
 

- 1 - 

2018 年 5 月 1 日発行 編集・発行：かわごえ環境ネット 

 
 

目次

コラム 私のエコ体験（23）家庭菜園の不用物活用 ......................................................... 2 
 川越の自然をたずねて（63）走り書きノートから―蝶の思い出 ...................... 2-3 
報告 かわごえ環境ネットの活動（1 題） ................................................................. 3-4 
 会員・流域の活動（5 題）................................................................................ 4-7 
 理事会・専門委員会（3 題） ............................................................................ 8-9 
予告 かわごえ環境ネットのおしらせ・主催行事（5 題） ....................................... 9-11 
 会員・関係団体の主催・関連行事（8 題） ................................................... 11-14 
 広報委員会からのおしらせ ........................................................................... 14-15 
 イベントカレンダー（5 月 2 日〜6 月 30 日） ................................................... 16 

2018 年度総会・懇親会 

 
2017 年度総会の様子 

	 「本会の最高議決機関」（会則第 7 条）であ

る総会が 5月 19日（土）10時より、川越市立

博物館視聴覚ホールにおいて開催されます。

180名近くの会員が集う数少ない場ですので、

会員の方々はぜひご参加いただきたく思いま

す。 

	 総会後に開催される懇親会は、今回は趣向を

変え、川越市立美術館において、おいしいお弁

当をいただきながら懇親を深めることにしま

した。今年度は交流行事を積極的に行って、本

会と会員、会員同士の交流の場を増やしたいと

考えております。（詳細 9面）  

川の一斉水質調査 

 

 
2017 年の調査の様子 

	 本会として 2005年以来 14年目となる川の一

斉水質調査を、全国統一日である 6月 3日（日）
午前に実施します。30か所あまりの調査地点で

担当者が採水し、持ち寄って調査をします。川

を知ることは川越を知る第一歩です。ご参加く

ださい。（詳細 9-10面） 
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【コラム】私のエコ体験（23）家庭菜園の不用物活用

 
腰かけて右足ではさみをおさえる 

 
刻みごみの天日乾し 

 
刻みごみの袋づめ 

	 私は趣味の盆栽（五葉松、サツキ）と家庭菜

園など農を楽しんでいます。今回は家庭菜園か

ら出る不用物について、その活用法を報告しま

す。菜園からは収穫後に、例えば、ジャガイモ

の茎や葉、トマトの幹や葉、スイカのつるや葉、

キャベツの外葉などごみが出ます。そのごみを

そのまま積み重ねて堆肥にする方法もあります

が、私の場合はちょっと手を加えています。 

	 刈込みばさみを使って、枕木、腰かけを利用

して、4～5cmぐらいにきざみます（写真参照）。

それを天日乾燥し、袋に入れて保管しています。 
	 その利用は、落葉堆肥を作るときに混ぜて使

ったりしますが、いちばんの利用はヤマイモの

種いもを植えた上面にばらまき、表土の乾き過

ぎを予防しています。それからキウイの剪定枝

も刈込みばさみを使って、同じように 10cm ぐ

らいに刻み、甘夏ミカンや柿の根元に与えます。

キウイの枝は中空なので分解が早いようです。 

	 また、みかんの皮を乾燥して粉末にし、植物

の根元に与えて虫よけにしたり、豆炭アンカの

灰も、くん炭と混ぜて枝豆や黒豆の根元に与え

ています。 

	 余談ですが、血液サラサラ食品ベスト 10 に

黒豆や枝豆に合うビールが入っています。ちな

みに 1位は黒酢、梅肉、納豆、青魚、黒豆、緑
茶、トマト、タマネギ、ブロッコリー、ビール

と言われています。 

（渡辺利衛） 

【コラム】川越の自然をたずねて（63）走り書きノートから―蝶の思い出

  
	 埼玉県の自然見学地図を基に、川越から近郊

の山野を自然観察した 1979年（昭和 54年）ご

ろのメモを整理してまとめてみました。関東平

野ではだいたい東京付近を境にして、北に温帯

林、南に暖帯林が発達していて、埼玉県は温帯

林の最南端部に位置している。 
	 北西側に山を背負い、南側がひらけてゆるい

傾斜地となった地域が点在している。このよう

なところは山によって冷たい北西風をさえぎり、

暖かい日光を一日中うけているので、狭い地域

ではあるが暖帯の気候を示し、植物も暖帯系の

常緑広葉樹が侵入していて、アラカシやシラカ

シの林が形成されていることが多い。 

	 昆虫についてみると、暖地系や温帯系の植物

が入りまじり各種の植物がみられるので、植物

を食べて生活する昆虫も種類が多く、低地から
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山地までそれぞれの場所に応じた昆虫が多数み

