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【巻頭言】我が人生に悔いなし

 
第 12回かわごえ環境フォーラムでの 

発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 この月刊かわごえ環境ネット 12月号が、みなさんのお手元に着くころ（12月 2

日）、私は77歳の誕生日で喜寿を迎えることになり、高齢化を意識するようになり

ました。また事情があって、新居を建て、数日前に移り住み、新しい生活が始まり

ました。これを機会に悠々自適の生活に方向転換しようと考えています。ここで、

我が人生を振り返りますと、22歳までの人間形成を目指した学生時代、60歳まで

の企業人として社会のため、会社のため、家族のため、はつらつとして働いた 38

年間の企業人時代。そして今日までの社会貢献時代（？）の16年間。65歳で大腸

がんの手術後、回復を待って入会をしたのが、このかわごえ環境ネットでした。 

	 ここ5年間、社会環境部会の代表として、そしてまた理事として環境講演会、環

境施設巡り、エコ暮らし、ゴミ減量化、エコドライブ、緑のカーテン、有機野菜作

り、川の再生・調査、小学校の川遊び支援等々、多くの課題に取り組みました。必

ずしも、満足な成果が得られとは言えませんでした。自己満足かもしれませんが、

部会のみなさんの協力を得て、役割を果せたと自負しております。 

	 気がつくのが遅くなったのですが、特に今年度になって、月例の会議の進行役を

交代制にしたこと、イベントごとに責任者を決め、取り組んでもらっていることが

最大の成果と思っています。部会に参加されている方は、それぞれ自分の意思で参

加されているので、各人が、考え方、知識を持っているのです。それぞれの力をい

かに発揮してもらえるか、それを引き出すのがリーダーの役目ではないかと気づき

ました。この 10年余り、かわごえ環境ネットに参加して活動させていただいたこ

とは、第 3の人生の最大の成果と思い感謝しております。私は、趣味多彩であり、

今後、徐々にゆとりある人生に方向転換し、人生の満足感を全うしたいと考えてお

ります。 かわごえ環境ネット理事・社会環境部会代表	 原嶋昇治 
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川越の自然を訪ねて（27）川越を流れる川の自然を守ろう！
	 自然環境部会では荒川支流の入間川と不老川

の上流の飯能市、入間市、所沢市、瑞穂町の自

然を訪ねる「バスツアー」を 2012年から 3年間

にわたり行いました。 

	 ツアーの目的は自然環境保全に取り組む、行

政・ボランティア・NPOなどとの情報交換や交

流により、川越市における自然環境（生物多様

性）の保全のあり方や進め方についての参考と

するためです。また、「広報川越」で参加者を募

集し、市民の方々に自然環境保全について知っ

ていただくことも重要な目的でもあります。 

	 私たちは、隣接する自治体の自然については

あまり知ることがありませんが、川でつながる

地域は一衣帯水であり、水系ごとに治水や自然

環境保全の対策を講じることが必要とされてい

ます。かわごえ環境ネットの会員団体が行って

いる新河岸川市内流域の清掃や小畔川魚類調査

などの活動は、川越市内の川の流れを美しく保

つことで、東京湾に注ぐ下流部分の河川の水質

維持に役立つものであり、流れ込んだ東京湾の

浄化にも寄与しております。 

	 2012 年に訪ねた飯能市の天覧山～多峯主山

にかけての森（入間川の流域）では、埼玉県・

飯能市・土地所有者・ボランティア・自然保護

団体が一緒になって、知恵と労力を出し合い、

生物多様性の保全に取り組み、成果を上げてい

ることを知ることができました。なお、飯能市

はこの森をエコツーリズム事業に活用し、市の

重要な観光拠点としております。 

	 2013年には「さいたま緑の森博物館」、「トト

ロのふるさと基金」のクロスケの家、所沢市菩

提樹池を訪ねて交流を図りました。都市化の波

が押し寄せた狭山丘陵を自分たちの力で守ろう

と地道に活動を進めてきた各団体は、自然豊か

な丘陵地の土地をナショナル・トラストや公有

地化で貴重な自然を守ってきました。特に菩提

樹池（新河岸川支流の柳瀬川流域）は、自然保

護・田んぼ再生・環境美化のそれぞれの目的・

目線を持った各団体が一致協力して保全に取り

組み、生物多様性と里山景観の維持を図ってお

ります。 

	 本年 2014年は、都立「野山北・六道山公園」

（公園の一部は不老川流域）を訪ねました。「み

んなで創る風景があります」キャッチフレーズ

のもとに、公園管理者と一緒に登録ボランティ

アが、かつての明るい雑木林を再生しようと取

り組む様子を知ることができました。 

	 経済・社会環境が変化する中で、生物多様性

の保全は、目先の経済的利益の犠牲になってき

ましたが、おいしい空気、おいしい水、おいし

い食べ物を安心して私たちが享受し続けるため

にも「川越の自然」を守り育てる活動が、入間

川と新河岸川の流域にとってより一層必要であ

ることではないかと、それぞれの地域で活動を

している各団体との交流をとおして得られた成

果です。    （自然環境部会	 菊地三生） 

 
さいたま緑の森博物館	 大谷戸湿地 

不老川流域 

 
所沢市菩提樹池（柳瀬川流域）	  
保全作業前のミーティングの様子 
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私のエコ暮らし（4）太陽光・熱利用とミミズによる低炭素生活

 
写真 1（太陽光発電	 定格 3.3kW） 

 
写真 2（太陽熱温水器） 

 
写真 3（ミミズコンポスト）

1.太陽光発電 

	 1998年 12月に設置し、14年経過したころか

ら発電能力が低下してきた。 

	 しばらく様子を見たが改善されないためメー

カーに問い合わせたら、すぐにメーカーの指定

業者が来て調べてくれた。その結果、“発電パネ

ルに不良品がある”と言われ、保証契約期間の

10 年が過ぎていたので修理費用を聞いたら、

“これはメーカー責任で直します”と言われた。 

	 後日、業者が発電パネル全部（24枚）をメー

カーで検査するため取り外して行った。約 1か

月後に“7 枚が新品に交換された”発電パネル

が持ち込まれ、元どおりに取り付けたら、発電

能力が購入時に戻り一安心した。 

	 しかし、数か月後にはパワーコンディショナ

ー（直流を交流に変換する装置）が故障し、交

換した後、現在までは故障なく稼働している。 
（参考）設置当初とのデータ比較（kWh） 

年月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1999 332 331 293 310 362 283 321 343 261 269 263 307 
2014 355 259 383 367 421 313 318 360 267 296   

