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【巻頭言】川越市協働推進事業制度の活用は？

 
昨年の森のムッレ教室 

 

 
福田田んぼ活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 川越市協働推進事業制度の「提案型協働事業」をご存じですか？ 

	 毎年 4月に募集が始まり、5月 10日ごろに締め切り、公開プレゼン

テーションを経て、7 月に事業が適正かどうかを決定して活動する事

業です。かわごえ環境ネットは川越市との協働した動きをしている団

体ですので、本会としては提案型事業の応募はできませんが、本会会

員の民間団体は応募できます。今年は「子どもの根っこを育てる会」

（担当保育課）の『保育園年長児への環境教育「森のムッレ教室」』と

「福原ファームクラブ」（担当農政課）の「自然にやさしい 福田田ん

ぼ活動」が 9月から活動します。この 2つとも環境政策課担当ではあ

りませんが、環境に関係した提案です。元々「川越市協働推進事業制

度」は、「市民の皆さんと市がともに知恵と力を出し合い協力して、住

みよい魅力あるまちをつくっていくための取組（市のホームページか

ら）」ですからどんどん提案していきたい制度なのです。平成 23年度

からの提案件数は 45件で、文化芸術振興課 18件、高齢者いきがい課

7 件が目立っていて、年間を通した環境活動は提案しにくいのかもし

れませんが、環境系の事業をもっと増やしたいと願っています。プレ

ゼンテーションや報告書作成などちょっとめんどうですが、環境活動

を広げるために一緒に動き始めませんか？ 

	 先月の理事会で「幼児向け環境教育プログラム作成委員会」が設置

され、未来を担う子供達への取組も始まります。また、4 月号で菊地

理事が提案している「エコツーリズム」の可能性も環境と観光で企画

してみたいことです。次年度に向けて、多くの方の知恵を拝借できた

らよいと思っています。かわごえ環境ネット副理事長	 横山三枝子 
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川越の自然を訪ねて（23）保護のための環境調査についての考察

