で観察

します。梅雨前の晴れ間を利用してゼフィルス

に合いに行きましょう。 

日時：6 月 5 日（木）9:30 安比奈親水公園入口

集合 

＊雨天の時は 6日（金）時間・場所は同じ 

問い合わせ：猪俣（049-232-1101） 

7月 19日（土）に開催される「エコプロダクツ 2014」に出展
	 かわごえ環境ネットでは、会員団体等との協

働により 7月 19日（土）に環境プラザ「つばさ

館」（川越市資源化センター内、川越市鯨井 782

-3）で開催される「エコプロダクツ 2014」に出

展します。実習主体の展示で、親子で楽しめる

内容を企画しています。夏休み初日に夏休みの

宿題のお手伝いもします。詳しい内容は 7月号

でおしらせします。ぜひご来場ください。

かわごえ環境ネット主催行事（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＞ 

●川越市環境基本計画・かわごえアジェンダ 2

1見直し勉強会（第 3回） 

日時：6月 6日（金）17:00-19:00 

場所：東洋大学川越キャンパス学生ホール食堂

棟 1階学生食堂（川越市鯨井 2100） 

	 会員であればどなたでも参加可能です。オー

プンな話し合いにご参加ください。第 3 回は 7

月 4日（金）17:00-19:00に開催します。 

●社会環境部会（2014年 6月度） 

日時：6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（2014年 6月度） 

日時：6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 7月 11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（2014年 6月度） 

日時：6月 18日（水）9:00-10:30 

場所：川越市役所本庁舎 5階フリースペース 

（川越市元町 1-3-1） 

	 次回は 7月 15日（火）16:00-17:00に開催 

◆理事会（2014年度第 4回） 

日時：6月 25日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎地階修養室 

	 次回は 7月 23日（水）10:00-12:00に開催 

◆事業運営委員会（2014年度第 2回） 

日時：7月 23日（水）9:00-10:00 

場所：川越市役所本庁舎 7C会議室 

＜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： 6月 3日・7月 1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 

★ゼフィルス調査 

日時：6月 5日（木）9:30-（雨天時は 6日） 
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場所：安比奈親水公園 

（川越市安比奈新田 140-1） 

問い合わせ：猪俣（Tel.049-232-1101） 

★川の一斉水質調査 

日時：6月 8日（日）8:00-12:00ごろ 

採水場所：川越市内各所 

水質測定場所：川越市北公民館 

（川越市氷川町 107） 

	 参加者の募集は締め切りました。 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保全活動 

日時：6月 9日・23日，7月 14日・28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） 

	 6月 9日・7月 14日は調査・観察会（絶滅危

惧種の株数調査など）、6月 23日・7月 28日は

保全作業。いずれも南文化会館（ジョイフル）9：

30集合。事前連絡はいりません。 

＜公開イベント＞ 

★イベント「田んぼの生きもの調査」 

①吉田地域（みなみかぜ田んぼ） 

日時：6月 28日（土）9:30-12:30 

会場（集合）：みなみかぜ地域交流センター（川

越市吉田 204-2）。 

問い合わせ：社会福祉法人健友会みなみかぜ 後

藤（Tel.049-234-8500, Fax.049-239-5646） 

②福田地域（髙梨農園田んぼ） 

日時：6月 29日（日）10:00-12:00 

場所：髙梨宅（川越市福田 439） 

問い合わせ：横山三枝子（Tel./Fax.049-246-931

9）、髙梨耕治（Tel./Fax.049-222-3264） 

③笠幡地域（東洋大学・川越市再生水田） 

日時：6月 29日（日）14:00-16:00 

場所：神明神社そばの現地（川越市笠幡、緯度

35.908922, 経度 139.399254） 

問い合わせ：小瀬博之（hkose＊toyo.jp（＊は半

角@に変換ください）） 

★一般対象イベント「キノコの観察会」 

日時：7月 6日（日）9:30-12:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル）9:30 

講師：大久保彦、稗島英憲 

参加費：100円 

申込：6 月 6 日（金）からかわごえ環境ネット

事務局（Tel.049-224-5866） 

★夏の郊外クリーン活動 

日時：7月 20日（日）9:30-11:30 

場所：①川越警察署前庭からやすらぎのさとま

で、②やすらぎのさとから九十川までを往復、

やすらぎのさとで分別して解散。 

参加方法：参加希望コースを 3日前までに武田

（Tel.090-2521-5770）までご連絡ください。 

	 伊佐沼周辺は、当日荒川右岸用排水組合と地

元自治会、農業団体等で、昨年同様一斉清掃を

します。郊外クリーン活動の輪が広がりました。 

★一般対象イベント「虫の観察会」 

日時：7月 27日（日）9:30-12:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル）9:30 

講師：谷津弘子他 3名 

参加費：100円 

申込：7 月 1 日（火）からかわごえ環境ネット

事務局（Tel.049-224-5866） 

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 

	 （6月 4日と 7月 21日）国営武蔵丘陵森林公

園南口休憩所（入園前受付）10:20 集合、15:30

ごろ終了解散。入園料要、参加費 200円。お弁

当持参。雨天決行。 

◆6月 4日（水）考える会主催 

◆6月 15日（日）公園主催、当会協力 

	 公園南口から入園、園内で受付。10:20集合、

15:30 頃終了解散、入園料要、お弁当持参。雨

天決行。 

	 雑木林の中で初夏の花や昆虫を探してみませ
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んか。15日の観察会のころには、ギンリョウソ