られた。 

	 種類を明確に記してあるチョウ類を例にとっ

てみても北方系と南方系が混在している。八高

線ぞいの丘陵から低い山地にかけてよく見られ

たウスバシロチョウやエルンタテハは北方系の

チョウであり、クロアゲハ、アオスジアゲハ、

キチョウなどは南方系のチョウである。 

	 そして、さらに高い山地に出てくるキベリタ

テハやクジャクチョウは北方系であるのに、ア

サギマダラやアオバセセリは南方系のチョウで

ある。このほか、外秩父の低い山から秩父盆地

内の武甲山や宝登山ではモンキアゲハが採集さ

れており、またそれらが採集されたときが 8～9

月に集中していて、これ以外の月には見られな

いことは興味のある問題の一つとして記してあ

る。 
	 飯能のモリアオガエルを見に入間川上流の名

栗川流域の名栗地方へ行った。山地と平地が入

りくんだ複雑な地形のため、いろいろな生物が

見られる。名栗川の支流、成木川の上流にある

飯能市上直竹や、原市場から小林にかけて、と

ころどころに珍種のモリアオガエルの生息が確

認できた。 
	 この先の名郷・白岩間は、渓流に沿って自動

車の通れるりっぱな道路になっていて、両側の

山はスギやヒノキの植林が多い。しかし、奥に

行くほど植林地の間に広葉樹を主体とする天然

林が残っていて、いろいろな種類の昆虫が観察

された。明るい所では待望のサカハチチョウ、

ミスジチョウ、ウスバシロチョウ、ミヤマカラ

スアゲハが採集でき、道路沿いの岩はだを注意

して行くと、珍しい種のツマジロウラジャノメ

も採集できたと記してある。 

	 約 40 年前の観察メモを基に思い出をまとめ

てみましたが、状況は全く不明であるため、そ

の現状をもう一度把握するために、定期的な調

査の実施が肝要であると思います。 （猪俣昇） 

【報告】かわごえ環境ネット活動

川越の樹林地だより：「（仮称）川越市森林公園」計画地・池辺公園

	 かわごえ環境ネット自然環境部会では毎月定

例で川越に残る貴重な樹林地で調査・保全活動

をしています。これまでは部会報告で簡単に記

載していましたが、これからはもう少し具体的

に報告し、みなさまの散策の一助になればと思

います。            （賀登環） 

「（仮称）川越市森林公園」計画地 

 
ウワミズザクラを撮る 

 
キンラン 

 
クチナシグサ 

	 4 月 9 日（月）	 今年は春の訪れが早く、ヤ

マザクラも例年なら見ごろなのですが、すっか

り散っています。ウワミズザクラももう、花を

付けていて一週間くらい早い進行です。スミレ

類は小さなヒメスミレが花盛りで、ツボスミレ

が 5月初めまで咲き、これでスミレ類は終わり

です。 

	 4月 23日（月）	 17名の参加で希少種の調査

をしました。「森の散歩道」のルート沿いにキン

ランやギンランが花をつけていて、散歩の方で

しょう、踏まれないようにという心遣いか、枝

が目印に差してあります。とても気持ちが和み
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ます。この日はこれらの株数調査を手分けして

行いました。年々見つかる数が増えていますの

で、大切に保全したいものです。他にはクチナ

シグサが花をつけていて、イチヤクソウも蕾を

つけていました。これらは雑木林ならではの種

で、半寄生という複雑な生き方をしています。

これから雑木林が華やぎます。 

（賀登環）

池辺公園

 
新芽を見る 

 
アズマイチゲは葉が拡がっている 

 
散歩の人と話をする 

	 4月 3日（火）	 10名の参加でした。スプリ

ングエフェメラルのアズマイチゲは 2月末から
3月初めに 10個くらい開花しました。今はもう

葉が埋め尽くしていて、この葉も暫くすると跡

形もなくなります。アマナも花が終わり、足早

に姿を消しそうです。キツネノカミソリの葉が

元気に立っていてこの夏も花が楽しめそうです。

池辺公園は水上公園の希少種と共通種が多いで

すが、微妙に違うところが不思議です。 

（賀登環）

 

【報告】会員・流域の活動

～継承したい日本の文化～マコモでかご編み NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ 
	 3 月 24 日にウェスタ川越にて、NPO 法人か

わごえ里山イニシアチブ×イベント企画会社の

TABICA によるワークショップ「マコモ葉稲わ
らの香りに癒されながらコースターやかごを編

もう」を開催しました。  

	 古来より神聖なものとして神事に使われてい

た真菰（マコモ）。NPO 法人かわごえ里山イニ

シアチブの「生きもの育む田んぼ」では、谷道

さんご夫妻が栽培しており、その神秘的な魅力

に昨今、注目が高まってきています。 

	 イネ科の植物ですが葉は稲よりも太く、長さ

も 2m 以上になります。歴史や文化とも深い関

わりがあり、健康にもよいとされています。 

	 詳しい歴史や生態などはマコモ先生こと谷道

さんにお任せして、ナースとして注目している

のは低カロリーでありながらカロチン、ミネラ

ル、そして妊産婦さんや貧血の方に嬉しい葉酸

を含むことです。葉酸は、最近では認知症予防

としても注目を集めている栄養素で、ビタミン

B 群と一緒に摂るとさらによいとされています。 

	 ところで玄米はビタミン B群を含み、当会の
田んぼのお米は玄米で召し上がるのにお勧めで

す（24時間浸水させその間、水を数回交換し炊

く前にも新しい水に変えてください）。 

	 さて、そのようなマコモの葉と麻紐を使って

かご編みを谷道さんの奥様に教わりながら、マ

コモシフォンケーキとマコモ茶、そしてご参加

者からマコモ入り酵素ジュースの差し入れまで

ちょうだいし、女子会のような和やかな雰囲気

でした。 

	 短い時間でしたが一通りの工程を教えていた

だき、マコモ葉と乾燥マコモタケもお土産でお

持ち帰りいただきました。 
	 夏にはお盆のお道具、冬はしめ縄飾りと大活

躍のマコモです。 

	 マコモについての興味深いエピソードはまだ
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まだこちらに書ききれないほど、たくさんあり