＊白抜きは過去最大値 

2.太陽熱温水器 

	 1984年 11月から 30年間あまり風呂専用に使

用しているが、故障は上部タンクからの水漏れ

の 1回のみである。水漏れの原因は水道工事の

ときに発生した小さなごみで、バルブにキズが

ついたためとのこと。バルブ交換し水漏れは直

った。 

	 我家の最近 2年間のガス使用量は下表のとお

りで、月毎にほぼ同じ傾向である。 
ガス使用量（都市ガス（m3

））家族 2人 
年月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2012 31 28 23 18 13 6 6 4 3 7 9 14 
2013 31 21 22 18 12 7 4 4 3 7 11 14 

3.ミミズコンポスト 

	 2000 年 12 月からシマミミズを飼い始め、生

ごみを食べさせている。ミミズコンポストの中

で“ミミズが勝手に生きている”のではなく“飼

育している！”の優しい気持ちが大切である。

	 コンポストの中は暗く、雨水を入れない、暑

さ寒さ予防、湿度管理は餌でもある細断した新

聞紙を表面に被せ、霧吹きで湿らせる。 

	 毎日コンポストに生ごみを入れるとき、ミミ

ズや湿度の状態を観察して新聞紙の補充や加湿

など気配りをしている。 

	 今まで飼育に失敗した人は“ミミズは乾燥に

弱いね”と言っていた。 

	 しかし、我が家のミミズたちは生ごみを食べ

て元気にせっせと糞をしてくれる。これは肥沃

な肥料になり生ごみ減量対策と一石二鳥である。

	 コンポストから染み出た尿などは液肥として

使い、年 1回残渣を取出して乾燥させて菜園や

山芋畑に施している。 

	 一市民として低炭素生活を行っています。 

（社会環境部会	 渡辺利衛） 
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かわごえ環境ネットの活動報告

狭山丘陵見学バスツアーの報告 自然環境部会

 
都立野山北・六道山公園で記念撮影 

	 自然環境部会主催で 11月 6日（木）に「狭山

丘陵見学バスツアー」を実施しました。 

	 ツアーの目的は、環境学習の一環で保全が進

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ぶこと、併せて

園内面積 80haの広さを誇る都立「小金井公園」

を散策し「都市の緑」の魅力を探るものです。 

	 午前中は小雨の天候でしたが、参加者 32名は、

川越駅西口を出発し「野山北・六道山公園」の

瑞穂町側に設けられた西口駐車場に着きました。 

	 指定管理者である西武・狭山丘陵パートナー

ズ統括所長の植木さんや各担当の案内で、展望

広場、三角点、六道山広場、岸田んぼを巡りな

がら、ボランティアによる取組や、里山保全の

説明を受けました。わかりやすく明るい説明に

感謝しました。里山民家で昼食の後、都立「小

金井公園」に向かい、自然観察と江戸・東京た

てもの園視察の 2班に分かれ散策をしました。 

帰りの車中で、参加者に「かわごえ環境ネッ

ト」の活動状況の説明、そして全員にマイクを

回し参加者の懇親を深めながら、川越駅西口に

着きました。 

	 今回のツアーは、首都圏の貴重な「狭山丘陵」

の自然を行政とボランティアが協働で保全して

いる活動状況がわかり、川越の自然環境保全の

活動の参考になる内容でした。 （菊地三生） 

 

※都立「野山北・六道山公園」の概要 

面積：260ha（含む開発予定地、都立最大の公園） 

所在：東京都武蔵村山市、瑞穂町 

開設：1988年 

指定管理者：西武造園・狭山丘陵パートナーズ 

 
西口広場から散策開始	 

	 
レンジャーの杉山さん	 

 
岸たんぼ

 
里山民家	 

ボランティアの活動の説明を受ける 

 
江戸東京たてもの園	 

看板建築の説明を受ける 

 
江戸東京たてもの園	 

旧自証院霊屋	 
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741上戸小「わくわくタイム」自然学習プログラム支援報告

