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継続は力なり

ツルシギ（伊佐沼で筆者撮影）

(財)埼玉県生態系保護協会川越.坂戸.鶴ヶ島支部は、昭和 58 年に
埼玉県野鳥の会の支部として設立し、後に県本部が財団法人の認可
を受け、埼玉県生態系保護協会と改称、その支部となる。
主な活動は自然保護思想の普及と自然環境の調査のために観察会
を三市で開催しているほか、公民館や小学校での指導も行っている。
観察会を川越では伊佐沼、森林公園予定地の雑木林で支部発足以来
20 数年にわたって行っていて、その間の記録により、自然環境の変
化を知ることができる。自然環境保全の提言、要望等を行うのに大
切な資料になっている。
ひと月ごとの記録、1 年だけの記録は変化を感じないが、長期間
の記録を比較してみて

初めてわかる事が多くある。うすうす感じ

てはいたが、記録で確認して記憶を納得させる。
「継続は力なり」こ
れが会の活動の基本だ。咋年秋の伊佐沼は、ツルシギ、ウズラシギ、
アオアシシギなどシギの飛来が多かった。これも続けているので言
えることである。
かわごえ環境ネット理事
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年頭所感
かわごえアジェンダ元年

理事長：小瀬博之

長期間にわたって検討してきた川越市環境行

を報告してもらいます。本会では「協働で取り

動計画「かわごえアジェンダ 21」がいよいよ策

組むべき 10 の重点プロジェクト」を推進すると

定され、2008 年は、市民・事業者・民間団体が

ともに、アジェンダ全体の進捗管理を行う組織

自主的に取り組むべき行動、また、行政と協働

を立ち上げて、自ら作成した計画の進捗状況を

して取り組むべき行動を実行する段階に入りま

『かわごえの環境（第二次川越市環境基本計画

す。まさに「かわごえアジェンダ元年」です。

年次報告書）
』に執筆して、情報の共有を図りま

私としては、次のようにアジェンダを推進した

す。

いと考えています。
会員をはじめとして、川越に関わる多くの人
と組織が、望ましい環境像の実現をめざして「1

かわごえの環境、ひいては地球環境が少しず
つよくなるように、多くの人の知恵と実行力を
結集しましょう。

20 の行動提案」を見ながら実行すべき行動を定
めて実行してもらいます。そして年末に「環境
に配慮した行動チェックシート 20」で達成状況

年頭にあたって
昨年、企画委員会が発足し、本会の市民、事
業者、民間団体、行政を横断的に展開しようと

副理事長・企画委員長：村上正明
するのにこれだけの方々が力を貸してくださっ
たことに感謝しています。

思い、委員会でその方向性について検討を重ね

今年も事業者、市民、民間団体の協働の場を、

てまいりました。その結果「里山保全と吾野宿

私たち企画委員会がコーディネートする、こん

エコツアー」というイベントを、協働して行う

な企画を立てたいと考えています。そして本会

ことができました。この実施にあたって、雑木

の会員で、日ごろ草の根活動しているグループ

林の下枝取りでは、所有の事業者はもちろん、

の方々との協働について何かできないかと思っ

埼玉県農林公社の方々に、吾野宿散策では「独

ています。みなさまのアイデアを生かし、活動

楽の館」「NPO 法人西川木楽会」の方々に、ご

の輪を広げることに努力したいと考えています。

協力をしていただきました。一つの企画を実行

今年もよろしくお願いします。

観光と環境
2007 年は川越城築城から 550 年で、川越まつ
りだけでなく、観光地域でさまざまな催しが行

副理事長：横山三枝子
あるからこそ、協働のモデルとなる環境活動が
提案できたらいいなと思います。

われました。一番街の通りを通行止めにしての

環境は目で見てすぐわかり、すぐ変わるもの

催しは、
「小江戸川越」のしっとりとした雰囲気

ではありません。長いスパンで考えた毎日の小

をかもし出して、祭りとは違う川越が味わえま

さな積み重ねが環境を変え、
「地球温暖化」を緩

した。
「かんこう」と「かんきょう」は一文字違

めていくものと思います。町並みだけでなく、

いですが、人が集まる数では雲泥の差がありま

武蔵野の面影残る雑木林が体験型観光（CO2 削

す。観光客が「川越って環境に配慮した観光都

減のための手入れなど）として、成立する日を

市なんだ」と感じてもらえる方法や、観光地で

夢見たいと思います。
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「結い」について思うこと
2008 年は、
「かわごえアジェンダ 21」の実施、
「川越市地球温暖化対策条例」の施行などで、

