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我が家のソーラーパネルによる 
発生発電量と買電電気量 

 

 
子どもたちといっしょに落ち葉集め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 今度新しく副理事長になりました。広報委員長も兼任いたしますので歴代の先輩

と比べて力が発揮できるのか不安はあります。力不足は皆さんの叱咤激励で乗り切

ります。 

	 理事になって 2 年間、部会と理事会との意思疎通に努力してきましたが、これか

らの 2 年間は会員の目線を持ち続けて、会員と理事会との架け橋になりたいと考え

ています。 

	 今、環境問題は皆の関心外に置かれていますが、待ったなしの温暖化防止をみて

も環境を考えない経済は発展することができない社会になっているのは自明なこと

です。これと正面から向き合うのか目をそらすのかは未来への責任につながります。 

	 私は、2年前から屋根にソーラーパネルを市の補助で設置し発電しながら、在来の

つる植物を伸ばして緑のカーテンをつけて節電も心がけています。そして雨水を地

下貯水槽に蓄えて家庭菜園の水源にして節水と健康野菜を栽培しています。また地

域では、循環型農業を手助けしながら雑木林を保全し、林の生き物の多様性を見続

け、子どもたちの体験型エコ活動を一緒に楽しく指導しています。これらの体験を

活かしながら実践的に自分を変える努力を続けていきたいと考えています。 

	 人間の脳は成長がストップしてもニューロンというネットワークを増やすことで

高度な機能を築き上げて進歩してきました。このようにネットワークは参加する人

や活動が増えれば累乗的に活動が活性化する特徴をもっており、マイナーな環境行

動をメジャーにする希望があります。 

	 歴史あるかわごえ環境ネットを次世代に引き継ぐために、地域からの目線で川越

の環境を考えつつ、その責任を自覚し努力いたしますのでよろしくお願いします。 

かわごえ環境ネット副理事長	 過昌司 
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川越の自然を訪ねて（22）チョウの紹介（その 2）シジミチョウ

 
ウラギンシジミ 

 
ウラナミアカシジミ 

 
ヤマトシジミ 

	 チョウの区分は 5つのグループに分かれてい

ますが、今回はシジミチョウ科について紹介し

たいと思います。 

	 シジミチョウ科のチョウはほとんどが、はね

を開いても 30mm に満たない小形のチョウで、

可憐な種が多いです。一般に熱帯～亜熱帯の種

は尾状突起をもち、温帯～寒帯の種は草原性で、

尾状突起がなく、雄が青くきらめく表面をもつ

グループが多いのです。 

	 主なグループはふつう 9つの亜科に分けられ

ますが、日本にはカニアシシジミチョウ亜科、

ウラギンシジミ亜科、ミドリシジミ亜科、ベニ

シジミ亜科、ヒメシジミ亜科の 5つのグループ

が知られています。 

1.シジミチョウ科の分類と色彩・生息場所 

（1）カニアシシジミチョウ亜科のグループに、

日本ではゴイシシジミ 1種類のみ。（2）ベニシ

ジミ亜科のグループに同じくベニシジミ 1種類

のみ。（3）ウラギンシジミ亜科のグループに同

じくウラギンシジミ 1種類のみ。（4）ヒメシジ

ミ亜科のグループには、ヒメシジミ、ウラナミ

シジミ、ヤマトシジミ、クロシジミ、ルリシジ

ミ他、主に草原にすみ、雄の表面がブルーに輝

くチョウは多い。（5）ミドリシジミ亜科のグル

ープにはミドリシジミ、アカシジミ、ウラナミ

アカシジミ、ミズイロオナガシジミ、トラフシ

ジミ他、おもに森林にすみ、雄の表面が緑や青

紫に輝く種類が多く、雄と雌の色彩の違うもの

が多い。 

2.シジミチョウ科の生活スタイル 

（1）卵：背の低いまんじゅう形で、表面には、

彫刻をした様な細かい隆起があり、拡大して見

ると美しさが楽しめます。 

（2）幼虫：頭が小さく、扁平でずんどうなワラ

ジ形をしている。蜜を分泌する腺があり、アリ

類が集まる。食性も変わっており、アブラムシ

やカイガラムシを食べる食肉性の種もあり、食

植性の種でもアリと共生関係をもつものがいま

す。 

（3）さなぎ：ずんぐりとしただるま形で、木の

蜜や、樹皮などに糸をかけて体を固定します。

（帯蛹）雄と異なり雌は腹部が太めです。 

3.ゼフィルスと呼ばれるチョウ 

	 ゼフィルス（ラテン語で西風という意味）と

美しい名で呼ばれているチョウたちはミドリシ

ジミ亜科のグループのものが多い。ウラゴマダ

ラシジミ、アカシジミ、ウラナミアカシジミ、

ミズイロオナガシジミ、ミドリシジミ、オオミ

ドリシジミ他。きらめく華麗なはねをもつもの

が多く、日本のチョウの中でも特に注目され多

くのファンがおります。 

	 今回は小形の西風の妖精が仲間にいるシジミ

チョウを紹介しました。 

（猪俣昇） 
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新理事の抱負
	 本会は、5月 24日に役員が改選され、13名の