ます。ご興味のある方はぜひ「初雁の里」と名

付けた当会の田んぼに遊びにいらしてください

ね。 

	 現在、火・木・土の午前中を作業日としてお

ります。その他、さまざまな催しはメーリング

リストにて発信しております。ご興味のある方

はお気軽にご連絡くださいませ。（柏井喜代恵）

 
参加者のみなさん 

 
マコモシフォンケーキとマコモ茶をマ

コモ編みに乗せて 
 

いろいろなアレンジ、バリエーション 

 
マコモ先生こと谷道さんの話 

 
マコモ納豆 

 
マコモ茶と 7 月に作るお盆の馬 

スズメバチ捕獲器のその後（4 月 14 日）東洋大学小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊） 

 
体長 5cm にもなるオオスズメバチ 

 
手に届く枝が少なくて設置に苦労 

 
ニホンミツバチの巣穴（4 月 30 日）

	 東洋大学川越キャンパスこもれびの森・里山

支援隊では、構成員による活動と総会を 4 月 1

4 日（土）に実施し、スズメバチ捕獲器の追加

設置と 3月 3日に設置したものの捕獲状況の確

認を行いました。 

	 スズメバチは、川越キャンパスのマスコット

「こもれビー」がスズメバチをモチーフにして

おり、キャンパスを象徴する昆虫ではあるので

すが、5,000人近くの学生・教職員等の安全を考
慮して、過剰に繁殖しないように、女王バチが

活動を始めるタイミングで設置した次第です。 

	 3 月に設置した捕獲器の一部に集中してスズ

メバチが入っていました。最も大きいものは体

長が 5cmにもなるものもありました。 

	 さて、ニホンミツバチの巣穴もキャンパス内

にあるのですが、一度不在になった穴に再びニ
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ホンミツバチが巣を作りました。不思議な生態

に興味を抱きつつ、観察を続けています。 

	 次回の活動は、公開により 5月 12日（土）に

実施します。詳細は「予告」にて。（小瀬博之） 

「小畔川の自然を考える会」源流域調査報告（4 月 22 日） 小畔川の自然を考える会

 
何が入ったかな～ 

 
ただいま鑑定中 

 
久しぶりのヌマチチブ 

	 小畔川の源流は宮沢湖で、もとは農業用水で

す。宮沢湖から流れ出てしばらくは小さな流れ

が、田や畑の間をぬっていきます。源流域はコ

ンクリート護岸でなく、土羽で樹木がうっそう

とハングし、ワイルドな流域です。今回は初め

て参加の 4名の方とあわせて 8名での調査でし

た。川幅も狭く、水量も少ないのでもっぱら手

網での作業です。 

	 割合自然度の高い流域で 5年前の調査ではヘ

ビトンボのヤゴ、ギバチなど清流の指標が出ま

したが、今回はどうでしょうか。採捕された種

は以下の通りです。ヌマチチブが 6年ぶりくら

いの登場です。 

	 気温 22℃、水温 18℃、採捕時間	 1 回目、1

0:30～11:10、2回目 11:20～12:00 
	 種類と数：ドジョウ（13 匹）最大 15 ㎝、シ

マドジョウ（8 匹）最大 10 ㎝、カワムツ（1）、

ヌマチチブ（2）5cm、スジエビ、カワニナ、マ

シジミ、ヌカエビ多数、ヤンマ系ヤゴ（3）、サ

ナエ系ヤゴ、カゲロウの幼虫など。 （賀登環）

「アースデイ東京 2018」4 月 21・22 日に開催、代々木会場と明治神宮「いのちの森」で

 
禅宗僧侶の「平和の祈り」で開幕 

 
明治神宮の森で「いのちの森」 

 
ニコルさんを囲んでトーク 

 
「原爆の灯」とアイキャン 

 
タイガーマスク運動の PR も 

 
「食育」について熱く語る服部さん 

	 現在の実行委員会形式でのアースデイ東京は

今年で 18回目を迎え、代々木公園を主会場に、

明治神宮奥の芝生公園との 2会場で、4月 21・

22日の両日にわたって開かれました。開会を宣

言してきた名物司会者の声が違っていました。

昨年急逝されたそうで、今年は若い FUNKIST
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の染谷西郷さんが担当しました。となりの明治

