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自然環境と利用者の安全の両立に向けてよい知恵を

11 月 11 日に笠幡で行われた湧水探訪会に参加しました（詳しい
報告は次号に掲載予定）。笠幡は湧水が豊富で、北小畔川、南小畔川
沿いに多くの湧水地があります。かわごえ環境ネットでは、川越市
建設部河川課と協働で、湧水地や河川から引き込んだ水路における
多自然型川づくり（生物の生息・生育環境をできるだけ改変しない
自然環境に配慮した河川工事）を推進しています。
写真は、多自然型工法を用いた水路の導入部にある池の様子です
が（当会の会員通信第 22 号に竣工直後の様子を掲載）
、安全のため
に仮設の柵が設置されているということでした。今後、新たな対策
を施すということですが、景観的にはとても違和感のある状況です。
自然環境への配慮は景観的な配慮でもあると考えると、金網の柵
をすることで対処しているコンクリート張りの護岸とは違う安全性
の確保が求められると考えます。この問題は、地域住民、行政、そ
して当会などの専門家が知恵を出し合って解決すべき、重要な課題
であることを、今回の探訪会で改めて認識しました。
かわごえ環境ネット理事長
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（仮称）川越市森林公園計画地自然観察会 〜秋の彩りをさがそう〜
開催概要
日時：2006 年 10 月 22 日（日）9：30-12：30
場所：南文化会館（ジョイフル）、
「（仮称）川越
市森林公園」計画地
参加者：一般とかわごえ環境ネット会員、計 20
名
講師：稗島英憲［(財)埼玉県生態系保護協会 会
員］
リンドウは健在

共催：かわごえ環境ネット自然環境部会、(財)
埼玉県生態系保護協会 川越･坂戸･鶴ヶ島支部

近頃 雑木林で不届き千万たること、いと多
し・・・

今年の秋の訪れは遅れ気味

その 1

盗掘

例年になく暖かな日が続き、秋の訪れがかな
り遅れ気味です。いつもなら足の踏み場もない
ほど落下しているはずのコナラやクヌギのドン
グリがほとんど見当たりません。常緑樹のシラ
カシはどうにか実らせていましたが。
ガマズミ、ムラサキシキブなどは日当たりの
いい場所でつややかな実をつけていました。こ

フタリシズカが跡形もなく

の日の最年少参加者は 2 歳の女の子で、地面を
覗き込んでは虫さがしをしていました。アオマ
ツムシやカマキリもまだまだ元気で、年々温暖
化が顕著になってきているようです。

フユノハナワラビがむしられている

その 2

ペットの墓場にする

「ジェイジェイ」という声、カケスのようです

（賀登環）
ジョロウグモが捕らえたコガネムシ
-2-

月刊 かわごえ環境ネット

2006 年 12 月

No.002

板橋区立赤塚植物園、万葉・薬用園見学会
開催概要
10 月 31 日（火）、すばらしい秋晴れのもとで
板橋区立赤塚植物園、万葉・薬用園見学会が開
催されました。参加者は一般及びかわごえ環境
ネット会員 32 名でした。今回の見学会は、都会
の中の植物園を見学し、仙波河岸史跡公園にお
植物園正門

ける保全活動の参考とするために行いました。
植物園は武蔵野の面影を色濃く残す赤塚の小
高い丘陵地を活用して本園と万葉、薬用園から
構成されています。植物専門で、特に野草に詳
しい管理者の案内で、詳しく説明を受けながら
斜面を使って野草の道、四季の道、桜の園など
のコーナーに分けられた小道を登りながら園内
を巡りました。小道には、ほどよいクッション
に木チップが敷かれ、両脇にはリュウノヒゲが

水辺の植物が見られる湧水池

植えられて柵代わりになっています。樹木や草
花の名前は大小の名札で表示され、万葉の植物
には詠まれた万葉の歌が紹介されていました。
斜面下には湧水を生かした池や湿地帯もあり、
水辺の植物が見られました。
見学終了後、休憩を兼ねて近くの乗蓮寺の東
京大仏などを拝観しました。また、帰路は川越
野草の小道での説明風景

