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【巻頭言】川越の歴史と環境を融合した環境教育プログラムをつくります

 
昨年の森のムッレ教室 

妖精ムッレが登場し、自然との付き合

い方を子どもたちに教えてくれる 
 

 
昨年の森のムッレ教室 

妖精ムッレは、森をお掃除する妖精。

人間が森に捨ててしまう土に戻らない

ごみについて子どもたちにお話し、自

然の中で遊ぶときの 3つのお約束を子
どもたちに話してくれる。 

 
 
 
 

	 私が代表を務めている「こどもの根っこを育てる会」では、公立保育園の年

長児を対象に、自然体験教室（以下「森のムッレ教室」と呼ぶ）を開催してい

ます。これは、川越市の提案型協働事業の補助金をいただいて開催するもので、

今年は神明町保育園、名細保育園、高階第三保育園、小室保育園の 4つの保育

園で 9月から開催します。この補助金は、今年で継続 3年目を迎え、補助金受

領最終年となります。 

	 来年度以降は、活動資金を独自で調達しなくてはいけないため、活動を継続

するかどうか改めて考え直さなくてはいけない年を迎えています。なんとか活

動資金を調達する方法を見出し、来年度以降も活動を続けたいと思っています

が、森のムッレ教室を開催するにあたり、一つだけ障害があります。それは、

森のムッレ教室の名称になっているムッレという名が、日本野外生活推進協会

の著作権になっており、公共機関（保育園）が使用し続けることに対して抵抗

を抱かれる場合があることです。 

	 そこで、今年度後半は、かわごえ環境ネット内に「幼児向け環境教育プログ

ラム作成委員会」を設置し、川越の歴史と環境を融合したプログラムを作成す

る準備を進めています。この委員会の目的は、川越の歴史を学び直し、川越の

歴史にふさわしい川越独自のキャラクターを作り、そのキャラクターを用いた

教育プログラムを作成することです。幼児が、キャラクターと親しむことで、

川越の歴史や街に親しみを抱くと同時に川越の自然にも親近感を抱いてほし

いという想いがあります。今月から月 1回委員会を開催し、今年度中にキャラ

クター製作を行う予定でいますので、ご関心のある方は、ぜひご意見をいただ

けますようお願いいたします。   かわごえ環境ネット理事	 飯島希 
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川越の自然を訪ねて（24）絶滅が危惧される水生植物

 
大袋新田の用水路に自生する 

ササバモ 

 
小堤の用水路に自生する 

ヤナギモ 

 
下新河岸の新河岸川に自生する 

ササバモとヤナギモ

	 昨年の月刊かわごえ環境ネット2013年1月号

（No.075）では、鯨井の湧水路に生息する希少

な動植物を紹介しましたが、今回は、川越の水

辺の自然から消滅していく恐れのある希少な沈

水植物を紹介したいと思います。 

	 沈水植物は読んで字のごとく沈水性の多年草

で、川底の泥中に根を張り、茎や葉は水中で成

長し、花期になると花芽を水面上に出して開花

します。総じて地味な花ですが、代表的なバイ

カモ（梅花藻）は、梅の花に似た白い花を清流

の水面一面に咲かせる風情はすばらしいもので

す。 

	 沈水植物は、河川や水路の水を浄化し、光合

成により水中の生き物たちに酸素を放出します

し、根元にはえさになるミジンコなどの微生物

も発生します。また、魚類などの産卵場所でも

あり、幼魚の隠れ場になります。そして何より

も水辺の自然を愛する人たちには、長く伸びた

水草が水中で揺らめく流れに出会えたとしたら、

この上ない喜びになります。 

	 さて、現実はどうでしょうか。残念なことに

全国的にほとんどの沈水植物が絶滅危惧種や希

少種となってしまいました。その最たる原因は、

河川や小河川に流れ込む生活排水などによる水

質汚染と治水目的の河川改修やしゅんせつ工事

です。また、農業用水路では暗きょ化やコンク

リート三面護岸化の影響です。沈水植物は水質

に敏感で、全国で生き残っている水路には湧水

が直接流れてるか、湧水が流れ込んでいるとこ

ろだそうです。 

	 ところで、私たちのまち川越の実態はどうか

と言うと、最悪ですとの一言でしょう。市内を

流れる新河岸川や入間川などの川辺を散策して

も、橋の上から水面を覗いてみても、先に述べ

たような光景に出合うことは皆無と言ってよい

でしょう。郊外の水田地帯でも同様で、コンク

リート護岸の水路ばかりが目につきます。しか

し、1970（昭和 45）年～1975（昭和 50）年ごろ

は伊佐沼や付近の水路にエビモ（希少種）の生

息が確認されていますし、2003（平成 15）年頃

までは、月吉陸橋付近を流れる新河岸川にはセ

キショウモ（希少種）が群生していました。増

え過ぎたコイが捕食してしまったとの一説があ

ります。 

	 さて、悲観的なことばかりではなく、今でも

湧水が安定的に流れ込む河川や水路に希少な沈

水植物が生き残っているところがあるのです。

今回は、写真で掲げた 3 か所を紹介します。1

番目の場所は、大袋新田のニジマス養魚場が汲

み上げる地下水が流れ込む水路で、群生したサ

サバモ（希少種）が見られます。2 番目の場所

は、小堤の八幡神社からの湧水が流れ込む水路

で、長く伸び大株に成長したヤナギモ（希少種）

が見られます。3 番目は、下新河岸を流れる新

河岸川で、日枝神社裏から湧く湧水が流れ込み、

大株に成長したササバモ、ヤナギモ（希少種）

の群生は、みごとの一言です。 

	 みなさんもこれを機会に、いつ絶滅するかも

しれない希少な水生植物に関心を持たれ、見守

ってください。また、市内の沈水植物で特に、

エビモの生息情報をお持ちの方はぜひ、事務局

までお寄せください。     （大辻晃夫）
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私のエコ暮らし（1）かしこいエコ暮らしの推進
	 社会環境部会では、部会活動の一つとして「か