神宮の森で開かれた「いのちの森」の司会者も

変わっていて、世代交代を実感しました。 

	 野外ステージでの開会セレモニーは、原爆の

残り火を囲んで曹洞宗総持寺の若い僧侶の祈り

で始まり、C.W.ニコル実行委員長、環境ジャー

ナリストのビル・マッキベンさんの地球温暖化

への警鐘を訴える熱弁が続きました。 

	 今年のパンフレットは「HELLO EARTH」と

呼びかけ、下には SDGsの 17の「持続可能な開

発目標」を掲げ、その下に「誰も置き去りにし

ない[no one will be left behind]」とありました。

シリアやパレスチナ難民救済のコーナーや、発

達障害の子供らに自然の中での教育を提案する

コーナーや、貧困家庭への「タイガーマスク」

運動の PR コーナーもありました。ただ、昨年

大きなテントで開かれた「こども食堂」はあり

ませんでした。各地での取り組みを含め、今は

模索の状況にあるのかと痛感しました。一方、

2 日目には、食育基本法制定に尽力した服部幸

應さんが、「食育について」熱く語りました。オ

ーガニックな食材で、自然の恵みを子供らに届

ける平和な社会づくりへの想いを共有しました。 

	 並木通りの真ん中に「モクサアフリカジャパ

ン」の「お灸は世界を変える」コーナーが目を

引きました。アフリカなどで、お灸でツボを刺

激して持続可能な医療に奉仕している活動の紹

介でした。腕や足にお灸をすえてもらったり、

素焼きの皿にもぐさを焚いて頭に乗せたりする

体験もやっていました。川越でも三光町の妙昌

寺さんで、7 月の土用の日に行っている行事で

した。 
	 Earth禅堂の瞑想から、パワーシフト&金融エ

リアまで、さまざまな活動団体の展示でにぎわ

いました。その中で、「上関どうするネット」や

「河川環境と人の暮らし～八ッ場ダム・石木ダ

ム・スーパー堤防」などの運動団体の小さなテ

ントがありました。アースデイの名物パフォー

マーだったグループの参加がなかったり、出展

常連の有機食品がなかったりと、変化の一端が

垣間見られた今年のアースデイ東京でした。 

（武田侃蔵） 

映画「武蔵野」を鑑賞して

	 身の周りの「武蔵野」の風景が見られなくな

ったとの嘆きの声を聴きます。（仮称）川越市森

林公園予定地や市民の森などを歩いても、「武蔵

野」の名から浮かぶ広々とした雄大さが感じら

れない絶望感がありました。 

	 4 月 14日から 27 日までスカラ座で上映され

た映画「武蔵野」は、巧みなカメラワークで、

私らの心配を払いのけるようにすばらしい情景

を見せてくれました。最初の景色が「川越市下

松原」とあって、「ホー！まだこんなところがあ

るの！」と感激しました。循環型の農業も、落

ち葉のたい肥の撹拌や、畑にまく作業も、近代

的な大型機械の力があって可能だと実感しまし

た。問題は農薬や化学肥料の使用などに触れて

いませんでしたが、自然と共生の農業が、経済

的に持続可能なのかなどの課題に希望も見られ

ました。 

	 あと、所沢市と三芳町が出ましたが、「武蔵野

は川越」と言われるように、川越市森林公園予

定地を核に、武蔵野の森をもっと拡げたいと痛

感しました。 

（武田侃蔵）

	 私は、大学キャンパスの森を生物多様性豊か

な里山によみがえらせる活動を行っているので

すが、里山とは農業と結びついてこそ維持され

るのだと改めて実感した次第です。豊富な資源

の宝庫である里山林に関心を抱かせるこの映画

を多くの方に見ていただきたいと思いました。

	 全国で順次上映されますが、川越でも 11月に
再上映されます。ぜひ次の機会に。（小瀬博之） 
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【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 4月 11日（水）10:00-12:00に今年度の第 1回

理事会、4月 25日（水）9:00-12:00に第 2回理

事会を川越市役所 7E 会議室において開催しま

した。主な審議は、総会議案書の作成・修正で

した。 

その他審議事項 
・4 月 1 日付の川越市の人事発令により、環境

政策課長が変更になりました。異動に伴い、本

会理事を冨田稔前課長から高橋宗人現課長・環

境部副部長へ変更したい旨の届出があり、承認

しました。会則第 6 条 6「理事及び監事は会員

の中から総会で決定し、理事長及び副理事長は

理事の互選により定める。ただし、理事が欠け

た場合の後任の理事については、理事会で決定

することができる。」の適用となります。任期は、

前任者の残任期間である 5 月 19 日の総会まで

となります。 

・5月 19日の総会・懇親会における役割分担を

検討しました。 

・6 月 3 日（日）に実施する「川の一斉水質調
査」の事前調整を、5月 19日（土）の総会前 9:

30より博物館内で行うことを確認しました。 

・エコプロダクツ川越 2018 出展申込書の内容

を確認しました。 

・川越市上下水道事業経営審議会委員の推薦依

頼が川越市上下水道局からあり、横山三枝子副

理事長を推薦することにしました。 

（小瀬博之） 

社会環境部会

	 4月の社会環境部会の例会は、4月 13日 13時

から福田ビル 3 階で、6 名の出席のもと開かれ

ました。板野代表が体調不良で次年度からの代

表辞任の意向を受けて、今後の体制を協議する

臨時部会が 4月 5日に開かれました。その内容
と、11日の理事会の報告をあわせ、次期代表に

武田理事が立候補し、前回提示された部会の計

画に沿って至急調整し、関係者に提示すること

が了承されました。 

1.理事会の報告：11日に開かれた内容は、総会

議案書の検討が主でしたが、社会環境部会は代

表が変わりますので、新しい案を至急出すこと

で了承されました。 

2.協議事項：①平成30年度事業計画と予算案は、

次期代表が整理して理事会に提出を了承。②時

期の会計担当は浜尾さんが引き続き担当。③6

月からの部会進行は、当分代表が司会担当。④

広報誌の連載コラムも「私のエコ体験」から変

えて、幅広く関係団体への協力を頼む方向で検

討。 

3.その他：①エコプロダクツへ川越 2018共同出

展について。浜尾、渡辺、武田の各氏が出展を

予定。②環境家計簿の記入用紙配布について、

松岡さんが検討。 
	 5 月の部会進行は井口さんが担当。5 月号コ

ラムは渡辺さん。    （司会：渡辺利衛） 

自然環境部会

	 4月例会は 13日（金）福田ビル 3階にて 5名

の参加で開催されました 

1.活動報告 
①「（仮称）川越市森林公園」計画地定例活動 

	 3月 12日（月）8名参加	 野鳥の森手入れ。 
	 3 月 26 日（月）20 名参加	 野鳥の森保全作

業、シュンランがたくさん花をつけていた。 

	 4月 9日（月）20名参加	 足早に春到来、ス

ミレ、ウワミズザクラなど新緑観察。 

②池辺公園	 定例活動 

	 4月 3日（火）10名参加	 ごみ清掃、アマナ
など植物調査。 
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③講座「かわごえの生き物をたずねて」3/27（火）

水上公園	 市主催の市民対象イベント	 スタッ

フとして協力	  

2.協議事項 
①総会議案について検討 

事業報告、事業計画、予算 

②コラム「川越の自然を訪ねて」原稿確認など 

（自然環境部会代表	 賀登環）

【予告】かわごえ環境ネットのおしらせ・主催行事

【トピック①・会員向け】総会・懇親会（5 月 19 日）と会費納入

総会・懇親会 
	 2018（平成 30）年度総会（5月 19日土曜日 1

0:00-11:30）、懇親会（同日 12:00-13:00ごろ）の

ご案内と、会費納入についてのお願いを本紙 4

月号に同封しました。総会・懇親会の出欠は、

往復はがきで、4月 27日（金）必着でご連絡い
ただくようお願いしておりましたが、まだの方

は至急お送りください。 

年会費 
	 年会費の納入は、個人会員 1,000 円、団体会

員（民間団体、事業所、川越市）は 2,000 円で

す。5月 18日（金）までにゆうちょ銀行の口座

にお願いいたします［口座番号 00180-2-13880

（ゆうちょ銀行以外から振り込む場合は、ゆう

ちょ銀行 〇一九支店 当座 0013880）,加入者名：

かわごえ環境ネット］。振込方法によって手数料

がかかります。

【トピック②】「エコプロダクツ川越 2018」共同出展者募集（5 月 11 日まで）

	 6回目を迎える「エコプロダクツ川越 2018」

（7月 22日（日）10:00-15:00開催）に、かわご

え環境ネットは出展します。 

	 本会では、個人会員、民間団体、事業所の共

同出展者を募集しています。「こんな展示、参加

をしてみたい」方はお知らせください。当日の

参加が難しくても、環境に関する展示等は可能

です。ワークショップもできます。もちろん、

環境活動への参加募集的なことも。日ごろの発

表の場として、活用してください。 
	 主催者側への申し込みの期限が5月16日（水）

ですので、5月 11日（金）をめどにかわごえ環

境ネット事務局、または横山（Tel.049-246-9319）

までご連絡ください。 

	 行事の詳細は、川越市ホームページ“「エコプ

ロダクツ川越 2018」出展者募集”をご覧くださ

い。 

 
川越市：「エコプロダクツ川越 2018」出展者募集 

（QR コード） 

【トピック③】「川の一斉水質調査」（6 月 3 日）参加者募集

	 毎年 6月第 1日曜日に「身近な水環境の全国

調査」を行っています。川越市ではかわごえ環

境ネットが「川の一斉水質調査」として主に担

当していて、今年は 6月 3日（日）午前に行い

ます。 

	 本会では、荒川水系と新河岸川水系に分かれ

て採水と水質調査を行っています。一緒に活動

していただける方を募集します。 

	 参加できる団体・個人の方は、本会総会（5月

19日土曜日）開催前の 9:30に、総会会場である

川越市立博物館にお越しいただくか、5月 25日

（金）までに川越市環境政策課（Tel.049-224-58

66）までその旨をご連絡ください。 
	 過去の測定地点や水質調査の結果は、毎年の
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本紙 7月号に掲載しています。参考にご覧くだ