街道を走り、平林寺・野火止用水を散策しまし
たが紅葉には少し早く、野火止用水の流れも止
まっていたのが、やや残念でした。

見学会の感想
・樹木も草花も、とても良く名札が整備されて
いて名前を知ると知らないでは植物への親しみ
が違ってくる。またリュウノヒゲによる進入防

万葉植物の説明（ヨモギ）

止は良かった。仙波河岸史跡公園でもぜひ実施
してほしい。
・川越にもこのような四季のいろいろな樹木や
草花に親しめる自然に近い公園がほしい。仙波
河岸史跡公園をその方向に持っていってほしい。
・今回の企画は植物園も平林寺もとてもよかっ
た。また企画してほしい。
（推進責任者：市川、宮崎、記：大辻晃夫）
芝の広場におけるリュウノヒゲによる侵入防止
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川越市における環境行政の動き
「平成 18 年版 かわごえの環境（第 9 号）」
が発行されました

した。
これだけの市民が参加した行事は、もっと大

川越市環境基本計画に基づく年次報告書の最

きく取り上げられてよいと思われますが、前述

新版が、10 月 25 日に発行されました。この号

の「かわごえの環境（第 9 号）」でも、70 ペー

のはじめの市長あいさつでは、9 月に制定され

ジのパートナーシップの形成の節で、数行触れ

た環境基本条例に触れられており、第二次環境

ているだけでした。

基本計画策定などの環境行政の推進の決意が語

しかし、周辺地区や、国道の歩道など、散乱

られていました。また、第 1 章の表紙写真は川

ゴミが全然手付かずのままの箇所が方々で散見

越小学校の壁面緑化を使っています。

されました。国道や県道、河川敷を管理してい

第 1 章は川越市環境基本計画の概要で、第２

る機関との連携のもと、次の機会は川越市全体

章で 12 項目にわたり「環境の現状と主な施策の

のごみゼロ運動につながる対応が望まれます。

実施状況」を報告しています。

路上禁煙条例 12 月議会へ提出

第 3 章で、
「市民・事業者の環境への取り組み
状況」としてかわごえ環境ネットの活動を詳し

懸案となり、今年の初めから調査検討を進め

く掲載しています。1.第４回かわごえ環境フォ

ていた「路上禁煙・ポイ捨て禁止条例」の最終

ーラム、2.条例・計画勉強会、3.アースデイ・イ

案が固まり、
「路上喫煙防止」にしぼって提案す

ン・川越におけるパートナーシップ型活動、4.

ることに決まりました。ポイ捨て禁止に関して

環境コミュニケーション、5.まち美化活動、6.

は、県の 2 万円の罰則付きの「埼玉県ごみの散

仙波河岸史跡公園における自然観察・保全活動、

乱防止に関する条例」があるので、法体系上の

7.湧水の保全に関わる活動、
8.雑木林の保全に関

重複を避けることにしました。しかし、ポイ捨

わる活動と、幅広く写真付きで紹介しています。

てに関して罰則付きの県の条例があることを市

第 4 章で前回の年次報告書に対する 3 人の市

民がどれだけ知っているのか疑問であります。

民意見が掲載されていますが、もっと多くの市

周知、啓発が望まれます。

民の目に触れて、活発な意見の表明が待たれる

「路上喫煙禁止」は、市内全域においての「努

「かわごえの環境」でした。

力義務」となっていますが、所沢市のような「歩

この冊子は、環境政策課の窓口で配布してい

行喫煙禁止」との違いを市民がどう理解するか、

ます。また、川越市ホームページ（http://www.