しこいエコ暮らし」と題して、各種活動に取り

組んできました。エコ暮らしとは、経済的で、

地球環境に優しい暮らし（Economy and Ecolog

y）を意味し、経済的な暮らしは、地球温暖化対

策にもつながり、我々が意識改革をすることに

より、エコ暮らしをすることが、将来に向かっ

て、住みやすい地球環境の継続につながるので

はないかと思います。 

	 施設見学会では、一昨年は、かわさきエコ暮

らし未来館、昨年は江戸東京博物館で、江戸時

代の庶民のエコ暮らしを学び、今年は、茨城県

つくば市の筑波宇宙センターで地球環境につい

て学びます。 

	 講演会は、一昨年、上村雄彦先生の「温暖化

とエネルギーで変化する食住への危機」と題し

た講演、昨年は、本会会員でもある宮崎誠氏の

「かしこいエコ暮らし」と題しての地球規模か

ら個人の取り組みまでの幅広い対策等の講演、

今年は、環境カウンセラーの朝倉孝郎氏のリサ

イクル社会への挑戦（仮題）の講演会を予定し

ています。部会会員の取組成果としては、一昨

年に松岡さんが綿密な環境家計簿作成による C

O2削減活動で、さいたま環境賞を受賞されまし

たし、緑のカーテンでは井口さんがパッション

フルーツで情熱賞を受賞されました。 

	 その他、クールスポットの活用推進、かわご

えアジェンダ 21 のアンケート調査による環境

意識の高揚、環境政策課との協働事業によるエ

コドライブ教習会。この教習会は、指導員、受

付、司会、交通整理等全く対等に行っており、

協働事業の実例と思っています。 

	 行政との協働事業の推進とは言われています

が、実体を伴わず、我々の窓口である環境政策

課が発行している『知って得する「川エコ」の

ススメ』の小冊子も昨年初めて知った状況で、

できれば計画段階から参画させていただくなり、

少なくともできた段階で知らせていただき、講

習など行っていただいた上で、我々も積極的に

これを使って、講演会、講習会等を行いたいも

のだと思っています。緑のカーテンの普及講座

も環境政策課が独自に行っているのも気になっ

ています。 

	 月刊かわごえ環境ネット 8月号の巻頭言に横

山副理事長が提案型協働事業の記事を載せてお

り、我々も勉強しなくてはなりませんが、市の

方でも、広報等で企画に対して、市民向けにこ

の指とまれ的なことも行っていただけるとよい

のではないかと思います。 

	 なお、我々の活動の一環を、これから毎月交

代で本紙に掲載しますので、一見していただけ

ると幸いと思っております。 

（社会環境部会代表	 原嶋昇治） 

 

かわごえ環境ネットの活動報告

エコプロダクツ川越 2014	 かわごえ環境ネットブース詳報

 
ペットボトル空気ロケット 

 
廃油の石けん作り 

 
間伐材による箸作り 

	 7月 19日（土）、2回目となる「エコプロダク

ツ川越 2014」が行われました。昨年は、6月に

「環境ポスター展」と「環境啓発展」が同時開

催、8 月に「エコプロダクツ川越」と準備に追



月刊 かわごえ環境ネット	 2014年 9月号	 No.095 

- 4 - 

われましたが、今回は 4月から委員会を設置し

て「ワークショップを主体とした共同出展者」

を募集し、多くの方が参加してくださいました。

環境ポスター展、苗木配付等の統合開催、子ど

も向けスタンプラリーなどがあって参加者は 1

300 名を越えたとか。昨年は 700 名でしたから

大盛況といったところでしょう。本会出展の新

規「湧水探索」は、室内での工作や手仕事が多

種あったため、外の観察会は「どんなことをす

るのか見えない」ためか人気薄、来年に向けて

は検討の余地あり、「ペットボトル」は大きな音

が人目を引き、来年は外で飛ばすパフォーマン

スに発展しそうです。「廃油の石けん作り」「リ

サイクルキャンドル」「アクリルたわし」は女性

陣の活躍で人が途切れることなく制作が進んで

いました。渡辺さんの「ミミズ」は「生ごみの

観察とミミズ」と銘打って夏休み研究提案か

な？山中さんの箸づくりは1人に30分程の時間

がかかるため、あきらめた子どもが見受けられ

ました。外のブース（EM ボカシつくり、野菜

販売）は場所的なこともあって、ちょっと寂し

かったかな？総括として「エコプロダクツ」は、

まだまだ 2回目、工夫を凝らして楽しみましょ

う。 

	 今回もふだんの会議などではお目にかからな

い方々の活躍で「かわごえ環境ネット」のブー

スがにぎわったことに感謝します。ありがとう

ございました。プラス芳野「東清掃センター」

の田中さん（ペットボトル回収協力）、氷川会館

「はこねフローリスト」さん（キャンドル提供）

ありがとうございました。来年もよろしくお願

いします。 

	 以下協力者のお名前です。 

廃油（山口せつ子さん・清水文子さん・山田安

子さん・吉川まつ江さん・渡辺浩子さん・小柏

英子さん、北館孝子さん、柴崎由美子さん）、リ

サイクルキャンドル（川越市女性団体連絡協議

会の方々、高橋公子さん、最首州子さん、杉山

栄子さん、芦田美代子さん、山本志津子さん）、 

アクリルたわし（宮岡照枝さん、森田たか子さ

ん、山岸敏子さん）、ペットボトル（渡辺和章さ

ん、大久保彦さん）、箸（山中和郎さん、宮澤宏

次さん） 

（エコプロダクツ出展実行委員長	 横山三枝子） 

「虫の観察会」（7月 27日）報告 自然環境部会

 
講師の話を聞く 

 
見つめる 

 
クロカナブン---珍しい 

 
セダカシャチホコの幼虫 

 
その成虫---8cmほどになる 

 
シラホシコヤガの幼虫--- 
コケをまとったような姿 

日時：7月 27日（日）9:30～12:30 

参加者：24名 

講師：NPO武蔵丘陵森林公園の自然を考える会

から谷津弘子、門谷直樹、篠崎雄彦、本間幸治、

森田幸人 

	 この夏は梅雨が長びき、梅雨明けは 7月 21 
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表	 観察された種