さい。かわごえ環境ネットホームページに過去

の本紙を掲載しています。 
 

月刊かわごえ環境ネット QR コード 

 
昨年の測定地点と水質調査結果（2017 年 6 月 4 日）

 

自然環境部会主催事業 
★「（仮称）川越市森林公園」計画地 植物調査・

保全活動（毎月第 2・第 4 月曜日） 
日時：5月 14・28日、6月 11・25日（月） 
9:30-12:30 

集合：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（Tel.049-234-9366） 

★池辺公園定例活動（毎月第 1 火曜日、時期に

よって変動あり） 
日時：5月 8日、6月 5日、7月 3日、8月 7日

（火）9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

★新緑の雑木林観察会 
日時：5月 13日（日）9:00-12:00 

場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 

	 雑木林が一番美しい季節です。樹々の新緑と

林床に咲く、雑木林依存のクチナシグサ、イチ

ヤクソウなどの可憐な花が見られることでしょ

う。講師は稗島英憲さんです。申し込みは 5月
1日（火）から環境政策課（049-224-5866）まで。 

会合 
◆広報委員会（2018 年 5 月度） 
日時：5月 9日（水）9:00-10:00 

場所（変更）：ウェスタ川越 2階ワークショップ

情報コーナー（川越市新宿町 1-17-17） 
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＊次回は 6 月 6 日（水）9:00-10:00 川越市役所

本庁舎 5階フリースペース 

●社会環境部会（2018 年 5 月度） 
日時：5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） 
＊次回は 6月 8日（金）13:00-15:00同所 

●自然環境部会（2018 年 5 月度） 
日時：5月 11日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 6月 8日（金）15:00-17:00同所 

＊両部会とも、会員はどなたでも参加できます。 
◆事業運営委員会（2018 年度第 1 回） 
日時：5月 16日（水）9:00-10:00 

場所（変更）：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 6月 13日（水）9:00-10:00同所 

◆理事会（2018 年度第 3 回） 
日時：5月 16日（水）10:00-12:00 

場所（変更）：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 6月 13日（水）10:00-12:00同所 

●総会 
日時：5月 19日（土）10:00-11:30 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール（川越市郭

町 2-30-1） 

●懇親会 
日時：5月 19日（土）12:00-13:00ごろ 

場所：川越市立美術館（川越市郭町 2-30-1） 

 

【予告】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） 
ホームページ http://blog.canpan.info/forest-musashi/

◎森林公園かんさつ会（考える会主催） 
①5 月 3 日（木）・5 日（土）10:20 集合-14:30
ごろ終了解散 
集合：国営武蔵丘陵森林公園南口武蔵管理セン

ター1階（当会が受付）。 

	 お弁当持参、雨天決行。双眼鏡があると便利。

筆記具。参加費無料。 
	 野草パトロールを兼ねて動植物の調査を行い

ます。参加頂ける方は、当会までご連絡くださ

い。 

②5 月 8 日（火）・13 日（日）10:20 集合-14:30
ごろ終了解散 
集合：国営武蔵丘陵森林公園南口（入園後受付）。 

	 入園料要、昼食持参（レストランもあります）。

雨天決行。双眼鏡など観察用具。参加費 200円。 

	 今回は、園内に生息する動植物の調査を兼ね

てかんさつ会を行います。トンボやチョウも飛

び交う季節です。みなさまの参加をお待ちして

おります。 

 
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： 5月 12日（土）9:30-12:30ごろ 

    6月 9日（土）9:30-12:30ごろ 

場所：明見院（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） 
2018 年度予定表 

月 日 活動内容予定 
5 12 トウモロコシの植え付け他 
6 9 畑の片付け 
7 14 

未定 
畑の片付け 
トウモロコシの片付け 

8  休み 
9 8 モロヘイヤ畑の片付け 
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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 事務局：佐藤（Tel.049-234-8500
[9:00-17:00], Fax.049-239-5646, E-mail: info@minamikaze.or.jp, 350-0807埼玉県川越市吉田 204-2） 
	 いつからでも、誰でも参加でき、活動の一回

体験も可です。体験だけでもしてみませんか、

楽しいことうけあいですよ♪	 田んぼ活動でい

きいきしたいあなたを求めています！ 
◎農作業（金曜日の 9:00-12:00） 
期日：5月 11・18・25日（金） 

場所：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：5月 11日（金）9:00-12:00（作業終了後） 

場所：地域交流センター多目的ホール 
◎どろんこ DAY 
日時：5月 26日（日）9:00-12:00（8:45受付） 

集合場所：地域交流センター 

 
NPO 法人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, Tel.070-5599-2623） 
ホームページ http://kawagoesatoyama.ciao.jp/