 
「こもれびの森」で説明中 

	 11 月 11 日（火）午後、東洋大学構内「こも

れびの道」において、上戸小学校 4年生 79名が

総合学習「わくわくタイム」の観察会を行いま

した。本会からは小瀬理事長、菅野、賀登、森

田、横山の 5名と東洋大学 4年生 2名（関根、

渡邊）が協力しました。 

	 この活動は緑の濃くなる 6月に予定していま

したが、雨に邪魔され中止、10月も諸事情で延

期となり、ようやく実施できたものです。 

	 当日は午前中が曇りで、お昼頃に雨脚が強く

なり、悩み多き天候でしたが、幸い観察会のス

タートする午後 1時には雨がやみ、クラスごと

に「自然に触れて、自然を感じるわくわくタイ

ム」が展開できました。 

	 ヒマラヤスギ、シラカシ、エゴノキ、コナラ、

ハンノキ、アカマツ、イチョウの実（ギンナン）、

クリなど沢山の秋の実を集めたり、ジョロウグ

モの「3D蜘蛛の巣」と「大きな雌」と「小さな

雄」を観察したりした 4年生は、自然の循環や

不思議さを感じ取ってくれたと思います。 

	 帰り道は「こもれびの森・里山支援隊」が手

入れをした雑木林です。伐採したヒノキのよい

香りが広がる中、木くずと年輪一枚（学年展示

用）はお持ち帰りです。「今日は自然のヒノキ風

呂。」になったかな？ 

	 この時期は昆虫の動きがなく、妙に盛り上が

るキノコの発見も少なかったので心に残る物が

あったかなと心配でした。しかし、まとめの会

で「今日見つけた物は？」の問いに 40以上もの

名前が出て、協力した私たちもホッとしました。

上戸小との関わりは 4回目。東洋大学の中で毎

回新しい発見があります。 

【番外お願い】	 この時期雑木林では黒いムシ

の塊を見かけます。気持ち悪いくらいに蠢いて

いて、ウジ虫と思われますが、何の幼虫か解り

ません。高階北小学校の観察会でも発見しまし

た。もし、会員の方でご存じの方がいらっしゃ

ったら教えていただきたいと思っています。実

物をご覧になりたい場合はぜひ、観察会にどう

ぞ。            （横山三枝子）

「地域情報アドバイザー」育成講座

私の課題
伝えたいことが伝わらない 
個人情報がなかなか入手できないので連絡先がわからない 
掲示板、メール等で伝えても反応がない 

情報のありかに迷う 
どこで何を見たのか、現実かインターネットか 
あっちこっちに情報が拡散（PC、メールは複製情報であふれる） 
口頭で聞いたことは忘れてしまう（情報化時代の弊害？） 

広報編集の手間 
冊子にまとめる手間が大きな負担になっている（組織としては集約が
必要であるが…） 
みんなが容易に情報を発信できればよいのだが…  

私が抱く情報に関する課題 

	 本会と特定非営利活動法人地域医療・福祉サ

ービス協議会と共催で「地域情報アドバイザー」

育成講座を 10月 24日（金）に川越市霞ヶ関北

公民館で開催しました。福祉分野や環境分野に

携わっている方 23名が参加しました。 

	 当日は私（小瀬）が講師になり、「『地域情報

アドバイザー』を考える」「情報コミュニケーシ

ョンの方法」「日ごろの悩み・問題意識を伺う」

「問題の解決にむけて」という 4つのテーマで、

来場者のご意見を伺いながら講座を進めました。 

	 私としては、インターネットの活用について

の課題把握とともに、顔を合わせて情報交換す

ることの大切さを再認識する機会になりました。 

（小瀬博之） 
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高階北小学校自然学習支援（11月 12日） 自然環境部会