また喫煙禁止の重点地区の設定、過料制の導入

city.kawagoe.saitama.jp/）でも全文が PDF ファイ

と実施体制など、市議会の質疑で問題点の解明

ルで入手できます。

が待たれます。

第 48 回ごみゼロ運動

川越市環境審議会の委員公募男女 3 人ずつ

今年の秋のごみゼロ運動は、朝の雨も止んで

9 月 25 日施行の「川越市良好な環境の保全に

天気も回復し、市民の多くの参加を得て行われ

関する基本条例」に基づき、川越市環境審議会

ました。自治会や子ども会を主体に「クリーン

の委員公募があり、男性 3 人、女性 3 人を選考

川越市民運動推進協議会」の名で進められまし

予定です。11 月 24 日が応募の締め切りです。

が、例年どおりの対応で、特に新しい取り組み

詳しくは、広報川越 1137 号（平成 18 年 10 月 2

もありませんでした。参加団体は 292、参加人

5 日）の 3 ページをご覧ください。

数は 61,000 人、集めたごみは 100 トンとなりま

（以上、武田侃蔵）
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活動報告
イベントへの参加報告

(株)埼玉製造所の新たなドラム缶リユースシス

●つるがしま環境ネットワーク主催「第 4 回環

テムについての報告がありました。
57 名の参加者の中で、市の職員が多く参加し

境シンポジウム」であいさつしました

ていました。行政のつるがしま環境ネットワー
クとの協働事業への意気込みを強く感じました。
（小瀬博之）
●パイオニア(株)主催「環境コミュニケーショ
ン」に参加しました
かわごえ環境ネットでは、市民と企業の環境
活動をつなぐ「環境コミュニケーション」を推
進しています。11 月 8 日（水）は、パイオニア
地球を直径 1.3m の風船で、長さ 20m の木材を実物大の
風船で見せる吉村七郎氏

(株)川越事業所の主催で環境コミュニケーショ
ンが開催され、地元自治会、近隣自治会ら 33

鶴ヶ島市環境基本計画を推進する「つるがし

名、かわごえ環境ネット会員 7 名、市役所職員

ま環境ネットワーク」主催の「第 4 回環境シン

3 名が参加しました。社員による環境に配慮し

ポジウム」（11 月 5 日,パイオニア(株)総合研究

た施設や工程について説明を受けてから、工場

所で開催）に参加し、当会の理事長としてあい

内を見学しました。次に環境コミュニケーショ

さつを行うとともに、パネル展示と、月刊 かわ

ンの概要を報告します。

ごえ環境ネット（2006 年 10 月、創刊号）の配

事業所の概要

布を行いました。

川越事業所は 1970 年に事業を開始、カーエレ

当会とつるがしま環境ネットワークとは、鶴

クトロニクスを製造し、現在はカーナビゲーシ

ヶ島市運動公園付近の市境にある不法投棄ごみ
の清掃活動（当会の会員通信第 22 号を参照）
や、
荒川流域一斉水質調査などにおいて協力関係に

ョンシステムの生産が主体となっています。現
在は、障害者向けの体感音響システム開発等も
進められています。従業員は交代制で、総員は

あり、相互の環境シンポジウム・環境フォーラ

約 3,400 人です。

ムで代表が挨拶を行っています。

環境対策

シンポジウムでは、第 1 部として、NPO 法人

製造過程で揮発性有機化合物（VOC）の削減、

自然を守る狭山リサイクルの会の代表である吉

無鉛はんだの使用、廃棄物の 99.99%のリサイク

村七郎氏の「地球温暖化と二酸化炭素」に関す

ル・リユースが進んでいます。さらに太陽光発

る講演があり、小中学生向け（参加者のほとん

電、氷蓄熱空調機、排水の浄化施設、雨水に油

どは大人でしたが）にとてもわかりやすいたと

等が混じった場合の除去施設のほか、日本庭園

え話で、ごみと地球温暖化との関係や、限られ

や茶室の配置など、幅広い環境への配慮が見ら

た水資源について講演されました。

れました。また、見学者向けに「環境展示室」

第 2 部では、
「鶴ヶ島市環境基本計画年次報告

を設け、一般的な環境の諸問題から、製品開発

書（平成 17 年度実績）」に沿って、鶴ヶ島市に

の過程での環境への配慮の工夫などが説明され

おける行政の取り組みと、つるがしま環境ネッ

ていました。

トワークの取り組みが報告されました。また、

また、食堂の生ごみ対策として、残飯等も熱乾

参加企業の活動報告として、東洋インキ製造
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燥させてペレット状態にして堆肥化の資源とし