 
須賀さんが作成した標本	 今福雑木林 

	 埼玉県は関東地方では環境保護団体が多いわ

けかも知れないが、レッドデータブックの類が

多く出版されている。これは喜ばしいことでは

あるが、果たしてその効果が行政と結びついて

いるのであろうか。また、「かわごえ環境ネット」

の活動がたいへん労力を費やしているが、それ

が将来武蔵野台地保全につながっていくことを

願っていくつかの考察をしてみた。 

1.	 確かに武蔵野台地の雑木林面積は年々減少

している。まず、減少していく生物群の中で守

らなければならないものがレッドデータブック

なるものに記載されているかというと、やや疑

問を感じざるをえない。例えば植物の中でも美

しいものか、またはあまり一般の人が興味を持

たない単子葉植物が登録されているのが目に付

く。前者はまだしも、後者は研究者が活躍する

分野で果たして本当に減少しているのか疑わし

い。つまり、我々の保護活動には限界なるもの

が存在する。全ての植物界を網羅して行うのは

限界が発生する。このことを認識してゆかねば

ならない。 

2.	 第 2に昆虫についても同様である。 

①	 現在までにレッドデータブックに記載され

ている昆虫類を見てみるとそのほとんどがある

程度の大きさを持った昆虫類で美しい種類が多

い。微小な昆虫類でも学術上価値のある昆虫も

この林に生息しているかもしれないが、一般的

には小さい昆虫ほど変化には弱い。ましてこの

林で保全活動を行っている団体がいくつかあり、

考え方も差異があるので 1～2mm位の昆虫を保

護するのは難しいのであきらめざるを得ないと

思う。ある程度の大きさを持って珍しい武蔵野

の昆虫をリストアップして残したいものである。 

②	 川越は水に囲まれた地域である。今日一般

の人が最も敏感になるのが水質の問題であろう。

きれいな清流は誰もが望むところではあるが、

ある面で言えば極めて難しい取り組みであろう。

水生昆虫及び魚類の保護といっても国土交通省、

環境省、地方自治体が一体となって取り組まな

ければ自然の回復は望めない。当然水質浄化に

は経産省もからんでくるので川越だけではどう

であろうか。例えば自然回帰の策として、世田

谷区は一度コンクリート護岸したえん堤を壊し

て石積みとし、川の中に石と土で中州を作り水

生植物、アシ等を植え込んでいる。これにより

急速に古の自然が戻りつつある。このようなこ

とが川越でできるのであろうか？川のごみを撤

去するだけでは水生生物の回帰は望めないであ

ろう。 

3.	 最も重要な森林生態学及び生物多様性保全

の輪廻 

	 今までは森林及び林で害虫により木が枯れる

と、その木を切り倒すか薬剤散布により害虫を

駆除すれば林は守られると考えて実行されてき

た。これは大きな誤りで、ごく最近までは老木

に虫がつくと切り倒してしまった。これにより

林に生息していたキツツキが住む場所を失い、

またエサとなる昆虫類も死滅してしまい、小さ

な小鳥も生きていけなくなり林自体が乾燥して

ゆくのである。 

	 これは林業と生物学が全くの互換性を持つこ

となく現在に至っているからである。これから

は、生物多様性保全輪廻の頂点にいるオオタカ

を守るには、例えばこの川越の林に巣箱を 200

個掛けるとかして小鳥類を増やし、また森ネズ

ミが好物なドングリを多く増やすこと、クヌギ

を多く植栽することなどが重要である。今まで

の草木、植物学者ではその森、林の種について

は詳しい方がいるが、全体の生物多様性保全体
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系の研究については、残念ながら我が国はまだ

夜明け前なのである。 

（須賀邦昭、2014年 7月寄稿） 

追補	 須賀さんは東京上野出身で子どものころ

から昆虫に関心があり、長じて昆虫・ランの専

門家になられ、日本だけでなく世界規模の調査

をされてきました。その須賀さんが今福の雑木

林を気に入られ、数年前から専門家の仲間と調

査をされています。昨年、ひょんなことから我々

「川越市森林公園」計画地での活動メンバーと

接点ができ、大いにご指導いただいています。

このたび、須賀さんから見た川越の自然につい

ての寄稿文を掲載させていただきます。 

（賀登環） 

かわごえ環境ネットの活動報告

キノコの観察会報告 自然環境部会

 
あちこちにキノコが

 
円状に拡がるキノコ

 
この日のキノコ

観察会及び下見で見つかったキノコ	 58種

●テングタケ科 
オオツルタケ テングツルタケ テングタケ ツルタケ ガンタケ 
シロウロコツルタケ ヘビキノコモドキ テングタケダマシ  

●ベニタケ科 
アイタケ オキナクサハツ ケショウハツ チチタケ ニオイコベニタケ 
クロハツ ニセクサハツ ウコンハツ カワリハツ チシオハツ 
ニオイワチチタケ ツチカブリ クサイロハツ  

●イグチ科 
アカヤマドリ ムラサキヤマドリタケ アワタケ ヒビワレアワタケ ニセアシベニイグチ 
ヤマドリタケモドキ  

●キシメジ科 
カレバキツネタケ ハナオチバタケ ダイダイガサ オリーブサカズキタケ ムレオオイチョウタケ 
ヤグラタケ ヒロヒダタケ ヒメカバイロタケ 

 
●キクラゲ科 キクラゲ シロキクラゲ  
●タコウキン科 オツネンタケモドキ ヒイロタケ ヒトクチタケ ツヤウチワタケ ニッケイタケ 
●ハラタケ科 ナカグロモリノカサ ザラエノハラタケ  
●サルノコシカケ科 アシグロタケ ツヤウチワタケ ホウロクタケ  
●マンネンタケ科 オオミノコフキタケ ●フウセンタケ科 クロトマヤタケモドキ ●ヒトヨタケ科 イタチタケ 
●アカカゴタケ科 サンコタケ ●ヒラタケ科 マツオウジ ●ウラベニガサ科 ベニヒダタケ 
●ミナミハタケ科 イタチナミハタケ ●イッポンシメジ科 キイボカサタケ ●アンズタケ科 アンズタケ 
●ヒトヨタケ科 イタチタケ ●オニイグチ科 オニイグチモドキ  

日時：2014年 7月 6日（日）9:30～12:30 

参加者：24名 

講師：大久保彦、稗島英憲 

	 キノコはジメジメした時期に出現しやすいの

で、例年梅雨の後半に設定していますが、今年

は前日までにかなりの雨量があり、ニョキニョ

キと出現していて観察会には恵まれた日でした。 

	 キノコは植物でも動物でもなく、カビや酵母

と同じ「菌類」という仲間です。よく似た言葉

の「細菌類（バクテリア）」とは全く異なる生き

物です。菌類のうち子実体（しじつたい）が地

上部にでているのが「キノコ」と呼ばれ、子実

体は胞子を作る器官で、植物にたとえると「花」

にあたる、キノコの本体は地下に拡がる菌糸で

生物体として広大な面積になることがある、こ

のような話を初めに講師から聞いて雑木林に進

みました。 

	 さっそく見つかったのがツルタケでした。や

はり参加者の関心は「食べられる？毒？」に向

けられます。先人は多大な犠牲をはらって経験
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により鑑定してきたが、いまだにはっきりした

