
 

- 1 - 

 
2014年 10月 2日発行 

編集・発行：かわごえ環境ネット 

目次 
川越の自然を訪ねて（25）雑木林に生息するセミは－いつまで耐えるのか土の中－ ··· 2 

私のエコ暮らし（2）緑のカーテン活動 ··································· 3 

かわごえ環境ネットの活動報告（2題） ······························· 4-5 

会員・流域団体の報告（6題） ··········································· 5-9 

川越市からのおしらせ（1題） ·············································· 9 

専門委員会からの報告（5題） ········································ 10-12 

おしらせ ····································································· 12-19 

イベントカレンダー ·························································· 20

【巻頭言】環境政策課を紹介します

 
こどもエコクラブの活動 

 
 

住宅用太陽光発電システム補助実績 
 

 
屋上緑化 

 

	 このたび理事に就任いたしました川越市環境政策課長の箕輪と申します。環

境政策課は、かわごえ環境ネットの事務局を担当しておりますので、市の組織

としては会員のみなさんから最も身近な存在ではないでしょうか。そこで、せ

っかくの機会ですので、環境政策課の担当する事務を紹介させていただきます。 

	 環境政策課は、市役所本庁舎の 5階、エレベータを降りてすぐの南側にあり

ます。現在は耐震改修工事のため昼間でも外光がほとんど入らず夜間のような

状態です。職員は、私を含めて 14名。環境推進担当、地球温暖化対策担当、

みどりの担当という 3つの担当で構成されています。 

	 環境推進担当は、かわごえ環境ネットの事務局をはじめ、市民環境調査、か

わごえエコツアーなどの環境基本計画推進事業、環境月間ポスターコンクール、

星空観察の集い、こどもエコクラブなどの環境学習推進事業などを担当してい

ます。次に、地球温暖化対策担当は、エコ・カジュアルマンスなどの省エネ推

進、家庭での消費電力を測る機器を貸し出すエコチャレンジファミリー認定事

業、エコドライブの普及、市役所の環境マネジメントの推進、住宅用太陽光発

電システム及び太陽熱利用機器設置への補助事業などを担当しています。最後

に、みどりの担当は、市民の森、保存樹木・樹林の指定事業、くぬぎ山自然再

生事業、鳥獣保護、苗木の配布、花いっぱい運動、緑の募金、生け垣設置・屋

上緑化・壁面緑化への補助事業などを担当しています。 

	 今後は、平成 28年度を初年度とする「（仮称）第三次川越市環境基本計画及

び川越市緑の基本計画改訂版」の策定に向けて全力を挙げて取り組みますので、

会員のみなさまのご指導・ご協力をよろしくお願いいたします。 

かわごえ環境ネット理事	 箕輪信一郎 
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川越の自然を訪ねて（25）雑木林に生息するセミは－いつまで耐えるのか土の中－
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5年間のセミの変化 
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セミの抜けがら調べ 2014 