 
	 今年度も高階北小学校の 3年生が「川越市森

林公園」計画地に総合学習で訪れました。11月

12日水曜日、3クラス 115人と特別支援学級の

児童 8人、先生方 7人、本会からは 8人（菅野、

横山、賀登環、小林、宮澤、賀登勉、森田、青

野）がサポートしました。 

	 2011年 4月に、冊子「川越の自然」で「川越

市森林公園計画地」の記事を見た高階北小学校

の先生が「ぜひ、子どもたちの自然学習に役立

てたい。」と本会に支援の依頼がありました。高

階北小からは徒歩で行けることと、自然が豊か

なのが魅力だとのことでした。その後、春・秋

と足を運び今年で 4年目です。 

	 今回のテーマは「雑木林で秋をさがそう」で

す。ジョイフルから「森のさんぽ道」を進みな

がら、ほとんどがコナラの林に注目したり、ム

ラサキシキブやガマズミの実を見つけたりして

「第 2武蔵野ふれあいの森」に到着です。ここ

まで 15分弱ですが、充分に秋を堪能できます。

	 ここを奥に進んだあたりでクラスごとにエリ

アを決めて活動します。 

	 今年もドングリが豊作でしたので、子どもた

ちはたくさん集めて回ります。イガグリ帽子の

クヌギドングリは人気です。3 組ではドングリ

に顔を描いたり、割って中の虫を調べたりしま

した。 

	 毎年続けていると「先輩」から「後輩」への

情報の伝達もあるようで、「そこへ行くと○○が

あるよ」等と教えてもらっている子もいました。

	 ○○にはキノコやカナヘビが当てはまり、今

年もキノコは夢中でさがしていました。季節が

ら、柔らかいキノコはもうほとんどなく、硬い

サルノコシカケの類が多かったのですが、子ど

もたちは「どんなところにあるの？」と質問し、

「腐りかけた木につくよ」と教えると走り回っ

て探していました。キノコは分解者であるとい

う学習も自然にできるのです。 

	 ここは樹木の種類も多いので、落ち葉や木の

実をたくさん集めて色・形・虫食いの様子を見

比べ、やがてポロポロになり土に還っていくま

でをさぐります。ふかふかの地面の下にはミミ

ズ、ハサミムシ、ムカデなどが動いているのも

手で掘って確かめて見ました。 

	 もう晩秋ですが、ジョロウグモ、オサムシ、

ヒラタシデムシ、テントウムシ、ハサミムシな

どけっこう見つかりました。この雑木林は川越

の中では格段に生き物の多い場所です。土壌が

フカフカで土が生き生きとしています。樹木は

やや密生でヒョロヒョロしたものが多いですが、

潅木の種類も多く、実も観察できます。オオタ

カもよく飛来し、いわゆる生態系ピラミッドが

成立しているエリアです。学習の場として素晴

らしい所なので大いに活用してほしいものです。 

（賀登環）

  
自然観察の様子 
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後援行事・会員の活動報告

第 14回北公民館かんきょう祭り報告

 
公民館入口に掲げられたテーマ 

	 11 月 15 日（土）に北公民館かんきょう祭り

が開催されました。川越の公民館として唯一開

催され、今年で 14回目を迎えることができたこ

とに感謝しております。 

	 <「私たちが変わる、私たちが変える、世界

につながる環境活動」～もう一度考えてみよう

私たちの生活～>という永遠のテーマを掲げま

した。 

	 開会式では「環境宣言」を読み上げ、決意を

新たにしました。 

1. 私たちは、地球環境問題を市民の目で見つめ

考えます。 

2. 私たちは、たとえ小さな事でも身近な事から

始めます。 

3. 私たちは、自分たちの行いを、少しでも多く

の人たちに知らせるよう努力します。 

	 恒例のオープニングコンサートの後、講演会

に入りました。「楽しく過ごす	 毎日の食生活」

と題し、女子栄養大学生涯学習講師の倉持光江

氏にお話を伺いました。「食育」の 3つの柱は「安

心・安全・健康の選食能力を養う」「衣食住の伝

承・しつけは共食（家族の団らん）から」「食料

問題やエコロジーなど、地球の食を考える」か

ら始まり、「自らの五感にて（見た目・臭いなど）

食べられるのかを判断するとよい」「残飯を減ら

すためのチェック事項」「バランスの良い毎日の

献立とは」、そして「献立の型（一汁三菜）を基

本に」から「簡単な 1 食の献立作り	 5 つのポ

イント」。「バランスよく食べる」。「忙しい朝の

活用とコツ」と、実践的な内容で盛り上がりま

した。 

	 参加団体の展示はいつものようにありました

が、「もったいない市」と題し、みなさんから使

用しなくなった食器類を提供していただき、無

料で配布する団体の試みもありました。演示の

中で、女性コーラスと男性コーラスが、祭りに

のみ特別に混声合唱する試みもすっかり定着し

た感があります。 

	 環境標語・川柳・都都逸・写真もお馴染みで

すが、昨年から仙波小学校の児童さんから、環

境標語に応募していただいています。小学校に

環境委員会があり、日ごろ活動しているのだそ

うです。心強い限りで、勇気をもらっています。 

	 外では、有機野菜の販売、さる・ときものぬ

いぐるみが活躍してくれました。さらに今年は

ソーラー・クッキングの実演が加わりました。

今回のように条件が良いと、ゆで卵 3 個が 30

分でできあがるのだそうです。夏場の方こそ光

が強いと考えがちですが、長時間雲のない状態

は続かないので、むしろ今の時期の晴天の方が

よいのだそうです。当日はこれまでで最高の日

差しだと、喜んでおられました。 

	 こども広場で折り紙遊びを楽しんだのは大人

66 人、子ども 32 人だそうです。最近は大人が

楽しみにされているようです。 

	 ペットボトルのキャップ、使用済み切手の回

収もおなじみ。桜草のプレゼントは例年楽しみ

にされています。個人で丹精込めて育ててくれ

ている方には、本当に感謝申し上げます。 

	 バザー会場も盛り上りますが、みなさんから

の善意の提供品を販売させていただいておりま

す。バザー・コーヒー販売等の売上金の一部は、

社会福祉協議会に寄付させていただいておりま

す。 
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	 環境問題も言葉としてはよく理解できている

のですが、日常生活の中でどう実践するかとな

ると怪しくなってきます。無理なく続けられる、

やれる範囲のことから始めてみましょう。世界

に目を向けてみれば、貧困や食料不足の問題、

地球温暖化や生物多様性の問題などさまざまな

問題があります。これは地球上に住む私たち人

間としての営みが、全てつながりのある問題と

言えるでしょう。将来世代に禍根を残さないよ

うに、私たちの小さな日常の行動を考えていき

ましょう。そんな契機にと繰り返してきた行動

も来年 15回目を迎えます。これからの体制をよ

り強固に、斬新なアイデアを出し合いたいと願

っておりますので、ぜひみなさまのご意見を聞

かせてください。 

（かんきょう祭り実行委員	 菅野仲夫） 

 
講演会の様子 

 
小学生の環境標語 

 
ソーラークッキング

東洋大学小瀬研究室からの報告（ライトアッププロジェクト、環境コミュニケーションゼミ）

 
「みらいの藤棚」ライトアップ 

 
こもれび祭での出店の様子 

 
環境アイディアコンペの会場 

 
川越市長とメンバーで記念写真 

 
11月 22日施業中の様子 

 
11月 22日施業後の様子 

1.「みらいの藤棚」ライトアップ（12/25まで） 

	 教員 4名、学生 7名による総合情報学部ライ

トアッププロジェクトチームが制作した川越 

中央通り「昭和の街」（川越名店街）にある福々

スタンド「みらいの藤棚」を 10月 31日に設置、

毎日 16:30 ごろから 22:00 ごろまでライトアッ

プを行っています。光源を直接見せるのではな

く、耐水紙で作った藤の花に LEDライトを照射

させる新たな試みです。ぜひご覧ください。 

https://www.facebook.com/toyosojolightup 

2.「こもれび祭」でおにぎり 1700個販売 

	 11 月 2・3 日（日・祝）に行われた東洋大学

川越キャンパス学園祭「第 5回こもれび祭」に

おいて、環境コミュニケーションゼミが「おに

ぎり屋ひろゆき」を出店。笠幡水田再生プロジ

ェクトで収穫した米と、その米で作った焼きお

にぎりを販売しました。米は 2kgを 76袋、おに

ぎりは 1690個販売して好評を得ました。 

3.環境アイディアコンペで油井さんが優秀賞 

	 11月 9日（日）の「つばさ館まつり 2014」に

おいて「環境アイディアコンペ 2014 in つばさ

館」が開催され、本学と東京国際大学から 5件

の発表がありました。ゼミ生の油井佳愛さんが

「エコツーリズムによる川越の環境理解の促
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進」のテーマで優秀賞を受賞しました。 