見分け方はない（本紙 2013年 6月号掲載「川越

の食べられるキノコ」（稗島）の記事を参考）。

結論は、野生のキノコは食べない方がよい！で

す。 

	 参加者の眼力で次々とキノコが見つかり、忙

しくも集中力の切れない観察会でした。「キノコ

がなければ森の中は動植物の死骸でごみだらけ

になる。菌類は最終分解者である」ということ

が、弱った樹木に取り付くキノコをみるとよく

わかります。地面を見て、樹木を見て、森を見

て雑木林の生態も考えた観察会でした。 

（賀登環） 

 

「エコプロダクツ川越 2014」出展速報

 
ブース全体の様子 

	 かわごえ環境ネットは、7月 19日（土）に環

境プラザ「つばさ館」で開催された「エコプロ

ダクツ川越 2014」に出展しました。かわごえ環

境ネットのネットワークを生かして、会員等の

出展を集めた手作り企画がいっぱいでした。そ

の様子を本号と 9月号でお伝えします。 

出展内容 

展示：「かわごえ環境ネットパネル 5枚」、「エコ

暮らしパネル」、「ミミズコンポスト」 

ワークショップ：「廃油の石けんづくり」「伐採

木の箸づくり」「アクリルたわし作成」「リサイ

クルキャンドル」「湧水探索」「水ロケット」 

館外：「EMボカシ作り」「野菜販売」 

共同出展：「東洋大学小瀬研究室」 

湧水探訪－はじめの一歩

 
ビオトープ予定地で観察 

 

	 参加者が子ども 5名、大人 1名でしたが、将

来ビオトープになる「なぐわし公園」の池で生

き物を探しました。今年の梅雨で大きい水溜り

ができて、アシやフトイなどの水草が生え、ア

メンボや糸トンボが見られました。浅い水の中

をのぞくと、魚の稚魚で網ですくって見るとフ

ナで、このほかにヤゴとサカマキガイを見つけ

ました。種類はまだ少ないのですが、これから

の変化が期待されます。     （過昌司）

エコ暮らし

	 5 人家族の環境家計簿の結果報告と啓発活動

のパネル、手描きの 1999年からの電気・ガス・

水道の使用量・金額一覧とグラフ、総務省統計

局の家計調査による 2～5 人世帯の電気代の平

均額と松岡家の対比などを展示しました。 

	 立ち寄った方々は、すでに何かしら実践され

ていましたが、さらにアンペアの見直し、家族

への声掛けの工夫、配布したアイデアと、環境



月刊 かわごえ環境ネット	 2014年 8月号	 No.094 

- 5 - 

家計簿の記録用紙に記入し、「見える化」すれば、

よりわかりやすくなりますよね、との声でした。 

（菊地三生） 

 
自らのエコ暮らしの解説をする松岡壽賀子さん 

 

水ロケットの研究

 
水ロケットの発射でブースに爆音が響きわたりました 

	 講師をお願いした渡邊和章先生は子どもに好

かれる先生で、こどもエコクラブでも活動され

ていました。今回は夏休みの宿題、工作などの

相談と水ロケットの製作をやっていただきまし

た。ロケット用のペット集め 10人で十分かな、

と思って 30本（15人分）持ってきました。 

	 10時イベントがスタート。スタンプラリーの

子供はやってくるが、スタンプを押すといなく

なってします。30分待って関心を示す子どもは

ゼロ。しかし次第にロケットに興味を示す子ど

も、親が来て、渡邊先生の人柄もあり、大にぎ

わい。おかげさまでペットボトルは 13時前には

なくなっていました。うれしい誤算でした。 

（村上正明） 

東洋大学小瀬研究室

 
水田再生・こもれびの森・グリーンカーテンの活動展示 

	 東洋大学は、小瀬研究室が共同出展の形で同

じブースに出展しました。学生 3名と私の 4名

で対応しました。一番目をひいたのは大学に設

置したグリーンカーテンで収穫した小さなゴー

ヤ。グリーンカーテン用に実が小さくなる品種

を育てました。苦味の強いゴーヤの実から作っ

たゴーヤ茶も展示しました。また、川越市と協

働で実施している笠幡の水田再生プロジェクト、

大学と市民との協働で始まった「こもれびの

森・里山支援隊」の活動の紹介と、これらのフ

ィールドで見つかった生きものを大伸ばしの写

真で展示しました。      （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、本紙「月刊かわごえ環境ネット」を毎月お送りし

ます。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、Tel.