 
林の中で抜けがら採取

	 全国に生息しているセミ（カメムシ目セミ科）

は約 32種類ですが、川越市内（今福）で見られ

る種類は 7種類です。ハルゼミは 20年程前には

アカマツ林で鳴き声が聞かれたのですが、アカ

マツの減少でその後は聞けなくなっています。

関西に生息しているクマゼミは夏にまれに聞く

ことができますが、川越では定着していないよ

うです。 

	 2010 年から落ち葉を循環型農業に使う目的

の雑木林で下草刈り、枯れ木の処理と「くずは

き」を行っている 1 万 m2で約 800 本の樹木が

ある林でセミの抜けがらを全量集める調査を続

けています。調査期間は 7月中旬から 9月の中

旬まで、林の中のセミは 4種類でその増減は図

のとおりです。5 年間のセミの平均出現数は年

間約 640匹です。 

	 セミは地中にいる期間が異なるので出現数は

年度によって異なります。雑木林の手入れは毎

年同じに行っていますので、林の基本的な環境

に大きな変化がないと思われます。 

	 ニイニイゼミは 2010年から増加して 12年以

降安定して発生しています。ヒグラシは暗い場

所がその生息地となっていますが、林に植えら

れたヒノキの境界周辺で暗い環境があるのでそ

の周辺に分布しています。アブラゼミは都市的

環境に適応しています。この林でも 200匹ほど

生息していますが、2013年は大量に発生して通

常の 2倍となりました。これはセミの発生周期

なのかはこれからの観察が必要です。最後にツ

クツクボウシは 1年ごとに増減を繰り返してお

り、このセミの発生周期は 2年であると考えら

れます。 

	 セミの種類ごとの発生ピークは、ニイニイゼ

ミは 7月 20日ころ、ヒグラシとアブラゼミは 8

月 13日ころで、ツクツクボウシが遅くて 8月 2

7 日ころとなります（ミンミンゼミは屋敷林で

発生して林には飛んできますが、林では抜けが

らは見当たりません）。 

	 セミと環境との関係は、ここの林は乾燥した

台地ですが、安定した自然環境を維持しており、

隣地境界に常緑針葉樹が植えられ、コナラを優

先種とした雑木林の多様性で、これだけの種類

のセミの発生と生育を保障しています。 

	 なお、ミンミンゼミは幼虫が乾燥に強く大き

な木が必要なので、農家の屋敷林で生息してお

り、梅雨を経過して幾分湿潤になっている林に

はアブラゼミが優先しているので進出は難しい

のでしょう。 

	 また、毎年安定的に発生するヒグラシやニイ

ニイゼミは自然環境が豊かな樹林地に生息する

セミなので、ここの雑木林は安定してセミが発

生する環境になっていることがわかります。 

（自然環境部会	 過	 昌司） 
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私のエコ暮らし（2）緑のカーテン活動

 
パッションフルーツは西側の窓に 

 
アピオスの緑のカーテン 

 
アピオスの花 

	 前半、猛烈に暑かったかと思えば後半は雨と

肌寒い日も続き、四国、九州、広島と雨の被害

で多くの犠牲者が出る痛ましい夏が過ぎ去りま

した。 

地球温暖化が進み危機的になっていることを

実感するできごとだったのではないでしょうか。

前半は緑のカーテンが役立ちましたが、後半は

影が薄く感じる夏でした。 

	 今年は、緑のカーテン 2種類で挑戦してみま

した。パッションフルーツとアピオスです。 

	 パッションフルーツでの挑戦は今年で 3年目

になります。普及活動として昨年は環境啓発展

が 6月でしたので苗の無料配布を行うことがで

きましたが、今年はエコプロダクツ川越の開催

が 7月 19日に変更になったので、緑のカーテン

用としては遅すぎるため、試しに鉢の観賞用と

して販売してみました。40鉢近くさばくことが

できました。 

	 残り 60鉢は、自宅前で写真、無料配布の張り

紙と苗を置いたところ 4日で全部なくなりまし

た。今後、かわごえ環境ネットのイベントでは、

タイミングの合う月がありませんので、配布の

開拓をしなくてはならないようです。 

	 昨年から取り組んでいるのがアピオスでの緑

のカーテンです。アピオスはアサガオのように

こぼれ日が入る緑のカーテンには最適です。背

丈も 3～4mは伸びますし、花の咲く期間が長く、

葉が枯れるのも緑のカーテンが必要なくなるま

で持ちます。花はだるま藤のような綺麗な花で

天ぷらにして食せます。 

	 特記したいのは一つのつるに、小さい芋です

が 40個前後つきます。栄養価が高く、味はサト

イモとジャガイモを足したような味でおいしい

です。テレビで取り上げられ注目されました。 

欠点もあり、畑などに植えると生命力が旺盛で

畑を占領する勢いです。 

	 パッションフルーツも同様ですが、緑のカー

テン用にはプランターを利用するのがベターで

す。プランターに植えて、窓の場合は窓の近く

に網を張り、はわせて利用する。プランターで

移動できるように工夫すると、窓際やクーラー

の室外機の前などに置いて、見た目と温度上昇

を防ぎ、クーラーの効率を上げるなどに利用で

きます。 

	 緑のカーテン運動はごみ拾いと同じく努力と

忍耐の必要性を感じています。気長に信念を貫

く思いでこれからも挑戦していきたいと思って

います。 

	 来年はアピオスの種芋の配布 100個、パッシ

ョンフルーツの苗 100鉢を目標にしたいと思っ

ています。 

	 パッションフルーツは今年も数人の問い合せ

がありました。これも過去 2年間、かわごえ環

境ネット、エコプロダクツで配布した結果だと

思います。 

	 来年の配布方法はこれからじっくり考えると

して、アピオスは今すくすくと育っていて種芋

は確保できます。パッションフルーツの苗作り

は 9月が最適なのでこれから取り組みます。 

（9月 7日寄稿、井口吉三郎） 
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かわごえ環境ネットの活動報告