No.015

理事・社会環境部会代表：渡辺利衛
の藁屋根の葺き替えには、この伝統の「結い」
の方式が生かされています。

川越市民を巻き込んだ環境意識の啓発により、

昨年、ある環境講演会で千葉大学地球福祉研

身近な行動からエコ活動へと変わっていかねば

究センターの上村雄彦さんからブータン王国の

なりません。この人々を動かす力は、連帯。日

農作業の様子を伺いました。写しだされた助け

本では「結い」と言われて古くから地域の生活

合いの人々の輪と和やかな笑顔とともに、自然

を支えてきました。

のリズムに合わせたスローライフの姿に感銘し

「結い」は、広辞苑によると田植えの時など

ました。これぞ「結い」の実践だと思いました。

に互いに労力を貸し合うこととされています。

環境活動もこの精神ですすめたいものです。ま

助け合いの精神です。今は農業機械の発達で昔

ず、打ち合わせに顔を出す、声を掛け合って行

のような姿は見られませんが、飛騨の合掌造り

動する年にしたいものです。

年の初めはエコライフのチェックで

監事：佐野康子

「今年の冬は寒いわね！」と言うのが実感で

イフ DAY2007」活動を公民館利用者として協力

す。雪の多い地域には早くも積雪の様子が報道

しようと提案しました。公民館側の理解も得ら

されています。しかし、ここ何年間の暖冬傾向

れて、新年早々に全公民館で「エコライフチェ

が解消かとの早とちりは禁物のようです。バリ

ックシート」が配られます。公民館でははじめ

島での COP13 の会議でも、危機は迫っています

ての環境問題啓発の活動になります。チェック

が現実の対策となるとまとまりません。私たち

の回数を増やしてエコライフのスタイルが定着

も忙しい生活に流されて「ええっ、今日だけは

することが大事であります。きっと大きな運動

ごめんなさい」の連続でした。

の広がりになると思います。2008 年はこの運動

そんな折に「北公民館かんきょう祭り」で市

に懸けましょう。

民の「協働」の一環として、埼玉県の「エコラ

里山保全と吾野宿エコツアー

企画委員会

企画委員会の初めてのイベントであった「里

した。たまたま｢NPO 法人西川木楽会｣の方が来

山保全と吾野宿エコツアー」は武州ガス(株)、

られて日本建築のすばらしさ、西川材など日本

(社)埼玉県農林公社森林局、吾野町「NPO 法人

の木材で家を建てることが環境保全に良く、循

西川木楽会」のみなさまの支援を受けて、12 月

環型社会のモデルになることを話されました。

2 日（日曜日）に行われました。恵まれた天候

私たちのこのツアーの目的を代弁してもらった

の下、老若男女、中国、アメリカなど国際色も

ような気持ちになりました。「独楽の館」、手作

豊かで、参加されたみなさまにとって本当に良

りのこま、土蔵倉を見学して、高麗川に沿って

い 1 日になったのではないかと推測いたします。 東郷公園まで散策しました。そこでもみじを楽
朝 9 時川越を出たバスは順調に進み、10 時に

しみながら昼食をとりました。

は吾野宿「大河原邸」に到着しました。昔、
「問

午後は武州ガスのヒノキ林の間伐と枝打ちの

屋」という屋号の大きな長屋門を擁する屋敷は

実践をしました。農林公社の 2 人から森林保全

築 200 年以上の建物で、現在も住宅として使っ

の必要性を教えられ、またノコギリや斜面での

ています。ご好意で中を見学することができま

作業で安全上の注意を受けて作業しました。皆
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様の力は偉大でした。みるみる雑木林の下枝は

私だけだったでしょうか。すがすがしい吾野を

取られ、向こうまで見通せるようになりました。

満喫して楽しい一日を過ごすことができました。

暗かった林が明るくなったように思いました。

企画委員会は環境ネットの活動範囲を少しずつ

また間伐した木からコースターを作ったり、ヒ

広げようという目的にとっても有意義でありま

ノキの枝をリングにしたり、みなさまは童心に

した。けがもなく元気に帰ったことをあわせて

帰ったように生き生きとしていました。

報告いたします。

しかし日頃使っていない筋肉を使いすぎ、
「エ

（企画委員長：村上正明、写真：小瀬博之）

コツアー」ならぬ「筋肉痛アー」になったのは

大河原邸の長屋門で家主の説明を
受ける参加者

独楽の館で日本一のこま回しを体験

東郷公園では山頂の秩父御嶽神社を
めざす参加者もいた

武州ガス(株)所有のヒノキ林に到着

枝打ちですっかり明るい林床に

間伐したヒノキを加工する参加者

吾野小のホタル飼育活動見学とホタルの生息する沢を訪ねて 自然環境部会
秋晴れに恵まれた 10 月 17 日(水)の朝、電車組の平田、稗島、菅谷、長谷川、大辻と車組の市川、
原嶋の総勢 7 名が吾野小学校で合流しました。さっそく教頭の高麗先生の案内で、埼玉県からの補
助金と元多摩動物園勤務の荻野さんの飼育指導によるホタル繁殖室、ホタルドーム、人工水路を案
内していただきました。最近は裏山からの湧水が少なくて、繁殖用の水やドーム内水路の循環水も
水道水を使用しているとの話でした。又、生徒たちは 6 年生になるとホタル飼育に関わることがで
きるそうです。以下に、施設の概要などを報告致します。

東吾野小学校の全景

教頭の高麗先生（左端）と湧水の水源
の見学。水量はわずかでした。
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手前の建物がホタルの繁殖室で、奥の ホタルの繁殖室です。ホタルの飼育設
建物がホタルドームで人工水路があり、 備が整えられ、空調機で室内の温度を
夏はホタルが飛び交います。
コントロールしています。