理事による新しい理事会が発足しました。それ

ぞれの理事に抱負を 100字程度で書いていただ

きました。今後ともよろしくお願いいたします。 

＜理事長＞ 

・	 小瀬博之［個人］： 2000 年の設立当初から

理事を務め、今年で 14年、理事長になって

から 10年となりました。広報委員会の編集

担当を主に担当しながら、職場である東洋

大学では水田再生とキャンパスの里山再生

に取り組んでいます。 

＜副理事長＞ 

・	 過昌司［個人、新任］（広報委員長、自然環

境部会担当）：（本誌に巻頭言を掲載） 

・	 横山三枝子［民間団体（福原ファームクラ

ブ）］：これから 2年間副理事長を務めます。

「ネット」の名前の通り、他団体や個人会

員の方々と協力して「環境」によいと思わ

れる事を楽しく活動できたらと願っていま

す。まずは、つばさ館での「エコプロダク

ツ 2014」（7/19）から参加してみませんか？

当日協力者募集中。 

＜理事＞ 

・	 安藤裕貴［個人］：かわごえ環境ネットの中

でも若い人は私だけですが、若い方がネッ

トに関心や入会などを勧める同時に、川越

市内の環境のことを知ってもらえるように

がんばっていきたいと思います。 

・	 菊地三生［個人］：2 年前に理事になり今回

2期目となります。1期目は各部会・委員会

や各行事に参加し経験を積ませていだきま

したが、これからは他の理事の方々と一緒

に「かわごえ環境ネット」をより一層魅力

あるものにし、新規の会員を増やしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

・	 二見正憲［個人、新任］：理事になって実践

したいこと：①理事会に毎回参加する。②

会員が催し物に参加する呼び水を考える

（現在１〜2割なので、この 1年間様々な催

し物に参加し、参加できる条件を考え、来

年は、具体的な方法を提案する）③かわご

え環境ネットを PRする。（無理なく）5月 2

5日埼玉県土地水政策課主催の「水のふるさ

と応援団」（会場：下久保ダム周辺）に参加

し、PR しました。（下久保ダム管理事務所

に色紙が置いてあります）。他にもやれるこ

とがありましたら、追加したいと思います。 

・	 村上正明［個人］：私は今年古希を迎え長老

の仲間入りでしょうか。古参の名物理事が

退任され、まだやっているのかと言われそ

うです。新任の理事のみなさんもいろいろ

な分野で活動された強者のように思えます。

足手まといにならないようがんばっていき

ます。 

・	 飯島希［民間団体（こどもの根っこを育て

る会）、新任］：5,6歳の未就学児にむけて自

然体験をしています。かわごえ環境ネット

の理事を務めるこれからの 2 年間、もっと

自然体験ができる川越在住の子どもたちを

増やす仕組みづくりに励みたいと思います。

 よろしくお願いします。 

・	 金子晃［民間団体（川越	 巨樹・古木の

会）］：昨年は、かわごえ環境ネットでの働

きが少なくて心苦しく感じています。会員

交流を進めることの一つとして、みなさま

の環境活動をお聴きし、紹介する活動を再

開したいと思っています。突然の訪問お電

話をいたしますが、ぜひお相手していただ

ければ幸いです。かわごえ環境ネット理事

の古木となってしまいましたが、毎年若芽

を出して生き続ける古木・巨樹で活動いた

します。 

・	 鎌田政稔［民間団体（川越ワイズメンズク

ラブ）、新任］：今期から理事を務めること

となりました。長年「アースデイ・イン・

川越」に携わっています。今年も 10月 5日

（日）に蓮馨寺をメイン会場として開催い

たします。会員のみなさまの積極的な参加
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をお願い申し上げます。新米の理事です。

ご指導をいただき一生懸命活動してまいり

ます。 

・	 原嶋昇治［民間団体（南小畔親水クラブ）］

（社会環境部会代表）：2007年より理事の一

員となり、2009 年より社会環境部会の代表

を務めており、活動の活性化に注力してき

たつもりですが、振り返ってみると満足で

きる成果が上がっているように思われませ

ん。なんとかこの 2 年間、部会の活性化と

ともに理事の一人として、かわごえ環境ネ

ットの活動を盛り上げられるように努めて、

飛躍の一旦を担えるようにしたいと考えて

います。 

・	 箕輪信一郎［行政（川越市）］：この 4 月か

ら市の環境政策課長を仰せつかっておりま

す。実は、かわごえ環境ネット設立の際に

事務局を担当していたのですが、自分がそ

の理事になるとは何とも感慨深いものがあ

ります。よろしくお願いいたします。 

・	 石川一男理事［事業者（川越環境保全連絡

協議会）］は、次号に掲載します。  

かわごえ環境ネットの活動報告

6月のゼフィルスを求めて 自然環境部会

 
ポピーの咲く広場での調査の様子 

6月 5日町の観察会調査結果 
! " 

����� �����

���� ������


	������

�����

�	��� ����	�

���	�

����� ���������

�����

������	���  
	 6 月 5 日	 西風の使者－ゼフィルスを捜しに

安比奈親水公園でチョウの観察会をモニタリン

グ調査もかねて 9名の参加で行いました。梅雨

入り間近の時期に雑木林や河畔林に依存する小

型のチョウを捜しました。しかし、チョウにと

って大敵の雨がポツリポツリと落ちてきます。

こんな天気でも元気なのはモンシロチョウです。

雨のあたらない林の裾を歩きながら目を皿にし

て捜しますが、チョウは隠れたのか見当たりま

せん。楽しみは今が旬のクワの実を網でとり食

べると懐かしい味です。口と手が紫色になる難

点はありますが。 

	 樹液の出る木の幹にヒカゲチョウが 2種類。

竹林に囲まれた小さな畑にはヤマトシジミ、竹

林を抜けて畑近くで探しますがモンシロチョウ

のみでチョウに動きはありません。ここから戻

ると雨がやんだので、ポピーが咲いている広場

でチョウを捜すことにすると、ベニシジミ、川

そばではウラナミヒメジャノメやナミアゲハを

見つけることができました。カワニナの生息す

る湧水の川に沿って歩いてくると最後にスジグ

ロシロチョウが見つかりました。 

	 会員講師の猪俣氏によると 6月にはアカシジ

ミ、ミズイロオナガシジミが見られたのことで

天候に恵まれなかったのが一番悔やまれます。 

	 ここから雨が再び降ってきたので、観察され

た 9種類のチョウを確認して、10月に再度チョ

ウ観察をすることを約束して終わりました。 

（過昌司）
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地道な努力は報われます－日本水環境学会関東支部からの表彰