4.川越市緑のカーテンコンテストで入賞 

	 平成 26 年度緑のカーテンコンテストにおい

て、環境コミュニケーションゼミが事業所部門

で入賞し、11 月 21 日（金）に川越市役所市長

室において表彰式が行われました。今年は応募

が少なかったそうです。来年はみなさんも積極

的にご応募ください。 

5.こもれびの森・里山支援隊 

	 毎月 1回のペースで公開の森林施業を実施し

ています。11月 22日（土）10:00-15:00に、鶴

ヶ島駅からの通学路である「こもれびの道」周

辺の 3つのエリアにおいて、午前は 11名、午後

は 6名の作業者で刈払いを実施しました。詳し

い情報は、Facebookページをご覧ください。 

https://www.facebook.com/komorebisatoyama 

かわごえ里山イニシアチブ（吉田地区からの報告）

 
わら家で遊ぶ子供たち

 
わらぞうりの作り方教室

 
テラスで記念写真

	 みなみかぜいきいき田んぼの会（正式名称：

川越生物多様性有機農法で地域づくりに取り組

む会）では、11 月 15 日（土）に「稲わらで遊

ぼう!!」イベントを開催しました。秋晴れのも

と子供達 10人を含む 30人の参加者を得て、稲

わらとともに楽しい 1日を過ごしました。 

	 イベントは参加者の自己紹介から始まり田ん

ぼの会 OBの Sさんから稲わらの効用について

の話がありました。今はいろんな種類のひもが

販売されているものの、使用後はすべてごみに

なるが、稲わらもいろんな種類のひもを作るこ

とができ、使用後は肥料となり、一切むだがな

いといった話や、日本の稲作は古くから環境に

優しいエコな生活を提供していることなど、目

からうろこの話でした。 

	 この後、わらぞうり指導者 Iさんの指導の下、

縄ない（稲を編んで縄にすること）から始まり、

主にお母さん方はわらぞうり作り、お父さん方

や子供たちはわら家作りに精を出しました。交

流センターのテラスはいくつもの輪が出来、ま

さしく農的生活の典型のような光景が拡がりま

した。子供たちは出来上がったわら家に大興奮。

わら家がさながら秘密基地のような気分で、天

窓を工夫したりいろんな遊びのアイデアが飛び

出したりします。 

	 今回のイベントは、田んぼの会 6年目の無農

薬米作りの中で、稲わらを利用した初めての試

みでしたが、文字通りの多世代間交流が実現し、

利用者さんにとっても、施設にいながらにして

普段の田舎の生活がここにあるといったことが

実感でき、田んぼの会にとって意義のあるイベ

ントとなりました。 

このように、田んぼというフィールドは、米

作りだけではない価値あるものを与えてくれる

ことを認識させてくれた 1日でした。 

	 かわごえ里山イニシアチブとしては、来年度

企画する「かわわシェア田んぼ」（川越の輪を意

味するシェア田んぼ）や「有機稲作チャレンジ

プロジェクト」のメンバーを、このような農的

生活の仲間に入れて盛り上げていきたいと考え

ています 

	 この模様はブログでも見ることができます。 

http://blogs.yahoo.co.jp/jmasudas/32244785.html 

（増田純一）
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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

雑木林を若返らせて生物多様な森にする手入れ 

日時：12 月 21 日（日）10:00-12:00（9:30 受付

開始） 

集合場所：「くぬぎ山・駒ケ原の森」の草地 

（所沢市大字下富 1456-1） 

服装：野外活動用（長袖、ズボン、帽子、タオ

ル、軍手等） 

持参品：飲み物 

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：12月 16日（火）

理事会・専門委員会からの報告

理事会

11月 25日（第 8回） 

	 本会の主要事業もあと「かわごえ環境フォー

ラム」を残すだけになり、これまでの活動をま

とめてフォーラムで発表したり、次年度の計画

を作成したりする時期となってきました。雨の

中にもかかわらず、9 名の参加でかわごえ環境

フォーラム実行委に続いての会議となりました。 

①高齢者地域社会の拠点『ぷらっとほーむ』事

業における認知症予防プログラムは、現在進

行中で、かすみ野たすけあいの会で実施して

いる事業については、本会会員では、11月 2

8 日に井口吉三郎さんのグリーンカーテン講

座、1月 30日に横山三枝子さんのごみ分別講

座を担当します。 

②かわごえ環境フォーラムの環境活動報告集及

び報告会の申込状況を確認するとともに、講

師及び会場の折衝状況を確認しました。ワー

ルドカフェ形式の実施において関係団体に協

力を求めることにしました。 

③本会が関係組織に呼びかけた「川の再生交流

会」にかかる経費（約 6千円）は、事業運営

委員会としての支出とすることを承認しまし

た。 

④社会環境部会で 11月 29日に実施する講演会

は、つながりと口コミでの募集で定員近くま

で集めることができたとの報告がありました。 

⑤自然環境部会では生き物データベースの構築

が進んでいて、1 月に締め切って環境基本計

画に反映させる予定です。 

⑥広報委員会から、広報発送作業への協力依頼

を行いました。 

⑦環境関連の情報として「12月 11日から 13日

まで東京ビッグサイトで「エコプロダクツ 20

14の開催（無料）」、「12月 21日くぬぎ山での

清掃活動」が行われるとの報告がありました。 

（副理事長	 過	 昌司） 

社会環境部会

	 11月定例会は 11月 14日（金）福田ビル 3階

にて 11名の参加で行いました。 

1.報告事項 

①事業委員会・理事会の検討・決定事項 

②川越まつりまち美化の実施報告 

2.確認事項 

①北公民館かんきょう祭り（11月 15日）：本会

のパネルを 5枚展示とパンフ配布他 

②環境講演会（11 月 29 日）：申込み人数が 14

名と少ないため補充方法を検討、当日の役割

確認、会館に駐車場・備品の確保依頼 

③歳末まち美化活動（12月 23日）：ごみ収集コ

ースや昼食場所などの現状報告 

④環境政策課との協働事業（エコドライブ教習

会・緑のカーテン）の現状報告 

⑤かわごえ環境フォーラム（2015 年 2 月 21
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日）：部会活動実績の確認と報告者を決定、1

2月例会に報告者は文章（案）を提出 

⑥本紙の「私のエコ暮らし」：来年 2月以降の投

稿者を決定 

3.その他 

	 松岡さんから「静岡県藤枝市のごみ処理問題

の状況」、菊地さんから「災害との戦いの歴史」

の紹介がありました。 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：高橋啓二） 

 