机上では近くの沢からのゲンジとヘイ
ケボタルの幼虫が飼われ、生徒が給餌
や水換えと、水温や成長の記録をして
います。

水中で動き回るホタルの幼虫

市販されているホタル飼育セット

ホタルドーム内の人工水路です。床上
はセキショウやシダ、コケ類が生え、
ホタルの幼虫が土中に潜れるようにな
っています。

水路の法角度は急ですが、壁面が凹凸
に工夫され、幼虫が上れます。水中に
はカワニナとホタルの幼虫が生息して
います。

水路の水は最下流の水中ポンプで最上 水槽内にはコイが飼育されていて、糞
流のコンクリート製水槽に循環します。 がカワニナの餌になるのだそうです。

生徒たちが作成した東吾野地区のホタ
ルマップです。ホタルマークの大小が
ホタルの数の多少を表しています。

山道を稗島さんの植物講義を受けなが
ら深沢に向かいます。

ホタルが生息する沢の景観。カワニナ
の生息は確認できましたが、ホタルの
幼虫の確認は無理でした。

東吾野小学校に別れを告げて、高麗川沿いの道をホタルの生息する白子の深沢に足を運びました。
沢を眺めながら草地に弁当を広げて昼食を採り、帰途につきました。途中で山栗や胡桃を拾ったり
して秋の吾野の自然を満喫しました。
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追記：東吾野小学校への再訪問結果報告
11 月 7 日（水）の午後、東吾野小学校でホタルの飼育、繁殖指導をされている荻野さんとお会い
するために同校を再訪問しました。自然環境部会からは平田、菅谷、大久保、大辻の 4 名が参加し
ました。今回は、荻野さんの案内による飼育設備の見学のあと、飼育と繁殖に関しての質疑応答の
場を持つことができました。さらに、笠幡・かすみ湧水堀で進めているホタルの里づくりへの取り
組み状況を説明し、ホタルの自然発祥への取り組みに協力を要請しました。その結果、協力を約束
してくださり、その日のうちに、かすみ湧水堀の視察が行なわれカワニナの生息状況などから判断
して可能性が高いとの評価をいただきました。これで、ホタルが自然発生する環境づくりに一歩踏
み出すことが出来そうです。かすみ湧水堀の第三期（最終）多自然護岸工事が 12 月 17 日から始ま
り、この 3 月には完成する予定です。それからがホタルの里づくりの本番です。
（自然環境部会：大辻晃夫）

南小畔川の清掃活動

川の中まで入ってごみ拾い

社会環境部会

集めたごみの山。昨年より少なくな
った

ごみの山を囲んで「また来年も」

2006 年に引き続き、水辺の里親制度のもとに、 でしたが、農家の肥料袋や畑で使う長いビニー
5 回目の南小畔川の清掃作業を 11 月 25 日の午

ルシートが多く見られました。風でとばされた

前に行いました。場所は塚下橋から田中橋まで

のかと思いますが、注意してほしいものです。

の約 2km で、EM ネットワーク小畔の会員と、

また、高校生が吸ったのか、たばこの吸いがら

かわごえ環境ネットの応援の人を合わせて 19

を詰め込んでペットボトルやドリンクのびんが

名が参加して清掃しました。

投げ捨てられていました。少なくなったとはい
え、2 トン車 1 台に積まれたごみを見て、市民

上流の護岸工事の影響で泥水が流れ込み、数
ヶ月前の清流が見られませんでした。毎年の清

啓発の大事さを痛感した作業でした。

掃活動の成果か、大型の投棄ごみはありません

（原嶋昇治）

「路上喫煙防止条例」の徹底は道遠し?
2006 年 12 月市議会で成立した「路上喫煙の
防止に関する条例」も、周知期間を経て 2007

社会環境部会
この吸い殻は、2 回とも 700 本前後を数えまし
た。一番街でも数本落ちていました。

年 4 月から施行され、6 月より市中心部の路上

川越市には 11 の駅がありますが、路上喫煙禁

喫煙禁止地区の指定、10 月より罰則の適用開始

止地区内の川越駅と本川越駅を除いた 9 駅の周

で、条例の完全実施となりました。

辺はどうなっているか、社会環境部会の有志の

11 月に川越駅東口から、クレアモール、八幡

協力で、12 月 13 日から 19 日の間の午後 1 時前

通りを通って中央通り、一番街、蓮雀町などを

後に実態を調査しました。駅周辺 100 メートル

ごみ拾いしながら市役所までの間に拾ったたば

前後に限定しました。以下その数字であります。
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吸いがら

川越市駅
新河岸駅
霞ヶ関駅
鶴ヶ島駅
南古谷駅
西川越駅
的場駅
笠幡駅
南大塚駅

85
657
165
65
475
112
236
170
278

かん
びん
4
24
7
3
11
5
11
3
3

ペット
ボトル
3
15
5
0
6
4
1
4
2

2008 年 1 月号

吸いがらの総計は 2,243 本。2,243 人がポイ捨

紙類

てしているのです。新河岸駅の東側の線路沿い

15
102
22
38
24
12
33
19
25

は、ごみゼロデーでも掃除されてないようでい
っぱい捨てられていました。この数字から推計
すれば、市内全域で 1 万人ぐらいの人が「条例
など知らないよ」と無視しているようです。税
金を掛けないで市民啓発が出来ないか智恵を出
しあいましょう。