環境施設めぐり（バスツアー）筑波宇宙センターとアサヒビール茨城工場 社会環境部会

 
H-IIロケットの前で 

 
「こうのとり」の前で 

 
アサヒビール茨城工場 

	 9月 6日（土）、茨城県つくば市の筑波宇宙セ

ンターと守谷市のアサヒビール茨城工場を環境

学習の一環で視察してきました。参加者は 46

名（小学生以下 4名）でした。 

1.筑波宇宙センター 

	 1972 年筑波研究学園都市の一画に日本の宇

宙開発の中枢センターとして開設され、宇宙開

発の最先端分野の研究・開発・試験などを行っ

ている。まずは、ロケット広場の H-IIロケット

の前で集合写真を撮影（写真 1）。見学は、ビデ

オ視聴～音響体験～スペースドーム見学の「ロ

ケットコース」で約 1時間のツアーでした。 

（1）ビデオ視聴：筑波宇宙センターや JAXA

の活動を紹介 

（2）音響体験：種子島宇宙センターでの H-II

Aロケット打上げ時の大音響体験（3km離れた

場所で撮影しているため打上げ約 9秒遅れにロ

ケット噴射音が聞こえた） 

（3）スペースドーム 

①ドリームポート：青い地球と人工衛星の模型、

②国際宇宙ステーションの日本実験棟（きぼう）

の実物大モデルと実験設備および宇宙ステーシ

ョン補給機（HTV）の試験モデルなど（写真 2） 

（4）JAXAの研究・開発・試験 

①HTV（こうのとり）：おりひめ・ひこぼしの

ランデブ・ドッキング実験を経て、H-IIB ロケ

ットで打上げられ初ドッキングに成功し、実験

装置や宇宙飛行士の食糧などの輸送を担ってい

る。この日本独自のドッキング技術をアメリカ

の会社に販売。 

②宇宙太陽光利用：静止軌道上で太陽光を集め

てエネルギーを生み出し、それをマイクロ波や

レーザー光に変換して地上に送り電力や水素の

形で利用する技術を研究中 

③宇宙ごみ対策：地球軌道には数千万個の宇宙

ごみが最大 8km/秒の超高速で漂流しているた

め、人工衛星の破損・故障など、問題となって

いる。そこで、宇宙ごみを網やアームなどで捕

獲して大気圏に再突入させ焼失させるなど色々

な方法を研究中 

	 JAXA の活動を垣間見たが、夢のような研究

が具現化する姿を見たいものだ。 

2.アサヒビール茨城工場 

	 茨城工場では関東地方に出荷するビールを製

造している（写真 3）。まず、オリエンテーショ

ンシアターの大型スクリーンでアサヒビールの

取組を視聴し、休止中ではあったが工場を見学

した。 

①原料展示：二条大麦やホップの実物に触れ味

見も、ホップは苦かった、②仕込工程～瓶詰め

ライン：ガラス越し見学とビデオ視聴、③試飲

場：地上 60mのアイムタワーでは、ビールの試

飲を横目にソフトドリンクを飲みながら、ガイ

ド嬢からおいしいビールの注ぎ方などを学習し

て見学終了。 

	 アサヒビールでは、積極的に環境保全活動に

取り組んでおり、工場内で発生する副産物・廃

棄物の再資源化などを実施していた。 

	 我家でも今まで以上にごみ類の減量化・再資

源化を実施したい。     （高橋啓二）
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福原中学校家庭教育学級「防災カフェ」