 
小川かおる関東支部長から表彰を受ける過副理事長 

	 関東 11都県内で水環境保全に有益な調査、保

全活動、環境学習などを行った団体・個人を日

本水環境学会関東支部が有用性、公共性、継続

性等を選考基準にして毎年の総会で表彰してい

ます。 

	 今年は、かわごえ環境ネットは 15年にわたる

活動で河川や湧水の水質調査および魚類調査を

行い、その保全活動を継続して取り組んできた

ことが評価されて「水環境保全活動奨励賞」を

受賞することになりました。授賞式は 6月 7日

に御茶ノ水の日本大学理工学部で行われ、小

瀬・過の正副理事長が出席し、日本水環境学会

関東支部の小川かおる支部長から賞状が授与さ

れました。 

	 受賞の理由は、①15年間にわたる熱心な活動。

②水質および生き物の調査と保全活動。③河川

および周辺の清掃活動などが評価されたもので、

多くの会員のみなさんが活動に参加された努力

の賜物と感謝しております。 

	 このほかに、埼玉県の「川の国応援団」に「水

環境保全活動特別賞」が授与されました。そし

て受賞講演は水環境を中心に「かわごえ環境ネ

ット 15年の活動」を紹介しました。 

	 私たちが普通に行っている活動も積み重なる

と多くの人に励ましを与えることに気づかせて

くれました。     （小瀬博之・過昌司） 

雨の中の「川の一斉水質調査」

 
増水した小畔川（精進場橋） 

 
入間川での採水の様子（初雁橋） 

 
水質調査の様子

	 6 月 8 日（日）午前に全国で行われる身近な

水環境の一斉調査に合わせて、川越市内の川の

水質調査を実施しました。 

	 梅雨に入っていきなりの大雨。小降りになっ

た時に川に採水に行き、北公民館に持ち込んで

の測定です。川は 3日間の雨で増水しており、

色は薄茶色でした。川岸の土手に生えている草

はなぎ倒されており水流の多さを示しています。

新河岸川ではふだん見られる鯉もどこかに隠れ

ていて見当たりません。また、この時期は干上

がっている不老川に川幅いっぱい水が流れてい

ました。 

	 雨で増水しているなど条件の悪い中で、新河

岸川水系では 7名、荒川水系では 4名が調査に

参加して採水し、北公民館まで足を運んで検査

しました。今年は電気伝導度計を新たに購入し

たので、分析がスムーズに終わることができま

した。当初 32か所の測定を予定していましたが、

大雨後で測定できない箇所が小畔川、入間川に

多く、19か所での実施となりました。また、大

雨のために見た目の水質はとても濁っていまし

たが、CODは低い値になりました。 

	 この結果は、それぞれの水域団体に報告して

全国でまとめて水環境の改善資料として活用さ

れます。雨にもマケズに協力いただいたみなさ

んに感謝いたします。 （小瀬博之・過昌司）
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今年度未調査・調査不能箇所
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×
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×
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水質調査の結果（2014年 6月 8日）【印刷版に誤りがありましたので修正掲載しました】

会員・流域の活動報告

新河岸川流域川づくり連絡会の報告

 

 
今年 2月の仙波小学校での発表会 

	 この連絡会は荒川下流河川事務所が“国、都

県、区市町、市民等が連携した流域一体での「い

い川づくり」の実現に向けて、総合治水対策や

健全な水環境再生、また多自然川づくり等の視

点から「いい川づくり」への理解・意識の向上

を流域全体で推進すること”を目的にして結成

されました。このように行政と一緒のテーブル

で話し合うこの会には、かわごえ環境ネットが

会員になっている新河岸川水系水環境連絡会が

参加しています。 

	 昨年度、川越市仙波小学校で実施した「川で

つながる発表会」、年 4回の勉強会、流域新聞“里

川”の発行および流域内で行われる川まつりな

どの情報を提供するなどの活動を展開していま

す。 

	 今年度になっての初めての交流会ですが、①

川でつながる交流会を 11 月に実施したい。（4

案が提示された）所沢市の東川を第 1候補に調

整する。②活動の情報提供のお願い。③勉強会

が行われました。 

	 勉強会では法政大学の小寺浩二教授が全国一

斉水質調査で行われる水質分析と水中に含まれ

るイオンを用いてその川の水質判断ができます

（シュティフダイアグラムと言います）。武蔵野

台地から湧き出る湧水には畑から浸透した肥料

成分が検出され、特に新河岸川ではその傾向が

現われています。今回はかわごえ環境ネットで

イオン分析のサンプリングの手伝いをしました。 

（過昌司）
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認定 NPO環境ネットワーク埼玉年次総会の報告
	 認定NPO法人環境ネットワーク埼玉の平成 2