「エコプロダクツ 2007」に参加して
「地球と私のためのエコスタイルフェア

No.015

（武田侃蔵）

会員からの活動報告

エ

ンステージ、学びのステージ、進化するエコス

コプロダクツ 2007」が、「ダイエット CO2 」を

トア、ふれあいステージなどの発表コーナーも

キャッチフレーズに、
12 月 13 日から 15 日まで、

関心を集めていました。

東京ビッグサイトで開かれました。来場者は 3

広い会場を効果的に回る会場内エコツアーが組

日間で 16 万 5 千人と、昨年を 1 万人以上も上回

まれ、
「最新の環境問題やエコ技術」「生活の中

りました。

で実践できる工夫」
「農とガーデンツアー」「ゴ

広い会場は、環境省をはじめとする省庁、秋

ミゼロツアー」「やさしい食ツアー」「女性のた

田県や札幌市などの自治体、高校・大学・教育

めのエコライフツアー」と、1 時間半で環境問

委員会・PTA など、さらに社会福祉関係団体や

題のポイントを理解できるような企画も好評で

市民グループも発表のブースをもちました。し

した。

かし大半は環境に関連した大小の企業がアイデ
アを競い合いました。

私は、埼玉県地球温暖化対策西部地域協議会
連絡会長さんのお誘いで参加しました。埼玉県

時代にふさわしい「地域食とものづくり総合

地球温暖化防止活動センター企画の「冷やせ！

展コーナー」「地域・農業再生コーナー」「アウ

彩の国」コンクールでまとめた「やったら出来

トドアコーナー」
「バイオマスマーク認定企業コ

た CO2 削減の数」を配布しました。次の機会に

ーナー」
「竹の有効活用コーナー」など自然に密

は関心ある市民とともに参加できたらとの思い

着した展示が眼を引きました。

を強くしたイベントでした。

また、環境コミュニケーションステージ、シ

（ネットワークかけはし川越：松岡壽賀子）

ンポジウム・セミナー、エコプレゼンテーショ

テープカットの前の主催者あいさつ

びっしりつまった案内カタログ
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チーム・ゴーゴーのブースで筆者（左）

月刊 かわごえ環境ネット

団体会員訪問

2008 年 1 月号

地域環境活動を聴く（5）

2007 年5 月に「名細環境コミュニティNECO の手」か

No.015

「東洋大学小瀬研究室」

冬期の熱の有効利用に結びつける研究で、実物大の実験家

ら「小瀬研究室」に名称変更がされました。どのような活

屋で実験中です」と説明し実験家屋に案内してくれました。

動を行っているところかなとの思いがあった処に、
「一度

校舎裏の実験施設には、太陽熱を受けるパネル、そこから

訪ねて見ませんか」のお声がけをいただき今回の訪問にな

家屋に水を循環させるパイプを設置、屋内で水の経過温度

りました。

を四季に渡り計測している。考えた論理だけでなく、実物

東洋大学工学部は、川越市の西北名細地区鯨井に広大な

実験で得られたデータが論文となる。地球環境で石油化学

キャンパスを持ち、野球グラウンド、陸上競技場・サッカ

に頼らない生活環境づくりの基礎研究となっていると感

ーグラウンドがある。1961 年の開設から46 年の歳月が経

じました。

過、川越市民には広く知られ親しまれた大学である。工学
部は8 学科が設置され、環境建設学科に小瀬研究室がある。
小瀬研の略称で通用しているが、
「人間―都市環境研究室」
が正式名称である。
地域環境活動の取材に訪れた日は、東洋大学の野球部が
明治神宮野球大会で優勝し、大学日本一を獲得し祝勝イベ
ントが開催される日で芝生広場での準備にキャンパスが
賑わいを見せていた。環境建設学科は、18 人の教授がそ
れぞれの研究室を持ち、大学院生を含めた学生の個別課題
を追求する学習を指導している。30 人の座席を持つ輪講