チョウ目 
24 

キアゲハ 

 

コウチュ

ウ目 
15 

 

オオヒラタシデムシ 

 

トンボ目 
3 

ウスバキトンボ 
アゲハ コクワガタ シオカラトンボ 

クロアゲハ ノコギリクワガタ オオシオカラトンボ 

カラスアゲハ クロカナブン クモ類 
19 

ジグモ 
キタキチョウ エリザハンミョウ ウズグモ 
モンシロチョウ マメコガネ ヤチグモ 
ヤマトシジミ コフキコガネ コクサグモ 
ツマグロヒョウモン ヨツボシケシキスイ オオヒメグモ 
イチモンジチョウ ナミテントウ ヒメグモ 
コミスジ キマワリ オナガグモ 
キタテハ キマダラカミキリ アシナガサラグモ 
クロヒカゲ ゴマダラカミキリ ナガコガネグモ 
アカボシゴマダラ ヒメヒゲナガカミキリ コガタコガネグモ 
コシロシタバ サンゴジュハムシ キララシロカネグモ 
セダカシャチホコ ヤマイモハムシ ジョロウグモ 
シラホシコヤガ カメムシ

目 
6 

ニイニイゼミ ヤマシロオニグモ 
ヨツボシホソバ ミンミンゼミ ワキグロサツマノミダマシ 
チャイロキリガ ヒグラシ ゴミグモ 
シロスジトモエ スケバハゴロモ ギンメッキゴミグモ 
クワゴ アミガサハゴロモ アオオビハエトリ 
ムラサキシジミ アオバハゴロモ チャイロアサヒハエトリ 

オオシマカラスヨトウ バッタ目 
6 

ウマオイ デーニッツハエトリ 

マエキヒメシャク ヤブキリ 	  	  
ウスイロギンモンシャチホコ エンマコオロギ 合計 76種 

ハエ目 
2 

ムシヒキアブ カネタタキ 
シオヤアブ クルマバッタモドキ 

ハチ目 キバチ マダラカマドウマ 

日でした。その後は夏らしい照り付ける太陽で

したが、夕刻になると雷雨という日々で、この

ような気象からか、昆虫類の成長が遅めで、バ

ッタの仲間はまだ幼生段階でした。当日は夏休

みが始まって 2週目の日曜日でしたので、ほと

んどが親子での参加でした。 

	 「（仮称）川越市森林公園」計画地の雑木林は

濃い緑に覆われ、梢から射す光が地面にくっき

りと影をつくります。さあ、これから隠れるの

が上手な虫をたくさんの瞳で見つけます。すぐ

に気がつくのがセミです。ニイニイゼミ、ミン

ミンゼミ、ヒグラシが確認されましたが、アブ

ラゼミはこれからのようです。「森のさんぽ道」

を入ってすぐの草地ではバッタやコオロギの仲

間が見つかりますが、この時期はまだ子どもで、

体長も短く翅が未熟です。バッタ類は、網を持

った子どもたちが捕まえる格好の相手です。素

手で捕まえてしまうお子さんもいました。この

雑木林は畑や草地もある環境なので虫の種類も

多いですね。チョウの仲間も見つけやすく、こ

の日は 13種ほど確認されましたが、最近異常に

増えているのがアカボシゴマダラです。ここ数

年、倍倍のスピードと感じます。見た目には美

しいのですが、生態系撹乱種なのでどうなので

しょう。 

	 虫のいるところはクモも共存しています。一

番目に付くのはジョロウグモで大きな網を張る

のでおなじみですが、実は他にもたくさんの種

類がいます。今回はクモを研究している若手講

師の方が 19種ほど確認しました。子どもたちに

人気のカブトムシ、クワガタは、昼間はあまり

見つかりません。でも頭部だけの残骸はかなり

みつかります。カラスが餌にしているのは間違

いないようです。昔は子どもが昆虫採集してい

たカブトムシを、今はカラスが横取りしている

ようです。 
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	 この日はとても暑く、小さなお子さんはちょ

っとお疲れ気味でしたが、「虫がいっぱいいてお

もしろかった。」という感想もありました。 

	 この雑木林では 300種の昆虫が過去に調査確

認されています。今回も僅かの時間でしたが、

表のように多くの種がみつかりました。野生の

生き物はそれぞれの種に応じた環境に依拠して

生息しているので、人間が特定の環境だけに整

備してしまうと彼らは行き場を失います。様々

な多様な環境のあるこの雑木林は多くの生き物

のオアシスです。そっと地面を見つめると、そ

こにはたくさんの生き物が命をつないでいます。 

（賀登環）

まち歩き気温等観測調査に参加して

 
①川越市役所南側駐車場トイレ前 

 
②時の鐘前 

 
③埼玉りそな銀行ポケットパーク 

 
④蓮馨寺境内 

 
⑤喜多院公園 

 
⑥仙波東照宮石段 

	 8月 6日（水）10:00〜12:00、川越市環境政策

課主催で実施したまち歩き気温等観測調査に参

加しました。測定者はかわごえ環境ネット会員

6名と市役所職員 4名の計 10名でした。 

	 猛暑日の中、①川越市役所南側駐車場トイレ

前→②時の鐘前→③埼玉りそな銀行ポケットパ

ーク→④蓮馨寺境内（休憩）→（ここは安全の

ため車移動）→⑤喜多院公園→⑥仙波東照宮石

段の 6か所の気温等の観測と体感評価を行いま

した。 

	 私は、シラカシの下で風通しのよい⑤喜多院

公園が最も快適に感じましたが、この日は、フ

ェーン現象のため午前中から 35℃以上の猛暑

日となりました。川越中心市街地の暑さを体感

する機会となりましたが、木陰に入ることによ

って太陽からの放射を防ぐことができ、さらに

地面も温められず、植物自体も蒸散により周囲

の構造物よりも温度が低く、何とか過ごせるこ

とがわかりました。 

	 今後、市民による定点の気温観測調査の結果

も含めて川越市から報告があると思いますが、

このような行事を夏場に継続的に行って、緑の

大切さを理解する啓発活動を行っていきたいも

のです。           （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。人的なネットワークも広がります。川越市の環境を知りたい方はぜひ