	 「かわごえ里山イニシアチブ」では、生物多

様性豊かな田んぼの保全を目的に、みんなで連

携して生きもの育むお米作り、田園風景の保全

や地域づくりの活動を行っています。 

	 入会は随時受け付けています。 

	 毎週火、木、土の午前中を中心に農作業を行

っています。詳しくは問い合わせください。 
◎田植え 
日時：5月 26日（土）9:00-12:00 

場所：CO江戸かわごえ初雁の里（川越市福田 3

10地先） 

	 集合場所は、お問い合わせください。 

◎例会 
日時：5月 26日（土）16:00-18:00 

場所：川越市北部地域ふれあいセンター（川越

市山田 1578-1） 

	 例会は、会の活動に興味のある方はどなたで

も参加可能です。 

◎総会（会員のみ） 
日時：6月 30日（土）10:00-11:30 

場所：川越市北部地域ふれあいセンター 
◎記念講演会（一般の方も対象） 
日時：6月 30日（土）13:00-15:00 

場所：川越市北部地域ふれあいセンター 

	 詳細は 6月号でおしらせします。 

  
 Web サイト Facebook ページ 

 
東洋大学小瀬研究室（東洋大学川越キャンパス こもれびの森・里山支援隊） 
問い合わせ：小瀬博之（E-mail: mlkomorebistf@toyo.jp, Tel./Fax.049-239-1532） 

こもれびの森・里山支援隊 http://www.toyo.ac.jp/site/satoyama/ 
◎里山林保全活動（初回参加可） 
日時：5月 12日（土）8:30集合-16:00片付終了 

対象：本学専任教職員・学生、市民等（高校生

以上） 

作業内容：生育阻害木・枯損木の伐採、下刈り

など 

◎チェンソー講習会（既参加者のみ対象） 
日時：6月 9日（土）8:30集合-16:00片付終了 

対象：これまで本会の活動に参加したことがあ

る方（高校生以上） 

（共通事項） 
場所：東洋大学川越キャンパス 4号館前 

実施場所：東洋大学構内「こもれびの森」 

費用：無料 

持ち物：①森林内の作業に適した身支度（長袖、
長ズボン、靴、手袋）、②ベルト（手鋸や剪定鋏
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を通して身につける）、ホイッスル、手ぬぐい・

バンダナ（ヘルメットの下に身に付ける）、③タ

オル、マスクなど森での作業に必要なもの、飲

み物（水分補給のため）、昼食（学内の食堂・売

店が昼まで営業しています）、④あれば自前の道

具（ヘルメット、手鋸、剪定ばさみなど） 

申込：準備の都合上、開催日前週の週末までに

mlkomorebistf@toyo.jpへ 1.名前、2.住所、3.電話

番号、4.性別、5.生年月日、6.（東洋大学の学生

のみ）学部・学科・学年をおしらせください。 

定員：15名（定員を超えた場合は、参加をご遠
慮いただく場合がございます。） 

◎2018 環境月間イベント「つるがしま市民環境

まつり」出展 
日時：6月 2日（土）10:00-14:00  

場所：鶴ヶ島市役所（鶴ヶ島市三ツ木 16-1） 

	 6月 1日（金）〜15日（金）に同所で行われ
る「環境月間啓発展示」にもポスター出展しま

す。 

＊Webサイト（組織概要・開催案内・開催報告） 

http://www.toyo.ac.jp/site/satoyama/ 

＊Facebookページ（最新の活動報告） 

https://www.facebook.com/komorebisatoyama 
＊Twitter（中止連絡などの緊急告知） 

https://twitter.com/toyokomorebi 

   
Web サイト Facebook ページ  Twitter  

2018 年度予定表 
月 日 活動内容予定 
5 12 里山林保全活動 
6 1-15 鶴ヶ島市「環境月間啓発展示」 
6 2 「つるがしま市民環境まつり」出展 
6 9 チェンソー講習 
7 8 里山林保全活動 
7 22 「エコプロダクツ川越 2018」出展 
8 5 里山体験と木工教室 

◎サマースクール 2018 E コース「大学の森で

生きもの観察」 
日時：7月 21日（土）6:30-10:30 

場所：東洋大学川越キャンパス 

対象：小学校 1〜6年生（保護者同伴） 
定員：20名 

受講料：無料 

申込：6月 20日（水）までに東洋大学ホームペ

ージで申込（定員を超えた場合は抽選） 

 
東洋大学サマースクール 2018 in 川越キャンパス 

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）・武田侃蔵（Tel.090-2521-5770）

◎「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 金曜日 
日時：5月 18日（金） 

   6月 5日（火）・15日（金）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：5月 13日・6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、

中央公民館でごみまとめ、解散。 

③第 4 土曜日 
日時：5月 26日・6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。 

◎川の国・新河岸川市内流域の清掃 
	 原則として第 4日曜日 9:00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（Tel.090-2521-5770）

へご連絡ください。 

①5月 27日（日）9:00-11:00、杉下橋から新琵琶

橋まで。土手と川の中など、多数の参加を希望。

オアシス裏に収集分別。 
②6月 10日（日）9:00-11:00。旭橋周辺上・下流
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域。橋左岸横に分別収集。解散。 

◎川の総合調査 
日時：5月 25日（金）9:00-16:00 

	 上野田町の新河岸川起点から、新琵琶橋まで、

景観を含めた「川の総合調査」を実施。関心あ

る人の参加歓迎。9:00川越市駅交番前集合。永

石文明東京農工大学非常勤講師の解説で。 

 
小畔川の自然を考える会 

問い合わせ・申し込み：賀登環（Tel. 049-234-9366） 
◎小畔川魚類調査 
日時：5月 27日（日）10:00-12:00 
	 小畔川八幡橋の少し下流で魚類、水生昆虫調