太陽熱の浅層土壌への蓄熱実験装置

室で小瀬准教授と学生 2 名にインタビューを行いました。

また、ビオトープを研究課題にしている中田貴勝さんに

はじめに主な研究テーマを伺った。水と豊かな環境づくり

聞きました。西東京市等の住宅団地内公園のビオトープを

に市民・民間団体・事業者・行政が一体となって環境活動

テーマに「ビオトープをどのように使っているか」のアン

を推進することを主なテーマとしている。少しずつテーマ

ケートを作成、調査しました。ビオトープでの生き物の観

が広がり自然エネルギーを用いた研究にも取り組み始め

察等が期待されましたが、保全・管理に期待する声が多く

ています。

聞かされます。身近な生活の場に作るビオトープの目的を

浅層土壌への太陽エネルギー蓄熱システム開発、都市の

市民が理解、利用する社会環境への基礎研究と感じました。

雨水循環、屋上緑化技術の開発と評価、噴水・せせらぎ等

大学内で推進している「チーム・マイナス6％」の意識

の水景観に関する研究、地震被害が大きかった山古志地区

と行動をキャンパス全体に呼びかけ、分別ゴミ・使用電力

の復興と景観保全、
「東洋大学川越キャンパス」のチーム・

抑制・設定温度を管理した空調、等を推進している。キャ

マイナス6％の推進、かわごえ環境ネットとの協働を研究

ンパスは広く様々な建物があり、チーム・マイナス6％の

テーマに活動している。学年毎に環境建設学概論を初めと

課題達成にはポスターを作成、みんなで行動を呼びかけて

して環境・エコシステム分野では、自然と人間の共生を学

いる。次代を担う大学生を持続可能な地球環境良化へ向け

ぶ自然環境学、環境保全と公害防止を学ぶ環境修復学、

た研究、アメニティデザイン、環境まちづくりを指導して

水・緑・土・熱・光・音などの環境要素の活用を学ぶ環境

います。今回の訪問で、人や生き物が快適に過ごす環境づ

共生学、環境マネジメントシステムの構築を学ぶ環境管理

くりには、基礎的なことの取り組みと日常の生活に目を向

を学生に指導していると聞かされました。

けた環境課題を研究推進されていることに頼もしさを感

水・土・熱・光を利用する研究を行っている学生、中山

じました。

幸久さんにもインタビューしました。今、何を研究してい
ますか・・に私は、
「家の地下に水循環パイプを張り巡ら
し、夏期の太陽熱を水循環パイプで地下の土に熱を蓄熱し、
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（2007 年 11 月取材訪問

広報委員

金子晃）
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川越市環境行政の動き
地球温暖化対策条例 12 月市議会で可決
市レベルでは、京都市、柏市についで 3 番目

「建築物環境配慮計画書」等の作成のための指

となる「川越市地球温暖化対策条例」が 19 日

針を作成して、段階的に施行し、2009 年 4 月の

の市議会本会議において全会一致で可決、即日

完全実施を目指しています。特定の家電製品販

公布されました。今後、市民や事業者への啓発

売店に対する「省エネラベル」の表示義務など

を進めるとともに、「地球温暖化対策地域推進

は 2009 年の 1 月から実施されます。

計画」を策定し、
「温室効果ガス排出削減計画」

（武田侃蔵）

新清掃センター熱回収施設新築工事始まる
11 月 17 日に安全祈願祭をした新清掃センタ

が始まりますので、トラックの往来に関して、

ー熱回収施設の工事が始まり、敷地の周りは仮

交通事故対策に万全を期すとのことでした。

囲いが設置されました。地元自治会に説明され

（武田侃蔵）

た工程によると、年明けから工事等の土砂排出

理事会・専門委員会からの報告
理事会
第 85 回理事会は 11 月 27 日に開催されました。 ・来年 3 月に任期満了となる埼玉県地球温暖化
主な審議事項は次のとおりです。

防止活動推進員の次期の推薦について審議しま

・川越市より依頼のあった「川越市協働指針検

した。現任者である齋藤眞之助会員と松岡壽賀

討懇話会委員の選出」について審議し、本会と

子会員の継続意志を確認した上で、再推薦する

しては、横山副理事長を推薦することになりま

ことにしました。

した。

（広報担当理事：金子晃）

社会環境部会
第 9 回社会環境部会は、12 月 12 日午後 3 時

シート」では、市内 17 公民館を通じて登録団

より市役所 3A 会議室で例会を行いました。先

体に参加協力をお願いすることになり、1 月

月に続き、アジェンダ 21 の検討会にも出てい

早々に配布することになりました。なお本会会

た宮沢さんが初参加されました。環境問題の解

員には 1 月末にお送りします。

決には一人でも多くの市民の参加が待たれ、本

3 月 16 日（日）に市立博物館視聴覚ホールで

会会員の活動が市民参加のリード役になるこ

開かれる「地球温暖化対策を考える」勉強会の

とが期待されます。

サブテーマが「自然エネルギーとマイクロ発

1）12 月 2 日に実施された「里山保全と吾野宿

電」と決まり、東京電力(株)の船橋会員が講師

エコツアー」の報告があり、山と緑の素晴らし

の折衝をすることが決まりました。

さと手入れの大切さが強調されました。なお、

埼玉県の「地球温暖化防止推進員」に 2 名の

参加者が予定より少なく、バス代等の不足分を

推薦依頼があり、齋藤眞之助さんと松岡壽賀子

社会環境部会の予算から充当することにし、了

さんに引き続き就任をお願いしました。

承を得ました。

3） ごみ減量グループからは、別途報告のよう

2） 地球温暖化対策グループからは、埼玉県主

に「南小畔川」清掃の状況と成果が報告されま

催の「エコライフ DAY2007 埼玉冬期チェック

した。また資源循環推進課との情報交換を近日
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中に行うことが報告されました。