049-224-5866）に問い合わせるか、Web 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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夏の郊外クリーン活動 
	 本会の全体事業として、クリーン活動を年間 3 回実施しますが、7 月 20 日（日）9:30～11:30

に今年最初の活動を行いました。 

	 活動は、①川越警察署前からふた手に分かれて「やすらぎのさと」までのルート、②「やすら

ぎのさと」からふた手に分かれて九十川沿いを経て戻るルートの計 4班で行いました。

	 
川越警察署前に集合、 

2班に分かれて「やすらぎのさと」に向かう 

	 
バス停留所ではペットボトル・空き缶・空びん・紙ごみ等

をごみ袋 2杯分回収、去年も同量を回収 

	 
「やすらぎのさと」で集めたごみを仕分け 

	 
集めたごみを前に、アルミの手すりにはびっくり

会員からの報告

吉田・笠幡・福田 3地区田んぼからの報告 かわごえ里山イニシアチブ

6月 28・29日の「田んぼの生きもの調査」詳報

 
生きもの調査をする参加者（吉田） 

 
A,B,Cグループ仕訳作業（吉田）

 
環境診断結果発表（吉田） 

	 6月 28日、29日の 2日間で、生きものと共生

する田んぼづくりを行う吉田・笠幡・福田 3地

区の「田んぼの生きもの調査（環境診断）」が行

われました。調査は、講師の林鷹央氏が考案・

作成した「田んぼの環境診断チェックシート」

を使って行われました。 

	 Aグループ 5点、Bグループ 3点、Cグルー

プ 1 点、外来種－2 点で水田に生息する生きも

のによる田んぼの豊かを 100点満点で評価しま

す。この調査は「生物多様性を活かした稲作」

田んぼが、いかに生きもののにぎわいを取り戻

しているかを調査し、見つけた生きもの点数か 
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田んぼの環境診断チェックシー;： 水田に棲息する生きものによる田んぼの豊かさ指標林､2007新井､糸井､黒岩､林､2012改訂

Aグループ（５点)x(       ) = Bグループ（３点)x(      ) = Cグループ（１点)x{      ) =
11-a

14-h 24-b

鵜 典１ １

『

21-c

外来種（-２点)x(       ) =

ナマズーａ・ホトケドジョウ-b
ケンゴロウ（大)    20～45mm
ガムシ（大）２０～45mm
ホタルーａ・ミズスマシ-b
ナベブタムシーａ・タガメ-b
タイコウチーａ・ミズカマキリ-b
ヤンマーａ・サナエ-bのヤゴ
ヘビトンボーａ・センブリ-bなどの幼虫
アオガエル（ﾓﾘｱｵｶｴﾙ､ｼｭﾚｶ･ﾙｱｵｶｴﾙ）
サンショウウオ幼生-a・イモリ-b

タモロコーａ・ドジョウ-b・その他の魚
ゲンゴロウーａ・ガムシ-b (小) 2～13mm
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出現種数	 各地区の在来種の内訳 

 

ら田んぼの環境の度合いを診断するものです。 

	 この「田んぼの環境診断チェックシート」に

よる林鷹央講師の生きもの調査レポートを報告

します。吉田地区調査レポートでは「比較的大

きな面積で農薬を使わず、ビオトープがあるこ

とが、B グループのヒメイトアメンボなどを含

む水生カメムシ類が多く見られた要因で、より

大型の水中昆虫に来てもらうためには、何でも

食べてしまうアメリカザリガニの影響を減らす

ことが必要でしょう」とレポートしています。 

	 福田地区では「道路とコンクリートの水路に

囲まれているため分断が起こり大型のカエルが

見られなかったのではないか。しかし水路に水

草があり、流れが緩やかなので、魚や貝類の往

来が見られる」、笠幡地区では「周辺環境が豊か

なので捕食者であるクモが豊富なのだろう。カ

イミジンコが多いのにヤゴが見つからなかった

のは、肥料の多投が考えられる。富栄養化する

と水を直接体内に取り入れて呼吸をするヤゴや

モノアラガイなどに影響があるかもしれませ

ん。」 

	 さすがに 3地区とも Aグループの生きものは

現れませんでした。これからは Aグループの生

きものやコウノトリが現れるような田んぼをめ

ざしたいものです。      （増田純一） 

福田地区（「田んぼの生きもの調査」報告）

 
田んぼを前にして事前説明 

 
調査中の様子 

 
林鷹央さんの解説に見入る参加者 

	 福田地区（髙梨農園）は、参加者 27名、手植

え参加の初雁幼稚園からが少なく子ども 6名で

した。暑い中でしたが、大人が楽しめる「生き

もの調査」でした。 

	 特筆すべきはコガムシの食事方法。「獲物を水

面上に持ち上げて体液を吸う」のは「仲間に獲

物の在りかを知られないため」とか、今森光彦

氏の「昆虫記」に写真と解説が載っていました。

実際に見てしまいました。スゴイ!! 