自然環境部会

	 11 月定例会は福田ビル 3 階にて 11 名の参加

で開催されました。 

①活動報告 

・池辺公園定例活動	 11/4（火）8名参加 

	 ハグロソウ周辺草刈り、入間川沿いモニタリ

ング調査など 

・「川越市森林公園」計画地定例活動 10/20、10

/27、11/10（月）センブリ、リンドウなどの観

察・保全作業はヒサカキ、シラカシの除伐。 

・狭山丘陵バスツアー	 別ページの報告参照。 

・11/11（火）上戸小 4 年生 80 名弱	 自然学習

サポート	 東洋大学キャンパス「こもれびの森」

4名で対応	 別ページの報告参照 

・11/12（水）高階北小 3年生 110名自然学習	 

「川越市森林公園」計画地にて 8名で対応	 別

ページの報告参照。 

②協議事項 

・田んぼの生き物調査について	 来年度のとり

くみ提案の検討 

（自然環境部会代表	 賀登環） 

かわごえ環境フォーラム実行委員会

	 第 2回かわごえ環境フォーラム実行委員会を

11月 25日（火）14:00-15:30に川越市役所修養

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第 13回かわごえ環境フォーラムを 2月 21日

に行う。会場は東洋大学学生ホール食堂棟を

予定している。 

②午前中は従来通り報告会を実施する。午後は

ワールドカフェ形式の意見交換会を実施する。 

③テーマは“かわごえカフェ 2015「2020年オリ

ンピックに向けて川越を知ろう・学ぼう・語

り合おう」”とする。 

④基調講演の講師として蓮馨寺住職の粂原恒久

先生を予定しており、 終確認を行う（会議

後内諾を得た）。 

⑤協賛は、昨年協賛を得た 7社を軸に協力を依

頼しているが、今のところ応募はない。 

⑥環境活動報告は、投稿 11件、発表 7件、ポス

ター展示 2件となっている。レポート締切の

12月 19日まで募集を継続することにした。 

⑦ちらし作成を早期に実施して周知に努める。 

⑧当日のプログラム及びスケジュールは、およ

そ 4年前実施したワールドカフェに準じて行う。

17:00から懇親会も実施する。 

⑨環境活動報告の編集は横山、賀登、井口の各

委員にお願いする。 （実行委員	 村上正明） 

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 11月 28日（金）17:00-19:30に東洋大学川越

キャンパス第 3会議室において第 9回第二次川

越市環境基本計画・かわごえアジェンダ 21見直

し勉強会を開催しました。4 名の出席者があり

ました。 

	 出席者が少ない中でしたが、12月までに活動

報告書素案をまとめて 1月に会員に意見募集を

行うため、前回までの議論のまとめと報告書の
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たたき台を作成して、その内容を審議しました。 

	 まだ荒削りな状態ですが、第二次川越市環境

基本計画に沿って課題をまとめています。 

	 議事と報告書のたたき台は、かわごえ環境ネ

ットWebサイトにWiki形式で掲載しています。

詳しい内容を確認したい方はご覧ください。 

http://wiki.kawagoekankyo.net/ 

（小瀬博之） 

幼児向け環境教育プログラム作成委員会

	 10月 31日（金）14:30-16:30に、第 2回幼児

向け環境教育プログラム作成委員会を、市役所

7C会議室にて行いました。賀登環委員・森下英

美子委員・飯島希事務局の 3名参加で行いまし

た。 

	 キャラクター案は 3つ用意され、それぞれに

検討をしました。キャラクター1 案は、人身御

供の伝説を基にしたキャラクターで、子どもに

とって悲劇の伝説を扱うには相応しくないとい

う意見で一致。キャラクター2 案については、

民部稲荷の伝説を基にしたきつねのキャラクタ

ーで、ネーミングや川越らしさをもうひと工夫

必要であるとの意見が出ました。キャラクター3

案は、五百羅漢を基にしたキャラクターで、川

越らしさが出ており、羅漢踊りや羅漢遊びがす

でにあることから、幼児にも興味がひかれるの

ではないかという意見があがりました。ただし、

五百羅漢を元にすることから宗教色がでてしま

うのではないかという意見も出ており、詳細に

ついては次回の委員会でさらに検討することに

なりました。 

（事務局	 飯島希）  

おしらせ

【トピック①】歳末まち美化活動参加者募集（12月 23日） 

	 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち

美化活動、12年目の今年も例年と同様に天皇誕

生日である 12 月 23 日（火・祝）9:30-12:00 ご

ろに実施します。9:30の集合場所となる本川越

駅前交番横から市内中心部を 6〜9 コースに分

かれてポイ捨てごみ拾いをして回り、11:30 に

中央公民館前でごみ分別を行った後、旧川越織

物市場で太麺焼きそばを食べて解散となります。

本会会員の有無を問わず、多くの方のご参加を

お待ちしております。 

	 事前申込（12 月 20 日まで）が必要です。担

当の渡辺（Fax.049-242-4322）まで申し込みくだ

さい。 

	 詳しくは、12月号同封のちらしまたは本会ホ

ームページをご覧ください。 

 

【トピック②】追加募集「第 13回かわごえ環境フォーラム」環境活動報告投稿・発表者 

	 来年 2月 21日（土）9:30-16:30に東洋大学川

越キャンパスにおいて、「第 13回かわごえ環境

フォーラム」を開催します。 

	 午前に環境活動報告会を開催します。開催に

あたって、環境活動をされている個人・団体か

らの環境活動報告を広く募集しています。 

	 発表申込期限を延長し、レポート投稿期限を

同じ 12月 19日（金）としました。本会会員の

有無を問わず、広くご応募ください。 

	 詳細とフォーマットをかわごえ環境フォーラ

ムホームページ（http://forum.kawagoekankyo.net）

に掲載しております。不明な点はかわごえ環境

ネット事務局にお問い合わせください。 
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【トピック③】かわごえカフェ 2015「2020年オリンピックに向けて川越を知ろう・学ぼう・
語り合おう」参加者 100名募集 

 
第 13回かわごえ環境フォーラム 

かわごえカフェ 2015 

「2020年オリンピックに向けて 

川越を知ろう・学ぼう・語り合おう」 

日時：2015年 2月 21日（土） 

9:30-12:00 午前の部：環境活動報告会（無料） 

13:00-16:30 午後の部：かわごえカフェ（有料） 

   ・基調講演：粂原恒久先生（蓮馨寺住職） 

   ・ワールドカフェ 

17:00-19:00 夜の部：交流会（有料） 

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 

主催：かわごえ環境ネット 

後援：川越市（申請中） 

協賛：（募集中） 

特別協賛：東洋大学 

	 カフェにいるときのようなリラックスした雰

囲気の中で、喫茶と音楽を楽しみながら、テー

マに集中した対話を行うことができるワールド

カフェ。メンバーの組み合わせを変えながら 4

人前後の小グループで話し合いを続けることに

より、あたかも参加者全員が話し合っている効

果が得られます。 

	  4年ぶりとなる今回は、「2020年オリンピッ

クに向けて	 川越を知ろう・学ぼう・語り合お

う」をテーマに、環境、福祉、観光などについ

て語り合います。 

	 申し込みは、1.氏名、2.住所、3.電話番号、フ

ァックス番号、E-mailアドレスを明記し、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）へファックス又はメールにて申し込