が少なく、後期での「かわごえ環境フォーラム」

ていました。

や自然部会のバスツアー等、大きな支出は後期

感想

に予定されていることが報告されました。

工場の見学では、白衣をはおって帽子をかぶ

（広報担当理事：金子晃）

り、靴を履き替える防塵対策、さらに温度管理、
湿度管理、ビニールシートで囲まれた製造ライ

●社会環境部会
10 月 18 日（水）に定例会が開催されました。

ンなど、現代エレクトロニクス工場の厳しさを
体感しました。またリサイクル分別施設の整然

次に主な議事内容を掲載します。

としたシステムと、きれいに整理された管理体

1. 10 月 29 日に埼玉県が主催する「第 18 回化学

制に驚きました。

物質と環境円卓会議」参加を検討し、個人申し

近隣市民との質疑応答で、周辺の交通事故撲

込みとしました。

滅や屋上緑化、壁面緑化、雨水の再利用などの

2. 霞ヶ関北公民館で 12 月 9・13・20 日の 3 回

質問、提案もなされ、有意義な交流の機会であ

にわたって開かれる「地球はどこへ向かってい

りました。（原嶋昇治）

る?」の講座の説明がありました。
3. 「エコライフ DAY2006 埼玉（夏）
」に関する

かわごえ環境ネット理事会・専門委員会か

埼玉県からの実施報告を確認しました。

らの活動報告

4. 11 月 28 日に開催される「省エネ・マイクロ

●理事会

発電等の視察」について詳しい行程の説明等が
ありました。

10 月 26 日に開催された第 73 回理事会の主な
議事内容を以下に記します。

5. ごみ減量グループの原嶋氏より、特殊なバケ

・10 月 20 日に創刊号を発行した「月刊 かわご

ツに家庭生ごみを入れて 1 週間に 1 度回収し堆

え環境ネット」の趣旨と今後の方針について小

肥化する狭山市のシステムについて、行政との

瀬理事長から説明がありました。

連携などの説明がありました。

・パイオニア(株)が主催する「環境コミュケー

6. まち美化グループの武田氏より、10 月 14・1

ション」の開催通知に対し、希望者を含め小瀬

5 日に行った川越まつりの「まち美化行動」に

理事長他 6 名の参加を了承しました。

ついて説明がありました。

・つるがしま環境ネットワーク主催の第 4 回

7. 11 月 18 日に開かれる「北公民館かんきょう

環境シンポジウムで、理事長挨拶と活動紹介に

祭り」準備状況など、今後のイベントについて

タナゴのパネルを使用することにしました。

の説明がありました。（代表：渡辺利衛）

・11 月 18 日に行われる北公民館かんきょう祭
●自然環境部会

りの後援名義申請があり承認しました。
・設立 10 周年の記念事業の意見交換を行いまし

10 月度自然環境部会は 10 月 13 日（金）に開

た。7 年目の今年から全会員が参加できる事業

催され、
「残された平地林の保全グループ」と「水

を検討し、来年度には具体的検討、再来年には

辺の自然の保全と再生グループ」からの活動報

決定する必要があることを確認しました。

告と討議が行われました。

・会員数の動向については、2 個人、1 団体の入

10 月 1 日（日）には、アースデイ・イン・川

会申し込みがあり、承認しました。会員数は 14

越 2006 に参加し、
外来植物とタナゴの世界の外

6 会員となりました。

来種と題して、タイリクバラタナゴなどの魚類

・前期の会計報告がありました。前期は使用額

を水槽展示しました。
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その波及効果として及べばいいと考える。