	 講師の林氏の考察は「道路とコンクリートの

水路に囲まれているため、分断が起こり大型の

カエルが見られなかったのではないか。しかし

水路に水草があり、流れが緩やかなので魚や貝

類の往来が見られる。トウキョウダルマガエル
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は湿地が必要なので農閑期の湿り気が気になり

ます。」でした。 

	 前日の調査で「ミズカマキリ」がいたらしい

のですが、当日は見当たらずちょっと残念でし

た。8 月に初雁幼稚園の子ども達と調べる予定

です。楽しみです。     （横山三枝子）

笠幡地区（草刈り）

 
作業前の水田 

 
作業後の水田 

 
鎌で刈っている様子 

	 7月 2日（水）9:00～11:30に、水田の畔の野

草刈りをしました。作業者は、東洋大学の学生

4 名です。自分たちの力でできることは、機械

に頼らないという方針の下、1 人 1 つ鎌を持っ

て、手作業で刈りました。大変暑い中の作業で

みんなヘトヘトになりましたが、作業前後の畔

を見比べると達成感がありました。また、ただ

の野草といえども、20もの種類を確認できたこ

とに驚きました。 

	 次回の行事としては、8 月 3 日（日）に、水

田内の雑草量を調べて、抑草効果として期待さ

れている米ぬか区と何もしていない対照区の比

較をします。 

（油井佳愛［東洋大学小瀬研究室］） 

キャンパスの森でクラフト作り こもれびの森・里山支援隊（東洋大学小瀬研究室）

 
施業地内での作業風景 

 
クラフト作りの様子 

 
バードコールと樹名板 

	 7月 12日（土）10:00〜15:00に、川越キャン

パスにおいて「キャンパスの森でクラフト作り」

を開催しました。川越キャンパスの森を観察し、

手入れの必要性を体感すること、適正な判断の

もとに森から工作の材料を得ることが森の整備

につながることを感じとってもらうことを目的

としました。スタッフを含めて 19名の参加者が

ありました。 

	 午前は、森林施業を 6月から始めた施業地を

散策して、現状の説明を受けたり、のこぎりや

剪定ばさみで必要な木材を採取したりしました。

同日は実測で 33℃となっていたため、時間を早

めに切り上げました。しかし、林内は 30℃程度

と、隣接するグラウンドよりも 3℃も気温が低

く、強い暑さは感じませんでした。散策後、部

屋に戻って、施業地を見ての感想を伺いました。 

	 午後は、多少予定を早めてクラフト作りにと

りかかりました。さまざまな工具を使って、バ

ードコール、写真スタンド、コースター、ハン

ガー、樹名板などを作りました。 

	 次回は、いよいよ森林施業の指導を受けなが

ら体験していただきます。のこぎりや剪定ばさ

みなどの手作業の道具を使って 8月 9日（土）9:

45〜15:30（午前、午後のどちらかでも参加可）

に実施します。詳しくは「おしらせ」をご覧く

ださい。           （小瀬博之） 
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理事会・専門委員会からの報告 
理事会

	 事業運営委員会のあとに初めて開かれた理事

会において、これまで本会が取り組んだ活動が

報告されました。 

	 6月 8日に第 10回川の一斉水質調査、7月 19

日のエコプロダクツ川越 2014、7月 20日の郊外

クリーン活動などが報告されました。 

	 エコプロダクツは別途に報告されますが、昨

年を上回る参加者があり、本会のブースでは展

示やワークショップなど多彩な催しがあり、ひ

っきりなしに親子連れでにぎわっていました。

	 同時に行われた環境ポスター展には、理事会

で選ばれた副理事長他で選出して 3人に「環境

ネット賞」を贈りました。 

	 郊外クリーン活動では伊佐沼が地元の人達が

活動しており、14名の参加で川越警察からやす

らぎの里までの班、やすらぎの里から九十川ま

で往復する班それぞれが道沿いをきれいにしま

した。 

	 今後の活動では、10月 5日のアースデイ・イ

ン・川越では実行委員会（会長：武田）で取組

が進んでおり、環境ネットは後援することにな

り、会報で出展を募集することになりました（9

月初めまで）。来年 2月 21日予定の環境フォー

ラムについて、次回（8月 28日）の事業運営委

員会でテーマ、講師などの検討をします。 

	 本会が加入している 4団体の内容や活動を把

握するために担当者を決め、情報の収集し事業

の参加について理事会で話し合うことにしまし

た。 

	 川越市から 8月 6日に「まち歩き気温等観測

調査」を実施し、気温と体感評価を市役所から

蓮馨寺、そして喜多院まで歩きながら観測しま

す。 

（副理事長	 過昌司） 

 