6年年次総会が 6月 21日（土）に埼玉会館で開

催されました。 

	 同団体は平成 17 年に地球温暖化防止をはじ

めとして環境保全活動を推進するために設立さ

れ、かわごえ環境ネットも会員になっています。 

	 総会の前に、埼玉大学大学院理工学研究科准

教授の深堀清隆氏が「身近な風景のコミュニテ

ィを再考する」との演題で記念講演を行いまし

た。 

	 総会は前年度の事業報告・決算と本年度の事

業報告・予算が承認され、今後 2年間を担う役

員の選任が行われ閉会、その後会員各団体の活

動報告が行われ、月刊かわごえ環境ネット 6月

号を参加者に配布し、活動を紹介してまいりま

した。            （菊地三生）

 
記念講演会 埼玉大学 深堀清隆准教授 

 
総会	 秋元事務局長の報告 

 
選任された役員の方々

吉田・笠幡・福田 3地区田んぼからの報告

 
トレイを自ら片付ける子どもたち

 
バケツ稲の田植え 

 
バケツ稲の田植え 

 
雨の中の田植え 

吉田地区（みなみかぜ田んぼの会・社会福祉法

人健友会みなみかぜ地域交流センター圃場） 

	 6月 7日（土）、5年目の田植え。みなみかぜ

田植えは毎年雨の中、もちろん今年もでした。4

月 26日の種まきから 43日目掛けて田んぼの一

角で育ったポット苗（成苗）、今年始めての昔な

がらの「苗とり」実験での苗を植えつけます。 

	 今年は 5月の大雨の影響・被害を受け、計画

の半分の苗となってしまい、協力農家の三村農

園の応援をいただくこととなり、手植えは約半

分（1反）となりました。田んぼの会会員約 50

名、幼児から高齢者まで協力して行いました。

残りの 1反は後日、三村農園さんの機械植えで

完了しました。 

	 6 月 15 日（日）、特別養護老人ホームに住ま

いする高齢者の方たちと田んぼの会会員で『バ

ケツ稲（ミニ田んぼ）田植え』が行われました。

4 月に種まきも一緒に行い、施設の中でこれか

ら秋の実りまで職員さんと一緒に育て見守って

いきます。
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	 6 月 20 日（金）、地域交流センター園庭にホ

タル現る!。私たち田んぼの会は 4 月 19 日に近

隣の方が飼育しているホタルの幼虫、カワニナ、

タニシを園庭ビオトープに放流しました。約 2

カ月後育ったホタルは飛び立ち仲間を求めて光

を放っています。夜空の星と一体となったり、

稲の間で点滅している光、幻想的な風景を思い

浮かべ、今度は地域全体に舞う姿、里山を再生

して、生きものを活かした米つくり、田んぼつ

くりに励みたいと思いました。（田崎愛知郎） 

	 
初田植え	 スタートライン	 

	 
シマヘビの子どもかな？

福田地区・髙梨農園田植え報告 

	 5月 31日（土）福田地区髙梨農園の田んぼで

「手植えによる田植え」をしました。参加者は

初雁幼稚園の園児と家族 49名、協力者 10名で

す。髙梨さんの妹及川さんの指導で 1反の田ん

ぼに入ります。「イヤダ、イヤダ。」と泣き叫ぶ

園児もいてスタートまでがひと騒動です。前も

って用意した印づきのロープを田んぼ両端に張

り、横一列で初めての田植えが始まりました。 

	 好天に恵まれ上半身裸になって、泥を塗りつ

けて田植えする小学生や時間が経つにつれてス

ピードアップするお父さん、小さな手で一生懸

命苗を沈める園児などが「下がってくださぁい」

のかけ声で動きます。この作業は、途中水分補

給の時間を取りながら約一時間で終わりました。 

田んぼに入らない子どもたちは、シートを引い

た木陰で遊んでいます。 

	 初雁幼稚園は、園児数が 43人とこぢんまりと

した園なので保護者同士が仲良く、自分の子ど

もだけでなく年上の子ども、年下の子どもの名

前を知っていて全体がやさしい雰囲気に包まれ

ています。「初田植え」の後は髙梨農園からサプ

ライズで耕福米のおにぎりと豚汁の差し入れが

あり、みんなでおいしくほおばりました。また、

田植えの途中から水路や草むらで虫探しをして

いた小学生達は、食後も田んぼの周りで「生き

もの探し」をしていました。次回（6/29）「どん

な生きものに出会えるのか楽しみだな。」と思わ

せる光景でした。      （横山三枝子） 

 