ウの花とも出会えるかもしれません。植物の解

説は、太田先生です。 

◆7月 21日（月）公園と考える会の共催 

	 夏の雑木林で樹液に集まるオオムラサキやヤ

マユリの花を楽しみましょう。昆虫の解説は、

日本野鳥の会東京支部の大塚豊さんです。また、

植物の解説は太田先生です。 

●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） 

◆6月 3日（火）・19日（木） 

◆7月 1日（火）・17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） 

◆6月 8日（日）・7月 13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） 

◆6月 28日（土）・7月 26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。7 月

は百万灯夏祭りに連動して。 

☞「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。 

◆6月 29日（日）9:00-11:00 

	 下流の旭橋右岸たもと集合。上・下流清掃。 

◆7月 27日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川上流部、月吉陸橋下の川左岸空地に

集合、三日月橋から黄金橋付近まで清掃予定。 

☞百万灯夏まつり清掃活動 

◆7月 26日（土）・27日（日）13:30-15:00 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から札の辻まで。

パレードが始まる前にポイ捨てごみ拾い。 

●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 

◆6月 14日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

	 にんじん畑の手入れ、枝豆畑の片付け等。 

◆7月 12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。 
2014年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
6 14 にんじん畑の手入れ、枝豆畑の片付け

等 
7 12 （16:00からの作業）とうもろこし畑

の片付け 
8  （休み月） 
9 13 ブロッコリー、キャベツの収穫 

10 11 大根畑の片付け・ビニールはがし 
11 8 里芋の収穫・芋煮会 
12 13 大根の収穫・ビニールはがし 
1 10（17） 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 
2 14（21） 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 
3 14 雑木林手入れ	 焼き芋・スープ・あそ

ぼうパン 

●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（Tel.049-234-8500[9:00-17:00], Fax.049-239-56

46） 

会場（集合）：みなみかぜ地域交流センター（川

越市吉田 204-2）。 

	 いつからでも、誰でも参加できます。あなた

の関心や興味に合った活動を一緒に見つけまし

ょう。 

☞農作業 

◆毎週火・金・土曜日の午前中（10：00～12：

00）。6 月 3 日（火）、6 日（金）、10 日（火）、

13日（金）、17日（火）、20日（金）、21日（土）、

24日（火）、27日（金） 

	 地域交流センターに集合。農作業は近隣の田

んぼです。
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☞月例会 

◆6月 14日（土）10:00-11:30 

	 今後の予定を決めたり、会員で話題にしたい

ことを持ち寄り話し合ったりしています。 

☞田植え 

◆6月 7日（土）9:00-13:00 

	 詳細はお問い合わせください。 

☞田んぼの生きもの調査 

◆6月 28日（土）9:30-12:30 

	 福田・笠幡地区、かわごえ環境ネットとの連

携による生きもの調査。 

●髙梨農園 

問い合わせ・申し込み：横山三枝子（Tel./Fax.0

49-246-9319）、髙梨耕治（Tel./Fax.049-222-3264） 

☞田んぼの生きもの調査 

◆6月 29日（日）10:00-12:00 

	 吉田・笠幡地区、かわごえ環境ネットとの連

携による生きもの調査。 

●かわごえ里山イニシアチブ 

問い合わせ：増田純一（E-mail: jmasudas＊yahoo.