事業運営委員会

	 第 2 回事業運営委員会を 7 月 23 日（水）9:0

0-10:00に川越市役所 7C会議室において開催し

ました。出席者は事務局を含め 9名でした。主

な議事は次のとおりです。 

①年間行事計画と主担当者を確認しました。 

②第 13回かわごえ環境フォーラムは 2月 21日

（土）に行うことを決めた。場所は未定。報告

集、協賛金、イベント内容等検討課題はあるが、

委員会が発足して本格的に決める予定。 

③第 16回アースデイ・イン・川越での出展は現

在のところパネル展示のみとする。「月刊かわご

え」で出展を募り、次回の事業運営委員会で応

募状況をみて新たな出展を決める。 

④エコプロダクツ川越 2014は 1,300人が来場さ

れた。ワークショップは盛況であったが、湧水

探索、社会環境部会の EMづくりは課題があっ

た。ポスター展に環境ネット賞を設けた。300

名超の見学者があった。 

⑤郊外クリーン活動は7月20日九十川周辺で行

った。地元企業からの協力者 7名を含め 14名参

加した。 

	 次回は 8 月 28 日（木）13:00-15:00 より福田

ビル 3階会議室で開催されます。 

（副委員長	 村上正明）） 

社会環境部会

	 7月の例会は、福田ビル 3階会議室にて 12名

参加で会議を進めました。 

	 主な検討議題を以下に記します。 

①7月 19日の「エコプロダクツ川越」の準備と

状況の確認と当日の役割分担の打ち合わせと、

当日実行するボカシ作りについて、当日必要な

物や材料手配など再確認と来場者の案内の仕方

等の検討をしました。また、野菜販売、ミミズ
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を用いた土壌改良、環境家計簿の普及啓発の展

示等についての打合せをしました。 

②7月 20日郊外まち美化の参加者確認 

③9月 6日の環境施設巡りの状況確認 

④環境講演会開催に向けての担当者の選出 

⑤部会メンバーの「エコぐらし」の実践を月刊

かわごえ環境ネット 9月号から掲載すること、

また、執筆者の順番を決めました。 

⑥8 月 4 日の週に行われる「気温観測調査」の

協力者の募集 

	 先月から実施し始めた持回りの議事進行役は、

菊地が担当しました。全員参加型で議事を進め、

次回 8月 8日の議事進行役は武田さんが行うこ

とを確認しました。 

（社会環境部会	 代表:原嶋昇治、 

報告:菊地三生） 

自然環境部会

	 7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	  

6/23（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。 

・池辺公園	 7/1（火）6名参加 

・田んぼの生き物調査	 みなみかぜ田圃、髙梨

農園、東洋大学笠幡田んぼ 

・里山イニシアチブ	 総会報告 

②	 エコプロダクツ 7/19の取組確認 

・ワークショップ、展示物など 

③ データベースについて	 データ入力が進ん

でおり、問題点などの話しあいを 8/4に持つ。 

（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
	 7月 4日（金）17:00-19:30に第 4回、7月 25

日（金）17:00-19:30に第 5回の川越市環境基本

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

めて第 4回が 8名、第 5回が 9名でした。 

	 川越市環境基本計画に続いて見直しを進める

予定の「かわごえアジェンダ 21」の内容の確認

を主に行いました。 

	 望ましい環境像が実現したときの川越のよう

す、120 の行動提案、行動チェックシート、10

のチェックシートの各項目について見直すべき

事項を検討するとともに、8月 28日（木）15:0

-17:00に福田ビル 3階会議室において、「環境の

視点で川越の活性化を考える（将来像を描く）」

フリーディスカッションを、主要なゲストをお

招きして行うことにしました。 

	 これまで参加したことのない方の意見をぜひ

伺いたいと思います。会員のみなさま、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（http://wiki.kawagoekankyo.net/）。 

（委員長	 小瀬博之） 

 

 

おしらせ 
【トピック①】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。 

・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 
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・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） 

（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/

【トピック②】環境の視点で川越の活性化を考える かわごえアジェンダ 21推進委員会

	 川越市環境基本計画・かわごえアジェンダ 21

見直し勉強会は、これまで 5回にわたり実施さ

れ、今後の川越の環境像を幅広い観点から検討

してきました。 

	 ここで会場を変えて、「環境の視点で川越の活

性化を考える（将来像を描く）」というテーマで

フリーディスカッションを実施します。ぜひご

参加ください。 

・日時：8月 28日（木）15:00-17:00 

・場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-

3）、川越市役所南側駐車場東側の 1階が喫茶

店の建物です。 

・参加方法：直接会場へお越しください。 

 