笠幡地区（田んぼの生きもの調査速報） 

	 東洋大学エコキャンパスプロジェクトの一環

で、川越市農政課、地元農家、市民有志との協

働による「笠幡水田再生プロジェクト」に取り

組んでいます。私たちは生きものと共生する田

んぼづくりをめざしています。 

	 5月 31日の田植えからほぼ 1か月となる 6月

29日（日）に田んぼの生きものたちをみんなで

探し、田んぼの環境診断チェックをしました。

参加者は学生 7名、教員 1名、市民 5名、指導

者 2名の計 15名でした。 

＜実施概要＞ 

・日時：2014年 6月 29日（日）13時 00分〜1

4時 30分 

・作業場所：埼玉県川越市笠幡の水田 

・作業内容：水田に棲息する生きものを探して



月刊 かわごえ環境ネット	 2014年 7月号	 No.093 

- 9 - 

チェックし、採点する 

・講師・指導：林鷹央さん・徳永亜由美さん（生

きもの係） 

・主催：川越エコキャンパスプロジェクト（総

合情報学部環境コミュニケーションゼミ） 

・協力：かわごえ環境ネット、かわごえ里山イ

ニシアチブ 

	 本号では速報として写真と概要を実施概要を

お伝えしました。詳しい内容は東洋大学ホーム

ページに掲載しましたのでご覧ください。 

http://www.toyo.ac.jp/site/ecocampus/51663.html 

	 また、本誌では6月28日に実施した吉田地区、

6月 29日午前に実施した福田地区の結果ととも

に 8月号でおしらせします。  （小瀬博之） 

 
林鷹央さんの話を聞いて調査の準備 

 
畦畔沿いで網をすくう 

 
グループ別に生きものを分類

ロープで木登り TREE＋ing! 福原ファームクラブ（番外編）

 
9人が上っているところ 

（ぜひWeb上の PDFでカラー写真をご覧ください） 

	 爽やかな風が吹いた 5月 25日（日）に福原フ

ァームクラブが 1～3 月に手入れ協力をさせて

いただいている山口さんの雑木林で「ロープで

木登り TREE+ing!」を実施しました。参加者（5

才から 40才近く）は近隣の 9家族です。 

	 この企画は、雑木林の持ち主が木登りの講座

を受け、「楽しいので子ども達に体験させてあげ

たい。」との思いから実現したことです。指導は

ツリーマスタークライミングアカデミー（tree

master.jp）の藤田氏と秋山氏にお願いしました。 

	 ちょっと斜めになった大きな枝のあるヤマザ

クラに 10本のロープが下がり、二股に分かれた

所にはハンモックが設置されています。登り方

の指導を受けて、スルスルと登っていきます。

「手を離して後ろに倒れて」なんて怖い指示に

も果敢に挑戦するお母さんたち。冬の間の落ち

葉掃きしかしたことのない私たちにとって、ロ

ープ一本の空中浮遊は未知との遭遇です。下で

見ている方も「気持ちよさ」が伝わってきて大

満足の一日でした。この時期のファームクラブ

は、農地の片づけ等で雑木林に来ることがなか

ったので、驚くとともにあまりの気持ちよさに

ただただ雑木林に感謝し、「守って行かなくて

は」の思いを強くした次第です。 

	 この雑木林は「ふくはら子どもエコクラブ」

も活用していますが、（仮称）川越森林公園計画

地とともにもっともっと雑木林の意義を知って、

手入れや農業支援などに参加する人が増えてほ

しいものです。       （横山三枝子）
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川越市からのおしらせ

平成 26年度苗木配布事業 環境政策課

	 7月 19日（土）午前 11時 00分から、環境プ

ラザ「つばさ館」（エコプロダクツ川越 2014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・イチジク・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 10時から行います。

 

気温観測調査の参加者募集 環境政策課

	 川越市では、平成 26年度川越市市民環境調査

の一環として、市内の気温観測調査を実施した

いと考えています。 

	 地球温暖化対策や、ヒートアイランド現象の

緩和策が積極的な拡がりをみせるなか、市内に

おける夏季一定期間の温・湿度をさまざまな条

件のもとで計測し、熱中症対策、アメニティの

確保、エネルギー需要の増加に対する取り組み

等に役立てていきたいと考えます。 

	 つきましては、気温観測にご協力いただける

方を募集します。 

【日時】 

 8月 4日（月）～8日（金） 

 午後 2時と午後 8時の 1日 2回 

【場所】自宅周辺の数か所 

【方法】温・湿度計による測定 

※計器は、事務局から貸与します。 

【申込み】7月 3日（木）より、川越市役所	  

環境政策課	 電話（049-224-5866）にて受付。 

※お申込みいただいた方は、後日説明会にご

参加いただきます。 

 

理事会・専門委員会からの報告 
理事会

	 第 4 回理事会を 6 月 25 日（水）15:00-17:00

に、川越市役所地階修養室において開催しまし

た。主な議事は次のとおりです。 

①7月 19日（土）に開催されるエコプロダクツ

川越 2014の申込内容、出展内容、当日の対応等

について確認した。 

②飯島委員から提案のあった幼児向け環境教育

プログラム作成委員会の設置が承認された。組

織体制を今後検討していく。 

③環境月間ポスターコンクールにおいて「かわ

ごえ環境ネット賞」を創設することにした。横

山・過の両副理事長、二見理事の 3名で応募内

容を確認して賞の候補 3点以内を選定する。賞

状と副賞を贈呈する。 

④市民からの問い合わせに関して、回答を検討

した。           （小瀬博之） 

 

社会環境部会

	 6 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。 

	 検討議題としては、7月 19日のエコプロダク

ツ川越の準備と意見交換、確認事項の打ち合わ

せをしました。 

	 当日実行することになったボカシ作りについ

て、6月 10日に事前に試作したボカシ作りを参

考にして当日必要な物や材料手配など詳細な検

討をしました。1 回 8 名参加で 6 回を行うこと

となりました。他にパネルの展示、廃油石けん
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作り、アクリルたわし作り、野菜の販売などを

予定しています。 

	 その他、7月 20日郊外まち美化の推進、9月

6日の環境施設巡りの詳細が決定しました。 

	 今回より定例会の議事進行、報告は部会員全

員交代で取り組むことになり、初回は井口が担

当しました。（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：井口吉三郎） 

自然環境部会

	 6月定例会は福田ビル 3階にて 13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	 5

/26（月）13名参加、6/9（月）13名参加 

	 「武蔵野ふれあいの森」の選択的草刈り、ヤ

マユリ・ツリガネニンジンなどの保護。調査で

はシャクジョウソウ 10株、オオバノトンボソウ

100株ほど。 

・池辺公園	 6/3（火）8名参加	  

・ゼフィルス観察会 6/5	 9名参加	 雨もようで

ゼフィルスは出なかったが、9種ほど観察。 

②エコプロダクツ 7/19の取組 

・ビオトープ見学を担当する、子ども夏休み研

究相談コーナー 

③かわごえの環境（No. 8）の執筆について 

（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
	 6月 6日（金）17:00-19:40に、第 3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 8名でした。 

	 主に、平成 25年度版「かわごえの環境（第 7

号）」から、環境の現状と推移を確認しました。 

	 エコファーマーの現状（現状で 120人）、ごみ

処理と分別回収、リサイクルについて（家庭か

らの剪定枝を分別回収するのは難しい）、環境基

準の現状確認（水質の環境基準を達成するのは

難しい）、雑木林等の保全（市民との関わりを持

つような使用の必要性）、市民啓発（カウンセラ

ー／アドバイザーの支援、市民に対する取組の

アフターケア）などが話し合われました。 

	 次回は 7 月 4 日（金）17:00 より同所で開催

されます。また今後、全体の議論をする機会が

必要ということで、パネルディスカッションの

開催を検討します。 

	 なお、詳しい議事内容は、次の URLに掲載し

ています（http://wiki.kawagoekankyo.net/）。 

（委員長	 小瀬博之）

 