co.jp（＊は半角@に変換）） 

☞「かわごえ里山イニシアチブ」第 1回総会 

◆6月 28日（土）15:00-17:00 

場所：みなみかぜ地域交流センター会議室 

	 生物多様性を活かした有機稲作により、田ん

ぼに生きものの賑わいを取り戻す里山運動を推

進する「かわごえ里山イニシアチブ」の第 1回

総会を行います。趣旨に賛同いただける方、興

味のある方はどなたでも参加できます。 

●小畔川の自然を考える会 

問い合わせ：賀登環（Tel.049-234-9366） 

☞魚類調査（川に入って手網・投網で調査） 

◆7月 20日（日）10:00-12:00 

場所：小畔川水辺再生地点（旧霞ヶ関北小前の

親水ゾーン） 

●東洋大学環境コミュニケーションゼミ 

問い合わせ・申込：小瀬博之（E-mail: hkose＊t

oyo.jp（＊は半角@に変換）, Fax.049-239-1532） 

☞「こもれびの森・里山支援隊」発足記念観察会 

◆6月 14日（土）13:00-15:00 

集合：13:00川越キャンパス 

観察場所：東洋大学川越キャンパスこもれびの

森並びに大越記念庭園 

申込：6月 11日（水）までに氏名、住所、連絡

先（メールアドレス、電話番号）を小瀬博之（k

omorebisatoyama@gmail.com、Tel./Fax.049-239-1

532）までお知らせください。 

参加費：無料 

隊員募集：観察会の際に詳しい要項をおしらせ

します。今後、ブログでも情報発信します。 

http://ameblo.jp/komorebi-satoyama/ 

	 地域の方々が 100年以上守ってきた川越市内

の林 28.5ha を 1958 年に東洋大学が川越キャン

パス用地として取得しました。それから 56年目

の 2014年、大学と市民の協働による新たな森づ

くりが始まります。 

	 次回は 7月 12日（土）9:30-15:00の会合・作

業予定です。詳しくは次号でおしらせします。 

☞田んぼの生きもの調査（笠幡水田再生プロジ

ェクト） 

◆6月 29日（日）14:00-16:00（既述） 

	 吉田・福田地区、かわごえ環境ネットとの連

携による生きもの調査。 

☞サマースクール 2014 in川越キャンパス「大

学の森で生きもの観察」 

◆7月 26日（土）6:30-10:30（予定） 

	 小中学生対象に実施（付添含まず定員 20名）。

小瀬が担当。申込 6月 27日（金）必着（申込多

数の場合抽選）、申込方法等、詳細は大学ホーム

ページ（http://www.toyo.ac.jp/site/sce/49255.html）。 

●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・
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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） 

◆6月 8日（日） 

	 カルガモは 10羽ぐらいのひな連れ、カイツブ

リは背中におんぶしたひな連れが見られます。

コアジサシは空中からダイビングして餌の魚を

捕え、黒いしゃれた衣装のバンは首を前後に振

りながら泳ぎます。来月に花を咲かせるハスも

芽を出しました。 

◆7月 13日（日） 

	 ハスの花が咲きだしました。親の背に乗って

いたカイツブリの雛は、自分で餌の小魚を捕る

ように親に仕込まれます。もう親から餌がもら

えません。夏になり暑いですが、鳥たちは元気

です。暑さに負けないで観察しましょう。 

●第 16回アースデイ・イン・川越実行委員会 

問い合わせ：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 

☞実行委員会 

◆6月 10日・7月 8日（火）19:00-21:00 

場所：中央公民館 

	 10月 5日（日）に開催する 2014アースデイ・

イン・川越 立門前に向けて毎月第 2火曜日に実

行委員会を開催しています。

 
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。 

	 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。 

	 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 7月

号（No.093，7月 1日発行予定）の掲載原稿は、

6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@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。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 
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イベントカレンダー（6月 4日〜7月 26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 

6/4 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

6/5 
★9:30ゼフィ
ルス調査 

6/6 
◎10:00農作業
（みなみかぜ）

●17:00アジ
ェンダ勉強会 

6/7 
◎9:00田植え
（みなみかぜ） 

6/8 
★午前 川の
一斉水質調査 
◎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 

6/9 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地調査・観

察会 

6/10 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
◎19:00アース
デイ実行委員会 

6/11 6/12 6/13 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

6/14 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 
◎13:00こもれび
の森・里山支援隊 

6/15 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
○本誌 7月号
投稿締切 

6/16 6/17 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/18 
◆9:00広報委
員会 

6/19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/20 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/21 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/22 6/23 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地保全作業 

6/24 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/25 
◆15:00理事会 

6/26 6/27 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
○東洋大学サマ

ースクール申込

締切（必着） 

6/28 
◎9:30田んぼの
生きもの調査

（みなみかぜ） 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎15:00かわ
ごえ里山イニ

シアチブ総会 
6/29 
◎9:00川の国
応援団 
◎10:00田んぼ
の生きもの調査

（髙梨農園） 
◎14:00田んぼ
の生きもの調査

（笠幡水田） 

6/30 7/1 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/2 7/3 7/4 
●17:00アジ
ェンダ勉強会 

7/5 

7/6 
★9:30キノコ
の観察会 

7/7 7/8 
◎19:00アース
デイ実行委員会 

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

7/12 
◎9:30こもれび
の森・里山支援隊 
◎16:00おいしく
楽しく農業体験 

7/13 
◎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 

7/14 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地調査・観

察会 

7/15 
◆16:00広報
委員会 
○本誌 8月号
投稿締切 

7/16 7/17 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/18 7/19 
★10:00【出展】
エコプロダク

ツ川越 2014 

7/20 
★9:30夏の郊
外クリーン活動 
◎10:00魚類
調査 

7/21 
海の日	 

◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会	 

7/22 7/23 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:00理事会 

7/24 7/25 
●17:00アジ
ェンダ勉強会 

7/26 
◎6:30東洋大学サ
マースクール 
◎13:30百万灯
夏祭り清掃活動 
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