ことを示しています。「路上喫煙をしない市民

4） まち美化グループからは、恒例の 12 月 23

の努力義務」を検証するために、川越駅、本川

日の歳末まち美化行動と、新年の成人式会場で

越駅を除く市内 9 駅周辺の吸いがらカウントへ

の啓発についての協力要請がありました。

の協力をお願いしました。

また、市内の路上喫煙禁止地区でのごみ拾いに

5） 第 6 回かわごえ環境フォーラムの内容の説

おいて、ポイ捨て吸いがらをカウントしたら 7

明があり、部会の活動報告は渡辺、原嶋で担当

00 本以上あると報告されました。これは、条例

いたします。

を無視する人が 600~700 人平気で歩いている

（社会環境部会代表：渡辺利衛）

自然環境部会
11 月 24 日（土）には笠幡、西部自治会との

エリア別に調査を進めました。

休耕田と湧水を活用した水辺のビオトープづく

12 月 14 日（金）には、川越市役所 7B 会議室

りに向けての第 1 回目の話し合いが行われまし

にて 12 月度・自然環境部会が総勢 8 名の参加で

た。参加者は地元が自治会長さんを含めた 3 名

開催されました。
「残された平地林の保全グルー

と自然環境部会からの 5 名で、休耕田を活用し

プ」からは（仮称）川越市森林公園での樹木調

たビオトープ作りのメリットがどこにあり、ど

査の実施報告がありました。
「水辺の自然の保全

うしたらメリットが出てくるのかなどを主体に

と再生グループ」からは西部自治会との休耕田

話し合いました。次回までには、休耕田を活用

と湧水を活用したビオトープづくりに向けての

した事例や排水の浄化対策などの情報収集をす

話し合い結果の報告がありました。また、仙波

ることになりました。

河岸史跡公園の排水路が侵略的外来種ワースト

12 月 3 日（月）には、さわやか会館にて水辺

100 に指定されているホテイアオイに汚染され

のグループ定例打ち合わせ会が 8 名の参加で開

ていることが報告され、川越市に駆除要望書を

催されました。主な討議内容は、かすみ湧水堀

提出することになりました。また、ムサシトミ

の第 3 期、多自然護岸工事のための生き物救出

ヨの三者協定締結の協議を埼玉県に対して年内

活動を 12 月 9 日に実施することが決まりました。 に開催するよう再三催促していましたが、12 月
また、ムサシトミヨの三者協定締結の遅れや、

11 日に川越市経由で、ムサシトミヨの保護と移

川越市に任せた、雨水浸透対策推進に関する質

殖に関しての方針の再確認を行っているので、

問及び要望書の取り扱いが進んでいないことな

もう少し時間が欲しいと連絡が入ったことが報

どの対応策を討議しました。

告されました。自然環境部会としては、本庄市

12 月 9 日（日）には、第 3 期の多自然護岸工

での移殖計画が着々と進んでいることも視野に

事が始まるかすみ湧水堀において、生き物救出

いれながら、埼玉県の出方を待つことにしまし

活動と工事業者との現地打ち合わせを実施しま

た。最後に、仙波河岸史跡公園の自然環境パト

した。また、水路には沈水植物のセキショウモ

ロールと生き物調査の年間計画書は、次回まで

の移植も実施しました。ホタルの里づくりに関

にたたき台を作成して討議することに決まりま

しては、記事をご覧ください。

した。

12 月 11 日（火）には、
（仮称）川越市森林公
園計画地において有志 6 名による樹木調査が行

次回の自然環境部会は 2008 年 1 月 11 日（金）
となります。

われ、今回は樹木中心に、サイズ別、種目別、
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（仮称）環境行動計画「かわごえアジェンダ 21」作成委員会
第 13 回委員会は 11 月 26 日に、第 14 回委員
会は 12 月 10 日行われました。

最後に、今後の本計画の推進体制と進捗管理
の方法について委員長として提案を行うととも

両回とも、かわごえアジェンダ 21 の最終案の
確認を行い、修正事項を確認しました。また、

に、新たな委員会を設立した際の現委員の協力
を依頼して、本委員会は終了となりました。

第 14 回委員会において、9 月 30 日のアースデ

本計画の作成においては、さまざまな形でみ

イ・イン・川越 2007 において試行的に実施した

なさまのご協力をいただきました。まことにあ

チェックシート（市民編）アンケートの性別、

りがとうございました。

年代別の傾向について、吉永委員から説明があ

（アジェンダ作成委員長：小瀬博之）

りました。

第 6 回かわごえ環境フォーラム実行委員会
12 月 10 日に第 4 回委員会が川越市役所で行
われました。

同日午後に実施する川越市と共催の講演会の
名称や、ちらし等での掲載について検討し、扱

2 月 24 日午前に行われる環境活動報告会発表
申込件数について、各部会の報告を含めると、

いが確定したあとにポスター等の作成を行うこ
とにしました。

ほぼ予定していた件数になる見込みとなること

次回は、1 月 10 日（月）9:30-12:00 に実行委

を確認しました。前回のフォーラムで実施した

員会を開催し、それまでにすべての投稿原稿を

こどもエコクラブ発表会については、事務局に

とりまとめて、編集作業にあたることになりま

発表の有無の確認を依頼しました。協賛依頼に

した。投稿されていない方は、この日が最終期

ついては、文書での正式な依頼を行うことにな

限となりますので、
よろしくお願いいたします。

りました。

（小瀬博之）

おしらせ
「第 6 回かわごえ環境フォーラム」
「かわごえアジェンダ 21 記念講演会」を 2 月 24 日（日）
に開催
毎年恒例となっている「第 6 回かわごえ環境