ご入会ください。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://kawagoekan

kyo.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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会員からの報告

霞ヶ関西小学校 5年生川遊び支援 南小畔親水クラブ

 
賀登さんより、捕った魚・虫の説明を聞く 

 
楽しく川の虫・魚を探す 

 
滑ると危険だが楽しい場所 

 
魚がなかなかとれないなあ 

	 恒例となっています小学生の川遊びを下記の

通り実施しました。ほとんどの子供達は初めて

の経験で、大はしゃぎをしていました。よい経

験になったのではないかと思っています。 

1）事前勉強会 

5月 28日（水）午後	 5年生 70名あまり 

川の概念、現地の状況、埼玉県の取り組み、川

越の川、ごみ問題、川遊びの注意事項等 

2）現地整備 

6月 23日（月） 

川遊びに支障がないよう遊び場所の刈払い機に

よる草刈り 

3）当日 

支援者：南小畔親水クラブ（井口、高橋、二見、

山崎、賀登夫妻、原嶋） 

参加者：担任の先生 3名	 生徒 70名あまり 

4）概要 

	 当日は、流量もやや多かったですが遊びには

支障なく、行動範囲を約 200m に限定し、注意

事項を説明後、約 1時間半ほど遊びました。 

	 水は、まずまずきれいで遊びには支障なく、

川底も小砂利交じりで危険性もなく、みんな大

はしゃぎで遊んでいました。網を使って魚、虫

を捕えました。大きなブラックバスを捕まえた

のを見て口の大きさに驚きました。これでは、

たくさんの魚を飲み込むだろうと思いました。 

	 なお、捕った魚は、ブラックバス、ザリガニ

を除き、放流しました。 

	 これからも継続し、子供たちの心に残る体験

にしたいと思っています。   （原嶋昇治） 
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全国水生生物調査 南小畔親水クラブ

 
流速測定の準備 

 
小学生の川の生き物調査 

安比奈親水公園の川の生き物調査

	 本件は、環境省水・大気環境局水環境課より

都道府県水質保全担当部長宛に調査依頼があり、

埼玉県環境部水環境課から川の国応援団登録団

体に依頼があるものです。 

	 したがって、いくつかの団体が調査している

と思います。南小畔親水クラブとして下記調査

しましたので報告します。 
 河川 調査場所 調査日 参加者 
1 南小畔川 河南親水公園 7月 29日 4名 
2 北小畔川 下田橋付近 7月 31日 5名 
3 小畔川 御伊勢塚公園北 8月 4日 4名 
4 入間川 安比奈親水公園 8月 7日 16名 

1）調査内容 

	 流れの中にいる虫の状況で水のきれい、きた

ないを判断するもので、カワゲラ類、サワガニ

等がいると「きれい」（水質階級 I）、ヒラタド

ロムシ類、カワニナ類等がいると「ややきれい」

（水質階級 II）、ヒル（シマイシビル）、タニシ

類等がいると「ややきたない」（水質階級 III）、

アメリカザリガニ、サカマキガイ等がいると「と

てもきたない」（水質階級 IV）と判断するもの

であり、相対的に判断するもので、絶対的なも

のではありません。 

	 むしろ、魚を取ったり、草花を調べたりして

川に親しむのが、大きな目的の一つだと思いま

す。 

2）雑感 

	 2009（平成 21）年から 6年間続けて調査して

いますが、水が若干汚れてきているように思い

ますし、魚類、虫類も少なくなっているように

思います。ただ、安比奈親水公園の智光山公園

から流入している小河川にカワニナがたくさん

いました。一方、ブラックバス、ザリガニ等の

外来種も増えてきています。夏のせいか、鳥類、

昆虫類も少なくなっているように思われます。 

3）課題 

	 川越市では、埼玉県の川の国応援団に 22の団

体が登録しており、かわごえ環境ネットも新河

岸川関係、荒川流域ネットワークにも加盟して

いるが、まとまった活動になっておりません。

	 埼玉県で活動している戸田市の方からも、川

越市は行政も含めて、全体の情報交換をできる

組織を作らんかねと言われています。 

	 川の活動は、地域ごとに活性化しない限り、

継続は困難と思います。今回の、水生生物調査

のように全国レベルの調査ですし、市内の川の

状況調査には適切な手段と思います。行政と協

働で活動するような組織を作ることにより、川

越の河川の実態把握、問題点の発掘等、活動も

活性化するように思います。  （原嶋昇治）
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小江戸川越打ち水風情 2014（7月 26日開催）報告
	 川越百万灯夏まつりの始めに行われる「小江