みをお願いします（1 月 31 日締切）。問い合わ

せも承ります。 

Fax.049-225-9800、E-mail: cafe@kawagoekankyo.

net（カフェ・交流会専用） 

	 参加費（喫茶代）として 500円をいただきま

す。夜の部の交流会（飲食代）は 2,000 円をい

ただきます。当日お支払いください。なお、車

でのご来場はご遠慮ください。 

	 詳細とちらしをかわごえ環境フォーラムホー

ムページ（http://forum.kawagoekankyo.net）に掲

載しております。

 

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

◆幼児向け環境教育プログラム作成委員会（第3回） 

日時：12月 10日（水）9:00-10:30 

場所：川越市役所 7階 7G会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

●社会環境部会（2014年 12月度） 

日時：12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） 
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●自然環境部会（2014年 12月度） 

日時：12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:

00-17:00の連続開催 

＊次回は 1月 9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 12月度） 

日時：12月 15日（月）9:00-10:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

＊次回は 1月 16日（金） 

●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 10回） 

日時：12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 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（2014

年度第 3回） 

日時：12月 24日（水）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 1 月 28 日（水）13:00-14:30 川越市役

所 7D会議室 

◆理事会（2014年度第 9回） 

日時：12月 24日（水）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 1 月 28 日（水）14:30-16:00 川越市役

所 7D会議室 

全体行事

★歳末まち美化活動【トピック①】 

日時：12月 23日（火・祝）9:30-12:00ごろ 

場所：9:30本川越駅前交番横集合 

申込：12月 20日まで渡辺（Fax.049-242-4322） 

★第 13回かわごえ環境フォーラム【トピック②③】 

日時：2月 21日（土）9:30-19:00 

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） 

行事： 

9:30-12:00午前の部：環境活動報告会（無料） 

13:00-16:30 午後の部：かわごえカフェ 2015「2

020年オリンピックに向けて 川越を知ろう・学

ぼう・語り合おう」（1月 31日までに申込、500

円、定員 100名） 

17:00-19:00夜の部：交流会（1月 31日までに申

込、2,000円、定員 100名） 

申込：川越市環境政策課（Fax.049-225-9800、E

-mail: cafe@kawagoekankyo.net（カフェ・交流会

専用）） 

社会環境部会主催行事

★エコドライブ教習会 

日時：12月 13日（土）12:00-16:30 

場所：川越市農業ふれあいセンター（川越市伊

佐沼 887） 

募集人数：12名 

申込：川越市環境政策課（Tel.049-224-5866） 

＊広報川越 1329号（平成 26年 10月 25日）p.

10に掲載 

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：12月 2日、1月 6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： 12月 8日（月）、12月 22日（月）、1月

12日（月）、1月 26日（月）9:30-12:30 

集合：9:30川越南文化会館（ジョイフル） 

（川越市今福 1295-2） 
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問い合わせ：賀登（049-234-9366）

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 

①12月 21日（日）・26日（金） 

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、雨天決行。 

	 年内 後のかんさつ会です。冬越しの野鳥や昆

虫を探しましょう。植物の解説は太田先生です。 

②1月 18日（日） 

要項：公園と考える会の共催、国営武蔵丘陵森

林公園南口（入園前受付）9:50 集合、15:30 ご

ろ終了解散、入園料要：65歳以上 210円、大人

290円（団体扱い）、参加費無料、お弁当持参、 

雨天決行。 

	 今年も日本野鳥の会主席研究員の安西英明さ

んを講師に冬の雑木林でルリビタキ等の野鳥や

冬越しの昆虫を探しましょう。植物の解説は太

田先生です。 

 

福原ファームクラブ 問い合わせ：横山三枝子（Tel.049-246-9319）

◎おいしく・楽しく農業体験 

日時：12月 13日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

   1月 10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） 

 
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 
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 

（焼き芋つき） 
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（おわん、はし持参） 

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。仲間づくりしませんか？ 

◎農作業 

日時：12月 5日（金）、12日（金）、19日（金） 

10:00-12:00 

	 冬期は毎週金・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：12月 13日（土）10:00-12:00 

◎【イベント】昼市 

日時：12月 6日（土）10:30-13:30 

	 もちつき、田んぼ活動の写真展、むかしあそ

びコーナー、利用者作品展、軽食模擬店など 

◎みなみかぜふる里米の販売 

	 ご希望の方は問い合わせ先までお願いします。 

 

 

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） 
	 「かわごえ里山イニシアチブ」では、生物多

様性育む田んぼの保全を目的に、みんなで連携

して無農薬による米作りを支援し生きもののに

ぎわいを取り戻す活動を行っています。田んぼ
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が米作りだけの価値だけではない重要な役割を

担っていることの理解と普及を目指します。 

	 次年度から「かわわシェア田んぼ」や「有機

稲作チャレンジプロジェクト」を企画していま

す。ぜひあなたも農的な生活をしながら無農薬

によるお米を自給する企画に参加してみません

か！ 

◎理事会 

日時：12月 27日（土）15:30-17:00（予定） 

場所：未定（お問い合わせください） 

内容：理事会では、次年度に向けて主に「かわ

わシェア田んぼ」、「有機稲作チャレンジプロジ

ェクト」について話し合います。会員の他、会

の趣旨に賛同いただける方はどなたでも参加可

能です。みんなで連携して作り上げていきまし

ょう。同時に入会受付も行っています。 

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、ライトアッププロジェクト） 
問い合わせ：小瀬博之（E-mail: hkose@toyo.jp, Tel./Fax.049-239-1532） 