おしらせ 
【トピック①】エコプロダクツ 2014川越にようこそ	 －7月 19日（土）つばさ館にて－

 
昨年のかわごえ環境ネットブースの様子 

	 今年で 2回目の開催となる川越市主催の環境

イベント「エコプロダクツ川越」が、7月 19日

（土）10:00-15:00に環境プラザ「つばさ館」（川

越市鯨井 782-3）で開催されます。 

	 昨年は手さぐりの参加で準備が不十分でした

が、今年は実行委員会（委員長：横山副理事長）

を結成して、4月から取り組んできました。 

	 かわごえ環境ネットの中では、この意義がま
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だ浸透されていないと思われますが、川越の環

境や自然について考えてもらう機会となってい

ます。また、自分たちの活動を評価する場にも

なっています。そして、本会で取り組むことで

ネット組織の特性を生かした活動にもなります。 

	 今回は、ネット網を利用して、（仮称）川越森

林公園計画地で昆虫に詳しい須賀氏から標本の

貸与を受けて展示する予定です。夏休みの子ど

もたちの自由研究の相談にのるアドバイザーに

渡辺氏、また、間伐材から箸を作ったり、水環

境を守るアクリルたわしを作ったり、EM ボカ

シを作ったりする体験コーナーを設けました。 

	 今回の目玉は、なぐわし公園の湧水池を利用

した湧水探訪です。自然再生のモデルケースで

工事が進んでおり、豊かな湧水で生き物の多彩

な環境を作ります。その遷移過程を見学できま

す。 

	 今年の展示や体験内容（予定）は 

1. 本会の活動を紹介するパネルの展示 

2. 環境保全 

 ・EMのボカシ作り（社会環境部会） 

 ・アクリルたわし 

 ・キャンドルづくり（使用済みのウエディン

グロウソクの再利用） 

 ・天ぷら廃油を使った石けん作り 

 ・環境家計簿（松岡さんの指導） 

 ・ミミズを用いた土壌の改良 

3. 生物多様性 

 ・間伐材を用いたハシづくり（本会会員） 

 ・湧水探訪（なぐわし公園で本会会員による

説明） 

 ・雑木林の昆虫の標本展示 

 ・夏休み自由研究相談（渡辺先生、本会会員） 

	 空気ロケット作り。 

なお、パネル展示などを希望される方は実行

委員会にご相談ください。7月 18日（金）に事

前準備を行います。関係者は 10時に環境プラザ

「つばさ館」へ集合してください。 

（実行委員長	 横山三枝子） 

【トピック②】環境施設巡り（バスツアー）のお知らせ 社会環境部会

	 環境学習の一環で、茨城県つくば市の筑波宇

宙センターを視察し地球環境について考えます。

併せてアサヒビール茨城工場の環境対応の状況

を視察いたします。ぜひご参加ください。 

・日時：9月 6日（土）（雨天決行） 

・スケジュール：7:50 川越駅西口 300m 先の暫

定広場に集合、8:00 出発、18:30 川越駅西口

帰着予定 

・行先：JAXA 筑波宇宙センター（ロケットコ

ースの体験）、アサヒビール茨城工場 

・定員：先着 30人 

・参加費：2,000円（小中高生 1,000円） 

・申込：8月 1日（金）9時より電話で川越市環

境部環境政策課にお申し込みください。電話

049-224-5866 

（担当：社会環境部会	 菊地、高橋）

JAXA筑波宇宙センター（同センターWebサイトから引用） 
http://www.jaxa.jp/about/centers/tksc/ 

 
 

アサヒビール茨城工場 
（同社Webサイトから引用） 

http://www.asahibeer.co.jp/factory/bre
wery/webform/
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かわごえ環境ネット主催・関連行事一覧（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

●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 4回） 

日時：7月 4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 

＊次回（第 5回）7月 25日（金）17:00-19:00  

●社会環境部会（2014年 7月度） 

日時：7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（2014年 7月度） 

日時：7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 

＊会員ならばどなたでも参加可能 

◆広報委員会（2014年 7月度） 

日時：7月 15日（火）16:00-17:00 

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：8月 21日（木）9:00-10:30 

◆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 7C会議室 

＊次回：9月 26日（金）9:00-10:00 

◆理事会（2014年度第 5回） 

日時：7月 23日（水）10:00-11:30 

場所：川越市役所 7C会議室 

＊次回：9月 26日（金）10:00-12:00 

全体行事 

★エコプロダクツ川越 2014【トピック①・出展】 

日時：7月 19日（土）10:00-15:00 

場所：環境プラザ「つばさ館」 

（川越市鯨井 782-3） 

参加方法：直接会場 

＊詳細：川越市ホームページ（http://www.city.k

awagoe.saitama.jp/www/contents/1369187623378/） 

★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。 

社会環境部会主催行事

★環境施設巡り（バスツアー）【トピック②】 

日時：9月 6日（土）8:00-18:30（雨天決行） 

集合：7:50川越駅西口 300m先の暫定広場集合 

行先：JAXA 筑波宇宙センター（ロケットコー

スの体験）、アサヒビール茨城工場 

定員：先着 30人 

参加費：2,000円（小中高生 1,000円） 

申込：環境政策課（かわごえ環境ネット事務局） 

自然環境部会主催行事

★池辺公園定例活動（毎月第 1火曜日） 

日時：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 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保