戸川越打ち水風情」は「地球温暖化 STOP！」

の思いを込めて 2006年から行われています。主

催は川越市内の 5ロータリークラブ（川越、川

越西、川越南、川越東、川越中央）です。今年

も 7月 26日（土）埼玉りそな銀行の前で開会式

が行われました。川合市長の挨拶の後「時の鐘」

の合図で参加者が一斉に打ち水をしました。こ

の水は、ロータリアンが朝早く新河岸川から取

水したそうです。毎回使用の温度計は直接地面

に付けて測るプロ使用（ダイキエンジニアリン

グ株式会社提供）。うだるような暑さの中、今回

の地表温度は 51.7℃、昨年は 43.7℃だったのと

比較すると今年の酷暑が推し量られます。本当

にこの 1週間は凄かったです。打ち水 10分後も

45.7℃、ちなみに環境政策課から預かっている

熱中症指数計では、WBGTは 33℃。完全に「外

に出てはいけません」の危険エリアでした。年

配の方が多く、ちょっと心配でしたが無事終了。

しかし、今回のイベントは、打ち水の有効性（夕

方に風呂の残り水や溜めておいた雨水を使用

等）が語られることなく「打ち水」の写真撮影

が目的のようなイベントになってしまった感が

あり、残念でした。 

	 来年は開始当初の「地球の温度上昇を地球人

一人一人が出来る事から始める」主旨に基づき、

グリーンカーテンや日本古来の夏の過ごし方に

ついてアピールがあってほしいと思います。か

わごえ環境ネットでも積極的に参加しません

か？            （横山三枝子） 

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

吉田地区

 
みなみかぜ交流センター中庭で案山子づくり 

 
ビオトープ脇の案山子と記念写真 

 
稲穂を見守る案山子 

	 吉田地区のみなみかぜ田んぼは、7 月の終わ

りに草取りを終え、中干しを経て 8月の初旬に

は手植えのあきたこまちに早くも穂が出てきま

したのでスズメよけの糸張りを行いました。長

い糸をひっぱり、風が吹くとアートのように田

んぼの上に弧を描いてなびいています。今年は

近隣の農家さんのおすすすめで釣糸に代わり木

綿糸を使いました。安価で回収の必要がなくお

手軽方法です。 

	 近隣の農家さんには、今年は稲の育ちがよく

豊作間違いなしとの太鼓判を押されましたが、

油断することなく9月13日の稲刈りを迎えたい

ものです。 

	 8月 16日（土曜日）には、案山子（かかし）

づくりを行いました。みなみかぜいきいき田ん

ぼの会の特徴は、特別養護老人ホームというこ

とで、施設の利用者さんと一緒に案山子づくり

をするということです。子供から大人まで、ワ

イワイガヤガヤ、アンパンマン、トッキュウジ

ャーとアニメのキャラクターをテーマに思い思

いの案山子を作りました。田んぼの会はイメー

ジキャラクターのみなほちゃんの案山子です。 

	 子供たちは案山子づくりの合間に中庭や田ん

ぼのビオトープで生きもの探しです。ザリガニ、

タニシ、トウキョウダルマガエルを見つけては

大はしゃぎです。 

	 稲穂を守ってくれることを祈りながら、田ん

ぼの畔に案山子を立てました。 

	 9月 13日（土）の稲刈りにはみなさまのご参

加をお持ちしています。    （増田純一）
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笠幡地区

 
8月 3日草刈り中の田んぼ 

 
8月 3日草刈り後の田んぼ 

 
夕暮れに田んぼで乾杯 

 
8月 22日の田んぼ 

（イヌビエが再び穂をつけている） 

 
8月 22日の稲穂（昨年よりも順調に穂

がついているように見える） 

 
8月 22日のイヌビエ 

（イネよりも少し草高がある） 

	 8月 3日（日）15:00から東洋大学環境コミュ

ニケーションゼミのメンバー7 人（教員 2 人、

学生 5人）と川越市役所職員 1人の 8人で草刈

りを行いました。昨年はイヌビエの発生はごく

限定的だったのですが、今年は大量発生してい

ます。これは、昨年隣接する田んぼに大量発生

していたのですが、今年、その田んぼとの畦畔

を取り払い、土を混ぜたために、イヌビエの撹

拌されたものと考えられます。 

	 作業開始時間には若干気温が下がったものの、

猛暑日の 中の 2時間弱の作業で、田んぼの中

で奮闘したことにより、イヌビエの穂は視界か

ら見えなくなりました。しかし、根元からの引

き抜きはできず、8月 22日に確認したときには

再びイヌビエは大量の穂をイネよりも高い位置

につけていました。 

	 農薬を使わない田んぼの管理はなかなかたい

へんで、水面にはコナギも大量に発生していま

す。かわごえ里山イニシアチブでは、農薬に頼

らず抑草する農法を実践することにしています

が、そのための条件（特に水確保）は場所によ

って異なるので、笠幡地区は笠幡なりの方法で

改善策を考えなければなりません。 

	 さて、8 月 3 日の話に戻りますが、終了後は

現地で懇親会。買い込んだ食べ物をつまみ、飲

み物を飲みながら（交通の関係でノンアルコー

ルの人が半数以上でしたが）日がどっぷり暮れ

るまで語らい合いました。こういう場が田んぼ

の楽しみと言えます。 

	 稲刈りは 9月 21日（日）9:00-12:00に実施し

ます。公開で実施しますのでぜひこの記事をご

覧になった方もご参加ください。また、11月 2・

3 日（日・祝）10:00-18:00 に川越キャンパスで

開催される「第 5回こもれび祭」に焼きおにぎ

り屋を出展する予定です。こちらもぜひお越し

ください。          （小瀬博之）

森林施業（8月 9日）報告 こもれびの森・里山支援隊

	 6 月から毎月 1 回を施業日として活動してい

る東洋大学川越キャンパスの森林を保全する

「こもれびの森・里山支援隊」ですが、8月は 9

日に森林施業（刈払い）を実施しました。 

	 6月は観察会、7月はクラフト作りが主な行事

でしたので、参加者を募っての森林施業は初め

てとなりました。 

	 9:45に教室に集合し、10:00から 12:00まで午

前の施業、13:00から 15:00から午後の施業を行

い、施行前には刈払い鎌の使い方や刈払いの方

法、午後は鎌の研ぎ方について、当会の森林施

業のプロフェッショナルである塚本秀貴さんか

ら講義していただき、その上でこもれびの森で

6 月から刈払いを行っている場所へ行って、話
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し合いをしながら刈払いする木と残す木などを