【トピック③】「2014アースデイ・イン・川越 立門前」（10月 5日開催）出展者募集
	 本会は、10月 5日（日）10:00-15:00に蓮馨寺

などを主会場として行われる「2014 アースデ

イ・イン・川越 立門前」を後援します。 

	 実行委員会では出展者を募集しています。単

独で出展したいという個人・団体については、

第 16回アースデイ・イン・川越実行委員会にお

問い合わせください。 

	 本会もパネル展示などで出展しますが、小規

模で共同出展したいという個人・団体を募集し

ています。8月 28日（木）の事業運営委員会に

おいて共同出展者を把握したいので、それまで

にかわごえ環境ネット事務局までその旨をご連

絡ください。 終締切は 9月 5日として実行委

員会に連絡します。 

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

●社会環境部会（2014年 8月度） 

日時：8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（2014年 8月度） 

日時：8月 8日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

＊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 

＊次回は 9月 12日（金）福田ビル 3階会議室 

＊会員ならばどなたでも参加可能 

◆広報委員会（2014年 8月度） 

日時：8月 21日（木）9:00-10:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

（川越市元町 1-3-1） 
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◆事業運営委員会（2014年度第 3回） 

日時：8月 28日（木）13:00-15:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

＊次回：9月 26日（金）9:00-10:00 

●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 6回） 

日時：8月 28日（木）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

＊会員であればどなたでも参加可能 

◆理事会（2014年度第 6回） 

日時：9月 26日（金）10:00-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

全体行事 

★【出展】2014アースデイ・イン・川越 立門前 

日時：10月 5日（日）10:00-15:00 

場所：蓮馨寺（川越市連雀町 7-1）・熊野神社・

旧鶴川座・立門前通りなど 

★（予定）川越まつりまち美化活動 

日時：10月 18・19日（土・日）11:00-21:00 

場所：川越まつり会場（詳細は 9月号以降） 

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①】 

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 

参加費：2,000円（小中高生 1,000円） 

 

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：8月 5日（火）・9月 2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： 9月 8日（月）9:30-12:30 

内容：調査・観察会 

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） 

★【一般対象】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 

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 

①8月 16日（土）10:20-15:30 

要項：考える会主催、国営武蔵丘陵森林公園南

口休憩所（入園前受付）10:20集合、15:30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。 

	 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。 
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②8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） 

③9月 12日（金）10:20-15:30 

④9月 21日（日）10:20-15:30 

要項：考える会主催、他は①と同じ。 

	 今回は、ナンバンギセルの花や昆虫を観察し

ます。花に集まるチョウや水辺ではトンボを楽

しみましょう。 

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：8月 5日（火）・21日（木）・9月 2日（火）

18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：8月 10日・9月 14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、

中央公民館でごみまとめ。 

③第 4土曜日 

日時：8月 23日・9月 27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。 

◎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。 

①8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。 

②9月 28日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川下流部、新扇橋右岸集合。不老川合

流点など上下流河岸清掃。

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 

日時：8月はお休み、次回は 9月 13日（土）9:

30ごろ-12:30ごろ 

内容：9月はブロッコリー、キャベツの収穫 
2014年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
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：8 月 1 日（金）、2 日（土）、5 日（火）、8

日（金）、12日（火）、19日（火）、22日（金）、2
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3日（土）、26日（火）、29日（金）、30日（土）、

9:00-11:00 

※6日（水）子どもの田んぼ観察サポーター募集

中（8:30～9:30） 

	 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：8月 9日（土）10:00-12:00 

	 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たりしています。 

◎かかしづくり 

日時：8月 16日（土）9:00-12:00 

テーマは「アニメ」。参加は事前申し込みをお願

いします。 

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） 

◎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 28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 