全作業 

日時： 7月 14日（月）9:30-12:30 

内容：調査・観察会（絶滅危惧種の株数調査な
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ど） 

集合：9:30川越南文化会館（ジョイフル） 

（川越市今福 1295-2） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

＊8月は休止、次回：9月 8日（月） 

★【一般対象①】キノコの観察会 

日時：7月 6日（日）9:30-12:30 

場所：（仮称）川越市森林公園計画地 

集合：9:30川越南文化会館（ジョイフル） 

参加費：100円 

講師：大久保彦、稗島英憲 

★【一般対象②】虫の観察会 

日時：7月 27日（日）9:30-12:30 

場所：（仮称）川越市森林公園計画地 

集合：9:30川越南文化会館（ジョイフル） 

参加費：100円 

講師：谷津弘子他 3名 

★【一般対象③】夏の雑木林観察会 

日時：8月 10日（日）9:00-12:00 

※申込受付開始は 8月 1日（金）10：00から 

場所：市民の森 8号地、池辺公園 

集合：9:00市民の森 8号地（川越市大袋 452-1、

川越総合卸売市場株式会社敷地内） 

参加費：100円 

講師：菅野仲夫、山中和郎 

＊上記①〜③のイベントは、環境政策課（かわ

ごえ環境ネット事務局）へ申込

会員・関係団体の主催・関連行事

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 

①7月 21日（月）10:20-15:30 

要項：公園と考える会の共催。国営武蔵丘陵森

林公園南口休憩所（入園前受付）10:20集合、1

5:30 ごろ終了解散。入園料要、参加費 200 円。

お弁当持参（ただし園内レストランもあります）。

雨天決行。 

	 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。 

②8月 16日（土）10:20-15:30 

要項：考える会主催、他は①と同じ 

	 今回は、クモを観察します。講師は、クモ研

究家の新井浩司さんです。新井さんの解説でク

モの世界を覗いてみませんか。 

③8月 23日（土）16:00-20:00 

要項：公園と考える会の共催。国営武蔵丘陵森

林公園南口休憩所（入園前受付）16:00開始、2

0:00ごろ終了解散、入園料要、参加費無料、雨

天決行。  

	 今回は、夜の鳴く虫観察会です。今年も少し

明るい時間から、バッタやコオロギを観察しま

す。暗がりで鳴くクツワムシの姿や鳴き声を楽

しみます。 

＊事前申し込み（詳細については、公園管理セ

ンター[Tel.0493-57-2111]まで） 

 

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 

日時：7月 1日（火）・17日（木）・8月 5日（火）

21日（木）13:30-15:00 

	 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 

日時：7月 13日・8月 10日（日）9:30-11:00 

	 本川越駅交番横から各方面に分かれて活動、
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中央公民館でごみまとめ。 

③第 4土曜日 

日時：7月 26日・8月 23日（土）13:30-15:00 

	 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。 

①7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。 

②8月 24日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川中流部、滝の下橋右岸集合。上下流

河岸清掃。 

◎百万灯夏祭り清掃活動 

日時：7月 26日（土）・27日（日）13:30-15:00 

	 川越駅東口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 

・7月 12日（土）16:00ごろ-19:00ごろ 

	 とうもろこし畑の片付け。8月はお休み。 
2014年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
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 地域交流センターみなみかぜ 後藤（Tel.049-234-8500[9:00-17:00],

 Fax.049-239-5646, E-mail: tanbo373@yahoo.co.jp, 359-0807埼玉県川越市吉田 204-2） 

	 いつからでも、誰でも参加でき、活動の 1回

体験も可です。農作業では特に団塊世代の仲間

を求めています。 

◎農作業 

日時：7月 1日（火）、4日（金）、8日（火）、11

日（金）、15日（火）、18日（金）、22日（火）、2

5日（金）、26日（土）、29日（火）9:00-11:00 

	 毎週火・金・土曜日。地域交流センターに集合。

農作業は近隣の田んぼです。 

◎月例会 

日時：7月 4日（金）11:00-12:00 

	 今後の予定を決めたり、会員で話題にしたいこ

とを持ち寄って話し合っています。 

◎こなぎ取り・続どろんこ遊び 

日時：7月 12日（土）9:00-12:00 

 

東洋大学小瀬研究室（環境コミュニケーションゼミ、こもれびの森・里山支援隊） 
問い合わせ：小瀬博之（E-mail: hkose@toyo.jp, Tel./Fax.049-239-1532） 

◎こもれびの森・里山支援隊 第 2 回公開イベ

ント「キャンパスの森でクラフト作り」 

日時：7月 12日（土）10:00-15:00 

場所：9:30東洋大学川越キャンパス 7号館 理工

学部棟 1階「ものづくり工房」集合 

内容：午前（10時 00分-12時 00分）	 森の観察

と材料探し（森の中で細い木などを伐って自分で

材料を探し、準備する） 

午後（13時 00分-15時 00分）	 クラフトづくり

（ハンガー、バードコール、写真スタンド、ハン
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ガースタンドなど） 

持ち物：軍手、工作カッター、剪定ばさみ、メモ

（紙と鉛筆）、昼食（学食は営業しています）、飲

み水など（森の中に入るので、作業に適した服装、

靴でご参加ください。） 

申込：7月 9日（水）までに氏名、住所、連絡先

（E-mail、電話番号）をおしらせください。 

定員：30名（安全確認が必要な作業を伴います。

お子さまは保護者と一緒にご参加ください。） 

参加費：無料 

＊http://www.toyo.ac.jp/site/ecocampus/50795.html 

◎川越 霞ヶ関北地区	 地域活性化プロジェク

ト 2014中間報告会 

日時：8月 2日（土）13:30-16:30 

場所：霞ヶ関北自治会館 

（川越市霞ヶ関北 3-12-16） 

内容：総合情報学部「総合情報プラクティス V：

地域活性化プロジェクト演習」5班 23名が発表

を行い意見を伺う。また、この地区の活性化の

ための全体的な討議を行う。 

◎川越 中央通り周辺地区	 地域活性化プロジ

ェクト 2014中間報告会 

日時：8月 6日（水）17:30-19:30 

場所：蓮馨寺講堂（川越市連雀町 7-1） 

内容：総合情報学部「総合情報プラクティス V：

地域活性化プロジェクト演習」6班 29名が発表

を行い意見を伺う。また、この地区の活性化の

ための全体的な討議を行う。 

＊https://www.facebook.com/kawatsurutoyo 

 