決めて、施業を行いました。 

	 私は、高校時代に「工芸」を選択していたの

で、かんなやのみは研いだ経験があるのですが、

鎌を研ぐの初めてで、鎌用の砥石も初めて見ま

した。森林施業に関してはほとんど初心者の私

ですが、長年経験されている方でも塚本さんの

話はとても貴重のようでした。 

	 なお、施業地では、ヤブミョウガやキンミズ

ヒキが群生していました。 

	 今後は 9 月 20 日、10 月 25 日に実施します。

初めての方も参加歓迎です。放置されている林

を少しずつ管理された状態にしていくことはと

てもやりがいを感じます。初めての方もぜひご

参加ください。詳しくは「おしらせ」をご覧く

ださい。           （小瀬博之）

刈払いの方法について講義を受ける 
 

施業中の様子 
 

施業後の話し合い 

 
キンミズヒキ（バラ科） 

 
6月 14日（施業前）のこもれびの森  

 
8月 9日（施業後）の同所 

三富農業、世界農業遺産へ申請－持続可能な農業は生物多様性を守る

 
パネルディスカッションの様子 

	 定員 500人が満席になる熱気で、世界農業遺

産（GIAHS : Globally Important Agricultural He

ritage Systems）への登録をめざす「三富新田世

界農業遺産推進シンポジウム」が三芳町「コピ

スみよし」で 8月 23日（土）に行われました。 

	 あいさつに立った三芳町長は 2年前から勉強

会などに取り組み、7月 30日に埼玉県と一緒に

農林水産省に「世界農業遺産」の登録申請をし

ました。江戸時代から 320年続いている伝統的

な土地区分を残しており、さらに現在でも循環

型農業を営んで、都市近郊にありながら、生物

多様性を維持していることをあげています。ま

た、三富から 74品目の野菜出荷、専業農家や後

継者も多く、環境の時代の世界的農業モデルと

なる方向性をもっている、と申請の理由をあげ、

登録への期待を述べていました。 

	 来賓として急きょ上田知事が来て、これだけ

広い地域に奇跡的に残っている三富新田は埼玉

の大切な宝として後世に残すべき遺産であると

の認識を示しました。次に関東農政局長は首都

圏で初めての申請なので全力で応援する、と激

励しました。 

	 基調講演には長年三富農業に携わってきた進

士五十八（しんじいそや）氏が「三富新田の現

代的な価値」と題して講演しました。 

	 「人口減少社会で社会システムが変わらざる
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を得ない時代となったので、開発が遅れている

地域が先進となりうる。三富農業は伝統的な景

観だけでなく、循環型農法を中心に地域のつな

がりが残されている。 

	 三芳町はヒューマンスケールで考えられる広

さで、自治体や町民が自分の町に責任を自覚す

ることで元気な楽しめる場所となる。そこで世

界農業遺産の登録が有効な手段となる。気候変

動の防止や生物多様性の保全には共通して緑が

必要で、三芳町にはこれが残されており、各自

が持っている能力を発揮してほしい。」と激励が

よせられました。 

	 パネルディスカッションがあり、 後に、次

世代の後継者達が、ありのままの三芳町で開発

と共生しながら循環型農業を継続する決意が示

され、会場から大きな拍手でシンポジウムは終

了しました。          （過昌司） 

 

川越市からのおしらせ

くぬぎ山保全管理活動 環境政策課

	 セイタカアワダチソウ等、外来植物の除去 

日時：9月 28日（日）10:00-12:00（9:30受付開

始） 

集合場所：駒ケ原特別緑地保全地区内 所沢市公

有地（所沢市大字下富 1456-1） 

服装等：野外活動用（長袖、ズボン、帽子、タ

オル、軍手、飲み物等） 

申込先：電話 048-830-3150 

くぬぎ山地区自然再生協議会（県みどり自然課） 

申込期限：9月 24日（水）     （安保）

専門委員会からの報告

社会環境部会

	 8 月例会は、福田ビル 3 階会議室で 9 名の参

加で行われました。 初、理事会報告で、川の

一斉水質調査、エコプロダクツ 2014、郊外クリ

ーン、まち歩き気温調査等が説明されました。

ついで、9 月 6 日の「環境施設めぐり」の準備

状況が報告されました。参加者が多く大型バス

に変更しました。 

	 9月 20日の「新河岸川いい川づくり勉強会」

について、企画の武田さんから説明がありまし

た。昔の赤間川は多くの水車小屋があって「水

エネルギー利用」したことや、オアシス横を昔

の葦原伝説を生かした川づくりになど、ユニー

クな提案がありました。 

	 10月 5日の「2014アースデイ・イン・川越	 

立門前」では、かわごえ環境ネットも後援し、

パネル展示等で協力します。11 月 29 日（土）

午後の環境講演会は、やまぶき会館 C会議室で

環境カウンセラー朝倉孝郎氏（宮代町在住）の

ゴミ問題を中心とした環境問題についてお願い

しましたが、内容について希望を検討しました。 

	 先月の例会で確認された、月刊誌への社会環

境部会からの投稿は、9月号に原嶋さん、10月

号に井口さんが担当することを確認し散会しま

した。 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：武田侃蔵）

自然環境部会

	 8月定例会は 8/8（金）福田ビル 3階にて 9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・

保全活動 7/14、7/28（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	 8/5（火）6名参加 
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②生き物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 に持った。広く参加してもらうため