◎こもれびの森・里山支援隊 8月の森林施業 

日時：8月 9日（土）9:45-15:30（午前または午後

のみの参加も可能） 

＊午前は 9:45 集合、10:00-12:00 施業（午前のみ

の方は片付けしていただいて、ご意見をいただい

て終了） 

＊午後は 12:45集合、13:00-15:00施業、終了時に

片付け・ご意見等をいただいた上で、15:30 解散

となります。 

集合場所：7号館総合情報学部棟 1階「スタディ

ルーム」（7102室、7月のイベントで使用した「物

造り工房」の向かいの建物のロビー正面） 

内容：これまでの施業地（小道とグランドとこも

れびの道で囲まれた三角形部分）の作業の続き

（刈り払い及び刈り払いで発生した木・葉などの

運搬） 

＊参加者はノコギリ及び剪定鋏による手作業の

刈り払いとなります。機械は使いません。 

持ち物：飲み水、昼食（午前・午後通しの参加者）、

軍手、森での作業が出来る身支度・靴、タオル、

着替えなど、ノコギリ、剪定鋏、ヘルメット（自

前のものがある人は持参してもらう。道具は癖が

つくので自前が基本です）、虫除けなど必要なも

の 

＊学内の食堂・売店はすべて休業です。通しで参

加される方は食事を各自ご用意ください。飲み水

は学内の自動販売機で購入できます。 

＊研究室で冷蔵庫を備えていますので、お弁当を

お預かりすることはできます。 

申込・問い合わせ：参加される場合は、事前にご

連絡いただければ幸いです。 

＊http://ameblo.jp/komorebi-satoyama/entry-11903

039073.html

かわごえ里山イニシアチブ 
問い合わせ：増田純一（E-mail: kawagoesatoyama@gmail.com） 

◎理事会 

日時：9月 27日（土）15:30-17:30 

場所：地域交流センター みなみかぜ 会議室 

（川越市吉田 204-2） 

内容：経過報告、事業計画など 

＊理事のほか、誰でも参加できます。
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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・帽子・飲み物。参加費：300 円、高校

生以下 100円（保険料・資料代として） 

①8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。 

②9月 14日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 シギやチドリの季節になりました。昨年はア

オアシシギ、ツルシギ、オグロシギ、キアシシ

ギ、セイタカシギなどが渡りの途中に、伊佐沼

で羽を休めていきました。

 

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） 

＊7 月号の情報に誤りがありましたので下線部

を修正します。なお、この行事は新河岸川広域

景観づくり連絡会とは関係ありませんが、新河

岸川流域の関連行事として掲載しています。 

◎新河岸川サイクリング踏破 

日時：9月 26日（金）8:00-12:00 

	 川越市の新河岸川起点から、県内 下流の和

光市まで、サイクリングで景観発掘のイベント。

8:00川越市駅前交番前集合。新河岸川起点から

サイクリングマップで和光市まで 4時間。保険

加入、貸自転車等の相談あり。9月 10日までに

武田（090-2521-5770）まで申し込みを。

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：8月 12日・9月 9日（火）・9月 29日（月）

19:00-21:00 

場所：川越市中央公民館（川越市三久保町 18-3） 

	 10月 5日（土）に開催する 2014アースデイ・

イン・川越 立門前に向けて実行委員会を開催し

ています。9 月は参加団体全員参加で調整。オ

ブザーバー歓迎、アイデア出し合い、運営協力

員で参加ボランティアを募集。 

 

 

NPO法人荒川流域ネットワーク 
問い合わせ：鈴木勝行（Tel.090-7804-5722, E-mail:k_suzuki@pk2.so-net.ne.jp） 

◎地曳網体験 in入間川 

日時：8月 30日（土）9:30集合-13:00 

場所：川越橋上流上戸緑地駐車場 

内容：親子で伝統漁法・地曳網を曳き、魚取り 

参加費：大人 1,000 円、子ども 500 円（網が曳

けるのは小学 3年生以上） 

昼食：各自持参 

申込：事前申込、先着 50名 

服装等注意：濡れてもよい服装、安全のため脱

げにくい靴の着用（ビーチサンダル等は不可）
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イベントカレンダー（8月 3日〜9月 17日） 
日 月 火 水 木 金 土 

8/3 
◎15:00水田
作業・測定（笠

幡水田） 

8/4 
◎14:00,20:00
気温測定調査	 

8/5 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎9:00農作業
（みなみかぜ）

◎13:30まち
美化啓発運動

◎14:00,20:00
気温測定調査 

8/6 
◎9:50まち歩き
気温等観測調査 
◎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 
◎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 
◎14:00,20:00
気温測定調査 

8/9 
◎9:45森林施業
（こもれびの

森・里山支援隊） 
◎10:00定例会
（みなみかぜ） 

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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ）

◎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 
◎9:00かかし
づくり（みな

みかぜ） 
◎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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

8/20 8/21 
◆9:00広報委
員会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

8/22 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

8/23 
◎9:00農作業
（みなみかぜ）

◎13:30まち
美化啓発運動 
◎16:00武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
8/24 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

8/25 
	 

8/26 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

8/27 
○アースデ

イ・イン・川越

 立門前共同出
展申込第1期限 

8/28 
◆13:00事業
運営委員会 
●15:00川越
市環境基本計

画・アジェンダ

見直し勉強会 

8/29 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

8/30 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎9:30地曳網
体験 in入間川 

8/31 
 

9/1 
	 

9/2 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/3 
 

9/4 
 

9/5 
○アースデイ・

イン・川越 立門
前共同出展申込

最終期限 

9/6 
★7:50環境施
設めぐり（バ

スツアー） 

9/7 
 

9/8 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地調査・保

全活動	 

9/9 
◎19:00アース
デイ実行委員会 

9/10 
 

9/11 
 

9/12 
◎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 

9/13 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

9/14 
◎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 

9/15 
敬老の日	 

○本誌 10月号
入稿締切	 

9/16 
 

9/17 
 

★：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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