査など。オイカワ、カマツカなどが例年採捕さ

れています。 

 
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：内野（Tel.049-222-1731）、当日の携帯電話連絡（Tel.090-7003-8617） 
◎伊佐沼でバードウオッチング 
（毎月第 2 日曜日、小雨決行） 
集合：10:00伊佐沼西岸蓮見橋近くのあずまや 

持ち物：筆記用具・図鑑・双眼鏡・飲み物 

参加費：一般 300円、高校生以下 100円（保険

代・資料代） 

①5 月 13 日（日）10:00-12:00 
	 10日からバードウイークです。鳥たちの子育

てをじゃましないように、沼で繁殖するカイツ

ブリ、オオヨシキリを観察します。 

②6 月 10 日（日）10:00-12:00 
	 カルガモ、カイツブリのひな連れは、誰もが

ほほえみます。アシに止まり赤い口をあけたオ

オヨシキリのさえずりを聞きます。 

 

広報委員会からのおしらせ
●本紙への原稿投稿を受けつけています 
	 2018年 6月号（No.140，6月 5日ごろ発行予

定）の掲載原稿は、5 月 15 日（火）締切です。
原稿と写真は電子データで編集担当共有のメー

リングリスト（koho@ml.kawagoekankyo.net）に

お送りください。メーリングリストは事前登録

が必要です。未登録の方は事務局に問い合わせ

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）に提出してください。 

 
●入稿に際してのお願い 
	 編集をより効率的に進められるよう、入稿の

際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。入用の方は広報委員会にご連絡くださ

い（koho@kawagoekankyo.net）。 

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、

英文や時刻表示の「:」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」程度にサイズを小さ

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に貼り付けずにタイトルがわか

るようにしていただければレイアウトします。 

⑤原稿の入稿期限（毎月 15 日）にご協力を 
	 原稿が揃わないと効率よく作業できません。

早期の発行にご協力ください。 
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●インターネットメディアのおしらせ 
1.本紙がカラーで見られます 
	 会員に送付及び公民館等で配布している紙版

は、モノクロの孔版印刷のために画像がつぶれ

てしまい、判別がつきにくい状況です。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。鮮明な画

像で本紙をお楽しみください。 

 

 
http://kawagoekankyo.net 

2.Twitter でかわごえ環境ネットをフォロー 
	 本会 Twitter（@kawagoekankyo）は、ブログの

更新と連動してツイートします。Twitterにユー

ザー登録してぜひフォローしてください。 

 
 
 

 
https://twitter.com/kawagoekankyo 

3.Facebook ページ「いいね！」してください 
	 本会は、Facebookでも積極的に情報発信して

います。かわごえ環境ネットからのおしらせだ

けでなく、イベント等の報告も逐次行っていま

す。本紙で掲載されない速報もあります。Face

book に登録していなくてもご覧いただけます

が、ぜひアカウント登録を行って「いいね！」

してください。 

 

 
https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

 
●おことわり 
	 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（5 月 2 日〜6 月 30 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 

5/2 
 

5/3 
憲法記念日	

◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

5/4 
みどりの日 

5/5 
こどもの日	

◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 
5/6 
	

5/7 
	

5/8 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

5/9 
◆9:00 広報委

員会 

5/10 
 

5/11 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 
○エコプロダク

ツ川越2018共同

出展者応募期限 

5/12 
◎8:30こもれびの

森 里山林保全活動 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

5/13 
★9:00 新緑の

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 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

5/14 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動	

5/15 
○本紙 6 月号

投稿期限 

5/16 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

5/17 
 

5/18 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
○会費納入期

限 

5/19 
★9:30 川の一

斉水質調査事

前説明 
●10:00 総会 
●12:00 懇親

会 

5/20 
	

5/21 
	

5/22 
 

5/23 
 

5/24 
 

5/25 
◎9:00 川の総

合調査 

5/26 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
5/27 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
◎10:00 小畔

川魚類調査 

5/28 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動	

5/29 
 

5/30 
 

5/31 
 

6/1 
★鶴ヶ島市環

境月間啓発展

示（-15 日） 

6/2 
★10:00 つる

がしま市民環

境まつり 

6/3 
★川の一斉水

質調査 

6/4 
	

6/5 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

6/6 
◆9:00 広報委

員会 

6/7 
 

6/8 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

6/9 
◎8:30こもれびの

森 チェンソー講習 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
6/10 
◎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 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃	

6/11 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動	

6/12 
 

6/13 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

6/14 
 

6/15 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
○本紙 7 月号

投稿期限 

6/16 
 

6/17 
	

6/18 
	

6/19 
 

6/20 
○東洋大学サ

マースクール

応募期限 

6/21 
 

6/22 
 

6/23 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

6/24 
	

6/25 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動	

6/26 
 

6/27 6/28 
 

6/29 
 

6/30 
◎10:00総会, 13:
00記念講演会

（かわごえ里山） 
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