（ほまれ）さん（川越市在住）が「地球温暖化

フォーラム」は、2008 年 2 月 24 日（日）9:30-

と私たちができること」と題した講演を行いま

12:00 にやまぶき会館 B・C 会議室にて行われま

す。また、「かわごえアジェンダ 21」の策定報

す。この行事では、川越市における環境活動の

告と川越市地球温暖化防止条例の制定報告も併

情報交換及び情報共有を目的とした市民・事業

せて行います。

者・民間団体・行政の環境活動報告会が行われ、
16 件の発表が予定されています。

この行事に関しては、会員をはじめ、できる
だけ多くの方々に参加していただきたいと考え

また本年は、同日 13:30-16:00 にやまぶき会館
ホールにて川越市環境行動計画「かわごえアジ

ております。みなさまお誘い合わせの上、ぜひ
ご参加ください。

ェンダ 21」の策定を記念した「かわごえアジェ
ンダ 21 記念講演会」が開催されます。女性の気
象キャスターとして NHK にも出演したことの
ある、気象予報士で環境カウンセラーの飯島希
- 11 -
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1 月の理事会・専門委員会及びイベントの開催予定
●会員全員が対象、◆の理事会・委員会は、特に記載がない限り委員が対象、★は会員内外を対
象にした公開イベントです。イベントの詳細は個別の記事を参照ください。
●社会環境部会（2008 年 1 月度）

◆広報委員会（2008 年 1 月度）

日時：1 月 9 日（水）15:00-17:00

日時：1 月 17 日（木）11:00-12:00

場所：川越市役所 7G 会議室

場所：川越市役所 5 階

原則として毎月第 2 水曜日 15:00-17:00 に定例
会を開催しています。次々回は 2 月 13 日です。

エレベータ前フリースペース
◆企画委員会（第 9 回）

◆第 6 回かわごえ環境フォーラム実行委員会

日時：1 月 28 日（月）16:30-17:30

（第 5 回）

場所：川越市役所地階修養室
◆理事会（第 87 回）

日時：1 月 10 日（木）9:30-12:00
場所：川越市役所 3A 会議室

日時：1 月 28 日（月）18:00-20:00

●自然環境部会（2008 年 1 月度）

場所：川越市役所 7G 会議室

日時：1 月 11 日（金）15:00-17:00

★第 6 回かわごえ環境フォーラム・かわごえア

場所：川越市役所 7G 会議室

ジェンダ 21 記念講演会

原則として毎月第 2 金曜日 15:00-17:00 に定例

日時：2 月 24 日（日）9:30-16:00

会を開催しています。次々回は 2 月 8 日です。

場所：やまぶき会館

会員・関係団体の主催行事・募集等
●(財)埼玉県生態系保護協会

くなった冒険の森で、冬の小鳥を探します。

川越・坂戸・鶴ヶ島支部

以上の問い合わせ先：笠原啓一

☞伊佐沼でバードウオッチング

Tel.049-222-0957

時間：10:00 集合-12:00（小雨決行）

●特定非営利活動法人

集合：伊佐沼の西側にある東後楽会館入口

武蔵丘陵森林公園の自然を考える会

近くの蓮見橋

☞森林公園自然観察会

持ち物：筆記用具、あれば双眼鏡

時間：10:20 集合、10:30-15:00

参加費：300 円、高校生以下 100 円

場所：国営武蔵丘陵森林公園 南口集合

（保険料・資料代として）

参加費：200 円、他に入園料が必要

◆1 月 13 日（日）

◆1 月 6 日（日）（公園との共催）

パンダそっくりのカモ、ミコアイサの雄を

今回は、国営武蔵丘陵森林公園西口に 10:1

ご存知ですか？毎年 1 月に観察されていま

5 頃までに集合、15:00 過ぎに解散。参加費

す。会いに来てください。寒い中、カモ達

無料。ただし入園料は必要。昼食持参。東

には恋の始まりです。雌を求めて愛のダン

武東上線森林公園駅より立正大学行きバス

スが見られます。

にて西口下車（駅前発、10:00）。

◆2 月 10 日（日）

講師に日本野鳥の会本部から安西英明さ

沼のカモ達は此処でペアになり、北の国に

んをお招きしました。安西さんの楽しい解

帰り繁殖します。羽をきれいに着飾ったカ

説で、
野鳥や冬越しの虫などを観察します。

モを観察します。葉を落として見つけやす

山田大沼ではカモ類の観察をします。
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◆2 月 3 日（日）・14 日（木）