に紙ベースの用紙も準備する。 

③狭山丘陵バスツアーについて 

	 日程を 11/6（木）に決定	 9/25川越広報に掲

載 

④その他 

	 近の生き物事情に関して意見交換。「セミが

少なくなった、ツチガエルは見なくなった、ト

ンボも減った」…在来種が減少の実感多数。 

（自然環境部会代表	 賀登環） 

おしらせ

【トピック①】「狭山丘陵見学」（バスツアー）を 11月 6日（木）に開催
	 環境学習の一環で、整備が進む都立「野山北・

六道山公園」 を訪ね、狭山丘陵における保全の

取組状況を学びます。また、都立「小金井公園」

を訪ね、グループ毎に散策をいたします。 

日時：11 月 6 日（木）8:20-17:30（少雨決行）

川越駅西口暫定自由広場 8:30出発 

行先：都立野山北・六道山公園、小金井公園 

定員：先着 30人 

参加費：1,500円（損害保険料を含む） 

＊弁当持参、途中で購入が可能です。 

申込：10月 1日（水）9時より電話で環境政策

課（Tel.049-224-5866）に申し込みください。 

	 会員の方は、9 月号に同封されるちらしをご

覧ください。行程など詳しく書かれています。 

【トピック②】幼児向け環境教育プログラム作成委員会第 1回開催・委員募集
	 第 4回理事会（6月 25日）にて承認されまし

た「幼児向け環境教育プログラム作成委員会」

を 9月より設置し委員会を開催します。 

	 本委員会は、川越の歴史・郷土文化と環境教

育を融合した川越独自の幼児向け環境教育プロ

グラムを作成することを目的としています。対

象者は、5〜6歳の未就学児を想定しており、環

境教育プログラムを通して子どもたちに川越の

成り立ち（郷土史）や川越の自然に親しみを持

ち、それが川越の街に対する“誇り”に醸成し

ていくことを期待しています。 

	 本委員会に関心がある方は委員としてご参加

いただきたいと思いますので委員会事務局（飯

島：090-3689-0450）までお問い合わせください。

（締切 9月 16日） 

 

 

【トピック③】「2014アースデイ・イン・川越 立門前」（10月 5日開催）
	 10 月 5 日（日）10:00-15:00 に「2014 アース

デイ・イン・川越 立門前」を開催します。旧川

越織物市場が工事で使えませんが、蓮馨寺境内

を活用し、熊野神社、旧鶴川座等で昨年以上の

参加団体があります。地元商店街や大学生も参

加し、啓発の文芸作品の紹介等も行います。エ

コマネー「アース」も、実行委員会で発行を続

けます。 

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 9月度） 

日時：9月 12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 9月度） 

日時：9月 12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:
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00-17:00の連続開催 

＊次回は 10月 10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 9月度） 

日時：9月 18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） 

◆幼児向け環境教育プログラム作成委員会（第1回） 

日時：未定 

場所：未定 

◆事業運営委員会（2014年度第 4回） 

日時：9月 26日（金）9:00-10:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

◆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 

●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 7回） 

日時：9月 19日（金）17:00-19:00 

場所：東洋大学川越キャンパス 4 号館 4 階第 3

会議室 

＊会員であればどなたでも参加可能

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 

★【支援】川越まつりまち美化活動（予定） 

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 10月号掲載） 

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：9月 2日（火）・10月 7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）、10月 20日（月）、10月 2

7日（月）いずれも 9:30-12:30 

＊9,10月は変則的になっています。 

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） 

★仙波河岸史跡公園植物調査 

日時：10月 8日（水）9:00-12:00 

場所：仙波河岸史跡公園 

問い合わせ：菅野

 

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 

①9月 12日（金）10:20-15:30 

②9月 21日（日）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。 

	 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。 

③10月 31日（金）10:20-15:30 

要項：①と同じ 

	 今回は、秋の野草や昆虫を観察します。トン

ボやチョウ、クモ類も探しませんか。野草の解

説は太田先生です。 
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◎秋の野草観察会 

日時：10月 26日（日）10:20-15:30 

要項：公園主催、考える会協力。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、ただし園内レスト

ランもあります。雨天決行。 

	 センブリの花や昆虫を観察します。チョウやク

モ類も探しませんか。野草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 

日時：9月 13日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

   10月 11日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

場所：明見院（川越市今福 677）近く 

内容：農作業（B級品のお土産付き） 

会費：保険代100円、クラブ員1家族1,000円（年間） 

◎自然にやさしい福田田んぼ活動 

日時：9月 20日-12月 20日（土・日）9:30-12:30

（全 4回） 

会場：福田地域の田んぼ、定員：30人、経費：5

00円、申込：9月 1日（月）9:00から電話で川越

市農政課（Tel.049-224-5939） 
おいしく・楽しく農業体験 2014年度予定表（	 ）内は予備日 
月 日 活動内容予定 
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：9月 2日（火）・5日（金）・9日（火）・12

日（金）・16日（火）・19日（金）・20日（土）・2

3日（火）・26日（金）・27日（土）・30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：9月 6日（土）10:00-12:00 

◎稲刈り 

日時：9月 13日（土）9:00-12:00 

	 年齢問わず体験できます。参加はお申込みを

お願いします。 

◎稲わら、米の販売 

	 ご希望の方は問い合わせ先までお願いします。 

 

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） 

◎こもれびの森・里山支援隊「森林施業」 

日時：9月 20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、午後は 12:

45集合、13:00-15:00施業、15:30解散 

集合場所：7号館総合情報学部棟1階「スタディルーム」 

内容：新西門付近の刈払い及び刈払いで発生し

た木・葉などの運搬 

持ち物：飲み水（購入可）、昼食（学食営業）、

軍手、森での作業ができる身支度・靴、タオル、

着替えなど、ノコギリ・剪定鋏・ヘルメット（自

前で用意できる方）、虫除けなど必要なもの 

申込・問い合わせ：参加される場合は、上記問い

合わせ先に事前にご連絡いただければ幸いです。 

＊今後、10月25日（土）・11月22日（土）に施業予定 

＊こもれびの森・里山支援隊ブログ 
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http://ameblo.jp/komorebi-satoyama/ 