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） 

日時：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）

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） 

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） 

①7月 13日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 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。 

②8月 10日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 空の青、さわやかな風に秋を感じます。繁殖

を終わった夏鳥も渡りの準備を始めます。ツバ

メは群れで葦原に集まり、アマサギなどのサギ

も大きな群れになり沼に飛来します。野草にも

秋が見られます。小さな秋を探しましょう。

新河岸川広域景観づくり連絡会 
問い合わせ：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 

◎【関連情報】第 6回新河岸川燈籠流し 

日時：8月 17日（日）17:30-20:00 

場所：ふじみ野市の養老橋 

主催：新河岸川燈籠流し実行委員会 

（小雨決行、大雨順延 18日） 

◎新河岸川サイクリング踏破 

月日：9月 26日（金） 

	 川越市の新河岸川起点から、県内最下流の和

光市まで、サイクリングで景観発掘のイベント。

詳細は次号に。
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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 

日時：7月 8日・8月 12日（火）19:00-21:00 

場所：中央公民館 

	 10月 5日（土）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。オブザーバー歓迎、

アイデア出し合い、運営協力員を拡大。

 

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 

	 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。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、Te

l.049-224-5866）へ問い合わせるか、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 PDF ファイルが見られます。

スマートフォンにも最適化されています。 

http://kawagoekankyo.net/news 

●本紙への原稿投稿を受けつけています 

	 2014年 8月号（No.094，8月 1日発行予定）

の掲載原稿は、7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

@kawagoekankyo.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。 

●入稿に際してのお願い 

	 編集を効率的に進められるよう、入稿の際に

ご協力いただきたいことがあります。特に、次

の事項にご協力いただければ幸いです。 

①所定のテンプレートに入力を 

	 Word形式のテンプレートを用意しています。

そちらを使っていただけると効率的に編集がで

きます。リニューアルに伴い、フォーマットは

執筆される方に改めてお渡しします。 

②文字の入力方法を統一的に 

英数字はすべて半角で入力をお願いします。

「（）」「：」は原則として全角を用いていますが、

時刻表示の「:」は半角を用いています。 

③図表や写真にはタイトルをつけて 

	 読者が状況を把握するのに役立ちます。 

④画像は添付ファイルで提出を 

	 長辺を「800 ピクセル」程度に大きさを小さ

くした上で、ファイルを別途添付して提出して

ください。Word に貼り付けなくてもキャプシ

ョン（タイトル）がわかるようにしていただけ

ればレイアウトします。画像を貼り付けたもの

だけですと、再度画像に戻すために手間が何倍

もかかってしまいます。また、Word 上でサイ

ズを縮小させてしまうと、印刷に使えないよう

なサイズになってしまい対応に苦慮します。 

④原稿の入稿期限（毎月 15日）にご協力を 

	 仕事の合間に作業をしております。原稿が揃

わないと効率よく作業ができないので、結果的

に最終の提出原稿が出てから作業することにな

って、時間的な余裕がなくなっている状況です。 

	 一方的で勝手なお願いですが、今後、組織的

な編集体制を確立するためにも、何卒ご協力を

お願いいたします。        （小瀬） 

●「おしらせ」をリニューアルしました 

	 見やすさの向上と編集の効率化をめざして、

レイアウトを若干改めました。いかがでしょう

か。みなさまの声が改善の糧となります。ささ

いなことでもけっこうですので、いろいろとご

意見をお寄せください。      （小瀬） 
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イベントカレンダー（7月 6日〜8月 20日） 
日 月 火 水 木 金 土 

7/6 
★9:30キノコ
の観察会 

7/7 7/8 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎19:00アース
デイ実行委員会 

7/9 7/10 7/11 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

7/12 
◎9:00こなぎ取
り・どろんこ遊び 
◎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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◆16:00広報
委員会 
○本誌 8月号
入稿締切 

7/16 7/17 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/18 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◆10:00エコ
プロダクツ川

越事前準備 

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(小畔川) 

7/21 
海の日	 

◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会	 

7/22 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

7/23 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:00理事会 

7/24 7/25 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
●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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎13:30百万灯
夏祭り清掃活動 

7/27 
★9:30虫の観
察会 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 
◎13:30百万灯
夏祭り清掃活動 

7/28	 7/29 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

7/30 7/31 8/1 8/2 
◎13:30霞ヶ
関北地区活性

化プロジェク

ト（東洋大学） 

8/3 8/4 
◎14:00,20:00
気温測定調査	 

8/5 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動

◎14:00,20:00
気温測定調査 

8/6 
◎14:00,20:00
気温測定調査 
◎17:30霞ヶ
関北地区活性

化プロジェク

ト（東洋大学） 

8/7 
◎14:00,20:00
気温測定調査 

8/8 
◎14:00,20:00
気温測定調査 

8/9 

8/10 
★9:00夏の雑
木林観察会 
◎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 

8/11	 8/12 
◎19:00アース
デイ実行委員会 

8/13 8/14 8/15 
○本誌 9月号
入稿締切 

8/16 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

8/17 
◎17:30新河
岸川灯篭流し 

8/18	 8/19 8/20 ★：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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