るムサシトミヨの復活について、県と市の関係

今アジェンダ 21 の案件が多く集まってきた

課・担当者と中央公民館で協議を行いました。

ので、それらの中からも取り入れられるものが

小仙波町にある龍池弁財天を第 1 候補として、

あるのではないかと考えられます。次回は 12

市と具体的な行動計画を練っていきます。

月 26 日開催し、検討を継続することになります。

10 月 25 日（水）には、
（仮）霞湧水路の草刈

（委員長：村上正明）

作業を、河川課との打ち合わせに基づいて、委
託業者と協働で実施しました。また、同日の午

●かわごえ環境フォーラム実行委員会

後からは、仙波河岸史跡公園の木道沿いを流れ

10 月 27 日の第 3 回委員会では、委員の役割

る湧水路の改修工事に関して、上下水道局下水

分担、小学校への発表・展示の働きかけ、こど

維持課と多自然型護岸工事の協議を行いました。 もエコクラブ発表会との共催方法、シンポジウ
10 月 22 日の「（仮称）川越市森林公園計画地

ムの企画、協賛・講演の依頼について検討され

自然観察会」と 10 月 31 日の「板橋区立赤塚植

ました。

物園、万葉・薬用園見学会」については、今号

シンポジウムの企画について、前回のフォー

に掲載している記事をご覧ください。

ラムでは、
「地域の水循環を考える

（代表：大辻晃夫）

川越からの

情報発信」というテーマで、地域の水循環を考
えるきっかけを作りましたが、今年度は、この

●広報委員会

主題を引き継ぎつつ、具体的な行動に結びつけ

11 月 14 日の広報委員会では、今号である第 2

るための企画として、「（仮題）水のまち川越の

号（11 月 20 日発行予定）の内容確認と、次号

復活をめざして」というテーマを設定しました。

となる第 3 号（12 月下旬発行予定）の掲載内容

次号で、詳しい情報をお伝えする予定です。

を検討しました。

（委員長：横山三枝子）

広報委員会が窓口になって進めていた、川越
●（仮称）かわごえアジェンダ 21 検討委員会

ケーブルテレビ制作によるかわごえ環境ネット
団体会員の活動紹介の骨子が固まり、来年 1 月

現在検討を行っている「将来世代にわたり地

中旬より毎月 1 団体放送することになりました。 球全体および川越市が持続的に発展していくた
詳細は次号で報告します。（委員長：武田侃蔵）

め取り組むべき具体的な行動に関するアンケー
ト」について、10 月 12 日までに得られた 15 名
の意見に、委員 6 名からの意見を加えて、11 月

●企画委員会
第 2 回委員会が 10 月 26 日に開催されました。

1 日に、委員あてに集計結果を送りました。

数点の企画案のプレゼンテーションが行われ、

各行動について、類似する内容をまとめた結

その後討議に入りました。様々な意見が出され

果、提案された行動の内容は 162 となりました。

ましたが、具体案に対する会員の意見を幅広く

この結果をふまえて行われた 11 月 16 日（木）

募集し、多くの方の参加を得て推進することに

の第 4 回検討会では、この内容を集約するとと

しました。そして企画を進める段階での重要事

もに、
「
（仮称）かわごえアジェンダ 21」の全体

項として

構成について検討を行いました。次回（12 月 1

1.
2.