問い合わせ先：川越環境保全連絡協議会事務局

2 月は、雑木林に飛び交う野鳥や冬越の昆

（川越商工会議所内）

虫を観察します。そろそろ梅も咲き始める

Tel.049-229-1840

頃でしょうか。

●東洋大学（小瀬研究室）

以上の問い合わせ先：谷津弘子

☞図形処理演習まちなか発表会

Tel./Fax.049-224-9118

◆1 月 22 日（火）13:10-18:30（終了予定）

●クリーン&ハートフル川越

内容：環境建設学科 2 年生 31 チームによる

☞「やめましょう！歩きタバコ・ポイ捨て・

演習課題『アメニティタウン川越をめざし

放置自転車」のゼッケンをつけて、まち美

た街の現状把握と将来の街のデザイン提

化啓発運動

案』の成果発表

1. 第 1 火曜日・第 2 木曜日・第 4 土曜日

場所：川越プリンスホテル 5 階 ティーロ

の 13:30-15:00

ーズ（川越市新富町 1-22，本川越駅上）

◆1 月 8 日（火）・26 日（土）

＊聴講自由。発表題目は 1 月 20 日までに下

◆2 月 5 日（火）・14 日（木）・23 日（土）

記 URL にて公表予定

場所：川越駅東口アトレ横歩道橋下集合。

http://team-6.eng.toyo.ac.jp/drawing-ex2007/

市役所等までまち美化活動。

☞日本建築学会 第 30 回水環境シンポジウ

◆1 月 10 日（木）は臨時に 13 時より 14 時

ム「雨を活かす建築づくりー規格化に向け

まで。アトレ前より駅周辺と西口を主に、

て」

勤労者福祉センターまでを実施。

◆2 月 9 日（土）13:00-17:00

2. 第 3 日曜日・9:30-11:00

場所：建築会館会議室（東京都港区芝 5-26

◆1 月 20 日（日）・2 月 17 日（日）

-20，JR 田町駅・都営三田駅徒歩 3 分）

場所：本川越駅交番横集合。数コースに分

参加費：会員外 1,000 円・学生 500 円など

かれて中央公民館までまち美化活動。

http://www.aij.or.jp/aijhomej.htm

3. 成人式会場の歩行喫煙とポイ捨ての注

問い合わせ先：小瀬博之

意とあわせて、会場周辺の清掃活動

E-mail: hkose@eng.toyo.ac.jp

◆1 月 14 日（祝）

☞第 11 回工業技術研究所講演会
◆2 月 21 日（木）13:30-16:40

10:00 川越運動公園入口橋の横に集合
以上の問い合わせ先：武田侃蔵

内容：「職場のメンタルヘルス」
（喜岡恵子

Tel.049-222-0786

氏）と「市民・事業者・行政・大学の協働

●川越環境保全連絡協議会

でよくする地域の環境~環境マップづくり

☞新春講演会

の実践から~」（小瀬博之准教授）。

◆1 月 10 日（木）14:00-17:00

場所：東洋大学川越キャンパス（川越市鯨

内容：「川越の文化財保存と自然環境」（川

井 2100，鶴ヶ島駅東口徒歩 10 分）

越市文化財保護審議会会長

小泉功氏）と

＊詳細は下記 URL に掲載されます

「地球温暖化の現状と影響及び課題」
（川越

http://www.eng.toyo.ac.jp/~kougiken/

市環境政策課主査

箕輪信一郎氏）

問い合わせ先：工業技術研究所事務室

場所：川越福祉センター（川越市新宿町 1-

Tel.049-239-1322

17-7，川越駅西口より徒歩 5 分）
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広報委員会からのおしらせ
●川越ケーブルテレビ「われら環境ネット」

ホームページ（http://kawagoekankyo.net/）に蓄

放映が 3 月まで延長され、1 月は川越環境保

積されています。ぜひご活用ください。「月刊

全連絡協議会の各種活動が紹介されます。放映

かわごえ環境ネット」もカラーで入手できます。

は 1 月 29 日（土）から 25 日（金）までの 1 週

RSS 配信とケータイ用ページも用意していま

間「KOEDO ちゃんねる」で 1 日 5 回（7:40, 1

す。詳しくはホームページをご覧ください。

1:40, 16:40, 18:10, 22:10）放映されます。

［RSS］ http://kawagoekankyo.net/index.rdf

●会員及び関連団体等の活動報告の投稿や行

［ケータイ用］

http://i.kawagoekankyo.net/

事・募集に関する情報を随時募集
本会会員の活動報告を 400 字程度で、写真も
掲載可能です。また、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掲載

●かわごえ環境ネット入会のご案内

を受け付けます。2008 年 2 月号（No.016，1 月

1 月から入会される方は、3 月までの会費が無

25 日ごろ発行予定）の掲載原稿締切は、1 月 1

料になります。ぜひこの機会に入会してくださ

1 日（金）事務局必着となります。よろしくお

い。入会についての詳細及び問い合わせは、本

願いいたします。

誌末尾に書いてあるかわごえ環境ネット事務局

●かわごえ環境ネットホームページのご案内

（川越市環境政策課）まで、または、かわごえ

かわごえ環境ネットの最新情報から過去の情

環境ネットホームページをご覧ください。

報まで、さまざまな情報がかわごえ環境ネット

編集後記・コラム
●吾野エコツアーに参加して

が結局は人間問題に連動しているのと同じであ

12 月 2 日の吾野エコツアーに参加し、美しい

ろうと思われます。
（KT）

森造りに手間がかかることを痛感しました。10

●「不都合な真実」の不入りの真実

00 本の良い木を育てるためには、
3000 本をまず

京都議定書だ、COP13 だと、地球温暖化の危機

植えて、10 年後に 1000 本を間引き、さらに 10

を訴えるニュースが続いています。11 月末にス

年後に 1000 本を除くとのことでした。3 分の 1

カラ座で、ゴアさんの警世の映画「不都合な真

しか残れない厳しい世界です。野生動物の世界

実」が上映されましたが、結果は散々のようで

も優勝劣敗の冷酷な掟が支配しております。

した。私が入った時は 10 人、ある人の時はたっ

翻って我々の社会を見るときに「命の大切さ」

たの 3 人だったそうです。環境推進員協議会で

を貫くにはお互いに大変な努力を重ねなければ

借り切った 2 日間も、予定の半分にも達しなか

なりません。落ちこぼれを救い、不心得者を凶

ったようです。分かっちゃいるけど出かけるま

行に走らせない周囲の暖かい思いやりが待たれ

では足が向かない市民をどうエコライフに顔を

ます。監視システムがいかに完備してもこれだ

向けさせるか、前途多難のようです。（KT）

けでは解決はできなでしょう。環境問題の解決
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