◎笠幡水田再生プロジェクト「稲刈り」 

日時：9月 21日（日）9:00-12:00（予定） 

場所：神明神社そばの水田（川越市笠幡、緯度

35.908922, 経度 139.399254） 

＊詳細は小瀬または大学ホームページで 

◎川越市連雀町周辺地域を対象とした地域活性

化ワークショップ（まち歩き、マップ作成） 

日時：9月 28日（日）10:00-16:00 

集合：西武新宿線本川越駅前広場（川越市新富町1-22） 

内容：午前は蓮馨寺・中央通り「昭和の街」周

辺地区のまち歩きによる地域の魅力や課題探し、

午後はマップ作成とディスカッション 

申込：上記連絡先に 9/25までご連絡を 

主催：東洋大学地域活性化研究所 

＊http://www.toyo.ac.jp//site/irvs/54441.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。

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：9月 2日（火）・18日（木）・10月 7日（火）

16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：9月 14日・10月 12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：9月 27日・10月 25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日前までに武田へご連絡ください。 

①9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。 

②10月 26日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川上流部、黄金橋右岸集合。上下流河

岸清掃。 

 

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） 

①9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。 

②10月 12日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 シギやチドリの渡りに続き冬鳥のカモたちや
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ユリカモメの飛来するころになりました。今年

生まれた子供たちもいっしょです。お帰りなさ

い。歓迎しましょう。 

 

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】「川の魅力実感 in 朝霞：黒目川

de大発見」 

日時：9月 15日（月・祝）10:00-15:00 

場所：朝霞市産業文化センター・埼玉県朝霞県

土事務所・黒目川 

主催：埼玉県	 共催：朝霞市 

	 詳しくは「埼玉県水辺再生課」で検索。 

◎【関連情報】「新河岸川いい川づくり勉強会」 

日時：9月 20日（土）9:30-15:00 

場所：川越市北公民館講座室 

主催：新河岸川いい川づくり勉強会実行委員会 

共催：西埼玉温暖化対策ネットワーク里川部会、

新河岸川広域景観づくり連絡会、クリーン＆ハ

ートフル川越、 

□水車小屋があった昔の赤間川、水エネルギー

の再生は？「片葉の葦」や「琵琶橋伝説」を生

かした川の再生、舟を浮かべる所？思いを開陳。 

◎新河岸川サイクリング踏破 

日時：9月 26日（金）8:00-18:00 

	 川越市の新河岸川起点から、県内 下流の和

光市まで、昔の九十九曲がりが幾曲がり？にな

った姿をサイクリングで景観発掘のイベント。 

1) 7時川越市駅前交番前集合。2) 8時旭橋左岸

（以上連絡は武田 090-2521-5770）、3) 8 時 30

分養老橋左岸（担当堀江 090-5535-3433）、4) 9

時新伊佐島橋左岸（担当相川 048-473-9854）、5）

 10時新宮戸橋左岸（担当山本 090-5208-2643）、

6） 11時新倉橋（担当友国 090-1531-6007）、7）

別ルートで志木のいろは橋まで 12 時に戻る予

定。旧村山快哉堂で感想と情報交換、昼食で解

散予定。詳しくは各担当者へ。 

	 1 時間ごとに集合場所を決めましたので、短

時間走行も可能。保険加入。9月 16日までに武

田まで。雨中止の場合 29日（月）に延期。 

＜訂正＞本紙 6月号 5ページの「ひらた舟乗舟

体験」なぜ 4月 29日にの記事の中で、所在地に

ついて「下新河岸の氷川神社に近い」とありま

したが「上新河岸地内で砂氷川神社に近い」と

訂正します。関係者にお詫びします。 

 

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：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（日）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。

広報委員会からのおしらせ

◆本紙への寄稿募集	 本会会員をはじめとして、

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これから実施する公開

イベント等の情報の掲載等も受け付けています。

2014年 10月号（No.096，9月下旬発行予定）の

掲載原稿は 9月 15日（火）必着です。電子デー

タでいただけると助かります。あて先は広報委

員会編集担当（E-mail: koho@kawagoekanyo.net）

またはかわごえ環境ネット事務局（川越市役所

本庁舎 5階環境政策課環境推進担当）までお願

いします。 
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イベントカレンダー（8月 31日〜10月 15日） 
日 月 火 水 木 金 土 

8/31 
 

9/1 
○9:00自然に
やさしい福田

田んぼ活動

（福田）受付

開始	 

9/2 
★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 

9/3 
 

9/4 
 

9/5 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
○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） 
◎9:00月例会
（みなみかぜ） 

9/7 
 

9/8 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地調査・保

全作業	 

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

9/10 
 

9/11 
 

9/12 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎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 
◎9:00稲刈り
（みなみかぜ） 
◎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	 

○本紙 10月号
入稿期限 
◎10:00川の
魅力実感 in朝
霞：黒目川 de
大発見	 

9/16 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

9/17 
 

9/18 
◆9:00広報委
員会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

9/19 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
●17:00アジ
ェンダ見直し

勉強会 

9/20 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎9:30新河岸
川いい川づく

り勉強会 
◎9:45こもれび
の森・里山支援隊 

9/21 
◎9:00稲刈り
（笠幡・予定） 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

9/22 
	 

9/23 
秋分の日	 

◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

9/24 
 

9/25 
 

9/26 
◎7:00新河岸川サ
イクリング踏破 
◎9:00農作業
（みなみかぜ）

◆9:00事業運
営委員会 
◆10:00理事会 

9/27 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎13:30まち
美化啓発運動

◎15:30理事会
（かわごえ里山

イニシアチブ） 
9/28 
◎10:00くぬぎ
山保全管理活動

（9/24申込締切） 
◎10:00連雀町
周辺地域活性化

ワークショップ 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

9/29 
◎19:00アース
デイ実行委員会	 

9/30 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
 

10/1 
○9:00狭山丘
陵見学バスツ

アー申込開始 

10/2 
 

10/3 
 

10/4 
 

10/5 
★10:00 2014
アースデイ・

イン・川越 立
門前 

10/6 
	 

10/7 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

10/8 
★9:00仙波河
岸史跡公園植

物調査 

10/9 
 

10/10 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

10/11 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

10/12 
◎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 

10/13 
体育の日	 

10/14 
 

10/15 
○本紙 11月号
入稿期限 

★：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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