なぜやるのか。そのプロセスを十分に踏み、 3 日）も引き続き検討します。委員を随時増員
住民と一緒になって進める。

しています。議論に加わるのがはじめての方、

できるところから実施する。川越全体には

大歓迎です。（委員長：小瀬博之）
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おしらせ
募集

かわごえ環境ネット主催・出展イベント

●第 5 回かわごえ環境フォーラム（2 月 24 日・

会員以外の方の参加については、かわごえ環

土曜日）の発表・展示者募集

境ネット事務局にお問い合わせください。

2007 年 2 月 24 日（土曜日）に川越市市民会
館で開催される「かわごえ環境フォーラム」の

★仙波河岸史跡公園自然観察会と保全活動（第

イベントである「環境活動報告会」における発

14 回）

表・展示者を募集しています。申込期限は 11

埼玉県生態系保護協会の稗島英憲氏を講師に

月 30 日（木）となっています。ふるってご応募

招き、
冬の野鳥を中心に観察を行います。また、

ください。11 月下旬の会員あて郵送資料に申込

保全活動として外来植物の除去作業、水質浄化

用紙を同封しています。また、かわごえ環境フ

と水質調査などを行います。

ォーラムホームページ（http://forum.kawagoekan

日時：12 月 2 日（土）9:00-12:00（小雨決

kyo.net/）では、募集要項に加え、過去の開催経

行）

過を掲載しています。なお、環境活動報告集へ

場所：仙波河岸史跡公園（川越市仙波町 4-

のレポート提出期限は 12 月 22 日（金）となっ

21-2）

ていますので、申し込みされた方は、原稿の準

参加費：100 円（保険代）

備をお願いいたします。

持ち物：飲み物・筆記具・雨具・帽子など
申込：不要（当日直接会場へ）

●12 月 3 日（日曜日）に「エコライフ DAY20

駐車は近隣の川越市環境衛生センター（川

06 埼玉」の実践をよろしくお願いします

越市大仙波 1249-1）を。

かわごえ環境ネットでは、埼玉県が推進する

★歳末クリーン 川越まち美化拡大行動

環境家計簿「エコライフ DAY2006 埼玉」を、6

日時：12 月 23 日（土・祝）9:30-11:30（小

月に続き 12 月 3 日（日曜日）を統一実施日とし

雨決行）

て行います。11 月 21 日付の会員あて郵送資料

場所：本川越駅前交番（川越市新富町 1-22）

に、お願い文、チェックシート、Fax 送信票が

横集合

同封されていますので、内容をよく読んでから、

参加費：無料（主催者負担で保険に加入）

環境のことを考えた暮らしを実践して、チェッ

服装・持ち物：歩きやすい靴、帽子、軍手、

クシートと Fax 送信票アンケートに記入の上、
2

タオル、雨具等は各自で準備してください。

枚の用紙を 12 月 20 日（水）までにかわごえ環

ごみ袋、トング、ゼッケン、腕章等は主催

境ネット事務局まで直接、Fax、郵送のいずれか

者で準備します。

の方法で返送してください。なお、送信にかか

申込：かわごえ環境ネット事務局まで電

る費用は、自己負担でお願いします。

話・メールで連絡、12/20（水）締切（保険

埼玉県の「エコライフ DAY2006 埼玉」夏期

加入手続のため）
★第 5 回 かわごえ環境フォーラム

キャンペーン結果報告によると、川越市の参加
者数は 10,984 人と、県内で 5 番目でしたが、参

午前は環境活動報告会（パネルディスカッシ

加率でみるとベスト 10 にも入りませんでした。

ョン形式）、午後はシンポジウムとなります。環

できたら市民の 10％、3 万人の参加を目標に P

境活動報告会の発表・展示者を募集しています。

R の徹底が望まれます。会員のみなさまの実践

日時：2007 年 2 月 24 日（土）9:30-16:00

と周辺各位への実践の呼びかけをよろしくお願

場所：川越市市民会館

いいたします。

（川越市郭町 1-18-7）
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会員の主催行事・募集等

●の部会は会員全員が対象、◆の理事会・委

●（財）埼玉県生態系保護協会 川越・坂戸・鶴

員会は但し書きがない場合は委員のみが対象と

ヶ島支部

なります。

伊佐沼探鳥会
日時：12 月 10 日・1 月 14 日（日）10:00-1

◆理事会（第 74 回）

2:00

日時：11 月 27 日（月） 18:00-20:00

場所：伊佐沼の西側にある蓮見橋集合

場所：川越市役所 7 階 7A 会議室（川越市

問い合わせ先：笠原啓一 Tel.049-222-0957

元町 1-3-1）

●特定非営利活動法人武蔵丘陵森林公園の自然

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 4 回）

を考える会

日時：12 月 4 日（月）14:00-16:00

自然観察会

場所：川越市役所 7 階 7C 会議室

日時：12 月 10 日・1 月 7 日（日）

●自然環境部会（2006 年 12 月度）

森林公園かんさつ会

日時：12 月 8 日（金）15:00-17:00

日時：12 月 19 日（火）・1 月 7 日（日）

場所：川越市役所 7 階 7B 会議室

場所：10:20 ごろまでに公園南口から入園

原則として毎月第 2 金曜日 15:00-17:00 に定例

以上の問い合わせ先：谷津弘子 Tel.049-22

会を開催、次回は 1 月 12 日です。

4-9118

◆かわごえアジェンダ 21 検討会（第 5 回）

●クリーン川越めざす会

日時：12 月 13 日（水）9:30-11:30

「やめましょう！歩きタバコ・ポイ捨て・