◎小江戸川越ライトアップ「みらいの藤棚」 

日時：12月 25日（木）までの 16:30-22:00ごろ 

場所：福々スタンド（川越市連雀町 10-1、川越

 中央通り「昭和の街」） 

◎こもれびの森・里山支援隊「森林施業」 

日時：12月 13日（土）9:30-15:30 

（午前または午後のみの参加も可能） 

＊午前は 9:30集合、9:45-11:45施業、午後は 12:4

5集合、13:00-15:00施業、15:30解散 

集合場所：4号館 1階アトリウム（吹き抜け） 

内容：こもれびの道南側森林の刈払い及び刈払

いで発生した木・葉などの運搬 

持ち物：飲み水、昼食（午前・午後通しの参加

者には昼食を用意します）、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）、その他必要なもの 

申込・問い合わせ：参加される場合は、12 月 8

日（月）までご連絡いただければ幸いです。 

＊今後、1月 10日（土）・2月 7日（土）に施業予定 

＊こもれびの森・里山支援隊 Facebookページ 

https://www.facebook.com/komorebisatoyama 

 

クリーン&ハートフル川越 
問い合わせ：渡辺利衛（Tel＆Fax.049-242-4322）菊地三生（Tel.080-5546-2362）

◎「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：12月 2日（火）、18日（木） 

   1 月 6 日（火）、15 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： 12月 14日、1月 11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： 12月 27日、1月 24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日前までに渡辺へご連絡ください。 

①12月 28日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川下流部、旭橋右岸集合。上下流の河

岸清掃。旭橋左岸にごみ集積。 

②1月 25日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川上流部、赤間川公園横集合。下流の

濯紫公園まで。ごみは北公民館まで運んで解散。 
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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 10:00、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・防寒具・飲み物。参加費：30

0円、高校生以下 100円（保険料・資料代） 

①12月 14日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 昨年は大変珍しい鳥、ヘラサギを観察中にオ

オハクチョウの家族 7羽が飛んできて、しばら

くの間羽を休めていきました。今年はどんな珍

しい鳥が来るか楽しみです。寒くなりましたが、

鳥たちは元気です。 

①1月 11日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 毎年行うガン、カモ類の調査の日です。参加

者全員でカウントします。鳥の数を知ることは、

保護のために大変重要なことです。ご協力くだ

さい。この時期にカモの雄は、繁殖の相手を求

めて見て楽しい行動を行います。 

新河岸川流域川づくり連絡会  
問い合わせ：国土交通省荒川下流河川事務所調査課（Tel.03-3902-3220, Fax.03-3902-2346） 

◎第 10回川でつながる発表会 

日時：12月 14日（日）10:55-16:00（10:30受付） 

場所：所沢市所沢小学校 体育館（埼玉県所沢市

元町 7-37） 

内容：現地見学会（11:00-12:00、12/5 まで要申

込）、発表会（生徒、学生、NPO）と交流会（申

込不要、参加自由） 

共催：新河岸川流域川づくり連絡会、新河岸川

流域総合治水対策協議会 

詳細：国土交通省荒川下流河川事務所（http://w

ww.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00115.html） 

広報委員会からのおしらせ 
●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 適化されています。ご覧

ください。（http://kawagoekankyo.net/news） 

●本紙への原稿投稿を受けつけています 

	 2015年 1月号（No.099，年末発行予定）の掲

載原稿は、12 月 15 日（月）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@k

awagoekankyo.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。 

●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。川越市の環境について知り

たい方・語り合いたい方・実践活動したい方は

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（ht

tp://kawagoekankyo.net）をご覧ください。下の Q

Rコードで入会案内にアクセスできます。 

 
●免責	 本紙の記事は、各著者の寄稿及び広報委員会の編

集によって構成されていますが、これらは、組織の公式な

見解を示すものではありません。また、本紙は寄稿及び作

成時点までの信頼できると思われる各種情報に基づいて

作成し、正確性の確保に努めていますが、その正確性に対

してかわごえ環境ネットは責任を負いません。本紙は読者

ご自身の判断と責任で利用いただき、本紙を利用すること

で生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対して、か

わごえ環境ネットは一切責任を負いません。 
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イベントカレンダー（12月 3日〜1月 31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 

12/3 
 

12/4 
 

12/5 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

12/6 
◎10:30昼市
（みなみかぜ） 

12/7 
 

12/8 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

12/9 
 

12/10 
◆9:00幼児向け
環境教育プログ

ラム作成委員会 

12/11 
 

12/12 
◎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 
◎15:00 2014
環境小江戸塾 

12/13 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎9:30こもれび
の森・里山支援隊 
◎10:00月例会
（みなみかぜ）

★12:00エコド
ライブ教習会 

12/14 
◎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 
◎10:55川で
つながる発表

会 

12/15 
◆9:00広報委
員会 
○本紙 1月号
入稿期限 

12/16 
 

12/17 
◎14:00「川越プ
ロジェクト201
4」パブリックミ
ーティング 

12/18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/19 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
●17:00アジェン
ダ見直し勉強会 
○環境活動報

告集申込・レポ

ート投稿期限 

12/20 
○歳末まち美化

活動申込締切 

12/21 
◎10:00くぬぎ
山保全管理活動 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

12/22 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

12/23 
天皇誕生日 
◎9:30歳末ま
ち美化活動 

12/24 
◆9:00かわごえ
環境フォーラム

実行委員会 
◆10:30理事会 

12/25 
 

12/26 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

12/27 
◎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） 
12/28 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

12/29 
 

12/30 
 

12/31 
 

1/1 
元日	 

1/2 
 

1/3 
 

1/4 
 

1/5 
 

1/6 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/7 
 

1/8 
	 

1/9 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

1/10 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎9:30こもれび
の森・里山支援隊 

1/11 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐沼でバ
ードウォッチング 

1/12 
成人の日	 

★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業	 

1/13 
 

1/14 
 

1/15 
◎13:30まち
美化啓発運動 
○本紙 2月号
入稿期限	 

1/16 
◆9:00広報委
員会 

1/17 
 

1/18 
◎9:50武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

1/19 
	 

1/20 
 

1/21 
 

1/22 
	 

1/23 
 

1/24 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/25 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

1/26 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業	 

1/27 
 

1/28 
◆13:00かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 
◆14:30理事会 

1/29 
	 

1/30 
 

1/31 
○かわごえカ

フェ・交流会

申込期限 
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