場所：川越市役所 7 階 7C 会議室

放置自転車」のゼッケンをつけて、まち美

委員を随時追加しています。興味のある方は

化啓発運動

どなたでもご参加ください。

日時：12 月 5 日（火）・14 日（木）・1 月 1

◆広報委員会（2006 年 12 月度）

2 日（木）・27 日（土）13:30-15:30

日時：12 月 14 日（木）9:30-11:30

場所：川越駅東口アトレ横歩道橋下集合

場所：川越市役所 5 階打ち合わせスペース

市内中心部の清掃（毎月第 3 日曜日）

●社会環境部会（2006 年 12 月度）

日時：12 月 17 日（日）9:30-11:30

日時：12 月 20 日（水）15:00-17:00

場所：本川越駅交番横集合

場所：川越市役所 7 階 7B 会議室

「路上禁煙・ポイ捨て禁止条例の啓発ポス

原則として毎月第 3 水曜日 15:00-17:00 に定例

ターを手書きで！」市議会で成立。すぐ啓

会を開催、次回は 1 月 17 日です。

発運動を。税金節約市民の手で！

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（第 5 回）

日時：12 月 24 日（日）9:00-16:40

日時：12 月 26 日（月）13:00-14:30

場所：川越福祉センター 第 1 会議室（川越

場所：川越市役所地階 修養室

市新宿町 1-17-7, 川越駅西口徒歩 5 分）

◆理事会（第 75 回）

カレンダーの裏を利用

日時：12 月 26 日（火） 15:00-17:00

成人式会場の歩きタバコ・ポイ捨て禁止を

場所：川越市役所 7 階 7G 会議室

啓発しながら清掃活動

◆企画委員会（第 3 回）

日時：1 月 8 日（祝）10:00-15:00

日時：12 月 26 日（火） 18:00-20:00

場所：川越市運動公園入口集合

場所：松華飯店（川越市連雀町 9-2）

以上の問い合わせ先：武田侃蔵 Tel.049-22
2-0786
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関連団体の行事・募集等

タをいただけると編集がたいへん助かります。

●特定非営利活動法人荒川流域ネットワーク

＜イベント開催についての掲載項目＞

投稿者

シンポジウム［第 3 回］みずかけサ論「流

の団体名および氏名、イベントの名称、概要、

域経営から見た 一本の荒川」

日時、場所（わかれば住所も）、持ち物・参加費・

日時：11 月 26 日（日）13:00-16:00

申込方法等、主催者、問い合わせ先（担当者の

場所：日高市生涯学習センター（日高市大

E-mail,電話,氏名など）、関連するホームページ

字鹿山 370-20, 高麗川駅下車徒歩 6 分）
●かわごえ環境ネットホームページのご案内

参加費：無料
問い合わせ先：荒川流域ネットワーク（Fa

かわごえ環境ネットの最新情報から過去の情

x.04-2936-4120, E-mail: info@ara-river-net.j

報まで、さまざまな情報がかわごえ環境ネット

p）

ホームページ（http://kawagoekankyo.net/）に蓄
積されています。ぜひご活用ください。「月刊

●東洋大学工業技術研究所
講演会「食の安全と水産物の流通について」

かわごえ環境ネット」もカラーで入手できます。
かわごえ環境ネットホームページは、RSS で

「食品産業における香辛料」
日時：11 月 30 日（木）14:00-17:10

最新情報を発信しています。お手持ちの RSS リ

場所：東洋大学工学部 4 号館（川越市鯨井

ーダーで購読が可能です。ホームページにある

2100, 鶴ヶ島駅徒歩 10 分）

「Syndicate this site (XML)」から登録可能です

参加費：無料

が、次のアドレスでも登録可能です。

問い合わせ先：工業技術研究所（Tel.049-2

http://kawagoekankyo.net/index.rdf
なお、バーコードリーダーつき携帯電話で下

39-1322, E-mail: kougiken@eng.toyo.ac.jp）

の QR コードを読み込めば、携帯端末用ページ

広報委員会からのおしらせ

にアクセスできます。ぜひブックマークしてく

●会員からの活動報告の投稿を随時募集

ださい。次のアドレスでもアクセスできます。
http://i.kawagoekankyo.net/

本会会員の活動報告を随時募集しています。
4
00 字程度で投稿してください。写真も掲載可能
です。投稿の際には、テキストデータと画像デ
ータを別々にいただけると編集がたいへん助か
ります。分量などは、No.001 の「川越まつりで
のポイ捨てごみ拾い」の記事を参考にしてくだ
さい。詳細は、かわごえ環境ネット事務局まで

編集後記

お問い合わせください。

第 1 号を発行してから次の第 2 号まで、あっ
●会員及び関連団体等の行事・募集に関する情

という間の 1 か月でした。いろいろな意見もあ

報をおしらせください

りましょうが、活動報告と活動予定の組み合わ
せがスムーズに回転して、かわごえ環境ネット

本会会員や関連団体等が主催する公開イベン

トや募集に関する情報を随時受け付けています。 の活性化につながることを期待しています。
No.003（12 月 20 日発行予定）は、12 月 7 日（木）

今回は、エコライフ DAY の県からの資料送

までにかわごえ環境ネット事務局へ到着した原

付に合わせて郵送しますのでご了承ください。

稿を掲載します。投稿の際には、テキストデー

みなさまの投稿をお待ちしています。よろしく。
（K.T.）
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