 
野原氏の話を聞く参加者 

	 9月 10日（水）福原中学校の家庭教育学級で

飯島理事と横山が「防災カフェ」を行いました。

昨年に引き続いて「パート 2」の開催ですが、

初参加の方達ばかり 29名です。 

	 川越市総務部防災危機管理課の野原氏による

「川越市が市民に期待する防災対策」を聞いた

後ワールドカフェ形式で話し合いました。今回

は校長先生、教頭先生、地区の自治会長さんと

民生委員 4名の参加があり、立場や視点の違う

意見があり有意義な話し合いとなりました。 

	 特に校長先生からは、7 月初めに学校の配電

盤に雷が落ちて、トイレが使用不可になり、半

ドンになった事例（ポンプアップができなかっ

た）から、具体的に問題提起がありました。「も

しもの時の心構え」で水問題は重要です。在校

生数に比例した水量調整が行われているのでタ

ンク内には 1日分しかなかったのです。「電気が

使えなければトイレが使えない。」？？？ですが、

これが現実です。電気、水道、ガス等のライフ

ラインは「使えて当たり前」から脱却して考え

る必要があります。 

	 当日の配付資料は「川越市地震ハザードマッ

プ」と「地震時の行動マニュアル」「家庭の防災

点検シート」の 3種類でした。福原は、洪水に

関してはそれほど心配がないのでこの 3種類で

したが、川越市全体を考えた場合には「洪水ハ

ザードマップ」も手元にあった方がよいかも。 

	 話し合いの最後、一般的な防災用品以外にお

勧めの品を上げてもらったところ。「ラップ・マ

ヨネーズ・缶詰（オイル漬けの物）テレフォン

カード・下着・液体歯磨き・ドライシャンプー」

などが挙げられました。 

	 災害時に映像で映し出されるのは「公助」の

部分なので、何かあったら助けてもらえると思

っている方が多い中、教頭先生からは「中学生

は助ける側です。」の言葉を深く心に刻んだ家庭

教育学級でした。環境に配慮した「自助・共助」

地域コミュニティーで考えていきたい課題です。

「防災カフェ」とかわごえ環境ネットの活動

が？と思われるでしょうが、災害は最大の環境

破壊なので日頃から暮らしを考えてほしいと思

って協力しています。    （横山三枝子） 

会員・地域団体の報告

都留市の小水力発電見学会 西埼玉温暖化対策ネットワーク（西温ネット）

 
元気くん 1号・出力 20KW  

元気くん 2号・出力 19KW
 

元気くん 3号・出力 7.3KW

	 太陽光や風力などの自然エネルギーの活用は

緊急の課題であります。身近な水のエネルギー

利用も、昔は水車や水力発電と活躍しましたが、

今は少し影が薄くなっています。小水力発電で
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まちおこしを進めている山梨県の都留市の見学

会を8月30日に西埼玉温暖化対策ネットワーク

の企画で行いました。 

	 山梨県の都留市は、富士山から流れる桂川を

1639 年に谷村藩主秋元泰朝が市内を流れるよ

うに開削し家中川と名付け、城の堀用水、織物

産業などに利用しました。水車で精米・製粉な

どの産業が発展しました。この二代後の秋元喬

知が 1709年に川越藩主となり、養蚕や織物を広

め、赤間川の水車も作ったのではと推測されま

す。秋元家は四代川越藩主でした。 

	 この奇縁を生かして川越でも小水力発電の可

能性はと市自慢の「元気くん」を見学しました。 

しかし、市内を流れる家中川は、幅は 2メー

トル足らずの用水堀ですが、豊富な水量と勢い

よく流れる水エネルギーに驚きました。モデル

の 3基だけでなく、もっとできないのかと思い

ましたが、場所や大雨時の安全対策と、簡単に

は設置できない状況でした。ガイドの説明は機

種の内容や建設経過などで、もっとモデルが増

えない理由については答えてくれませんでした。 

	 川越市では、昔の赤間川では水車小屋が 20

軒もあり、高沢橋際では水泳もできたほどの水

量がありました。今は、狭山市からの赤間川用

水からの農業用水のあまり水で昔の豊な水量は

想像もできません。まず、雨水の地下浸透で根

気よく湧水の復活を図らねばと痛感しました。 

	 午後は、近くのリニア新幹線の実験場にまわ

り、時速 500kmの試験走行を見ました。夏休み

の終わりで子供らへのサービスか、1 時間足ら

ずに 3回も走り抜けるのを見ることができまし

た。しかし大量の電力消費と小水力発電のギャ

ップに戸惑うばかりで、帰りの車中でも省エネ

の難しさが話題になりました。 （武田侃蔵） 

「新河岸川いい川づくり勉強会」9月 20日（土）第 1回開催

 
各方面からの参加者で意見交換 

	 埼玉県南部で流域面積内の人口が多い新河岸

川は、川越市野田町に「一級河川新河岸川起点」

の石碑がありますが、「いい川づくりの市民運

動」は、不老川、柳瀬川、黒目川、落合川、越

戸川などの支流で活発に行われています。子供

らを巻き込んだ「川まつり」が毎年開かれてい

ます。川越市内では、7 年前に濯紫公園で 8 月

末に開く予定でしたが台風襲来で中止された後、

一度も開かれていません。 

9月 15日には、埼玉県主催のもと「黒目川で

大発見！」のテーマで、広く市民を巻き込んだ

イベントが開かれました。「多自然川づくり」の

成功例として土木学会の表彰を受けた朝霞市内

の黒目川ですが、行政と市民とのたび重なる話

し合いのもとに改修が行われました。投網体験

やカヤック乗り、黒目川でとれたアユの塩焼き

など、川の恵みを体験するイベントでした。 

	 このような「いい川づくり」の他市の例を参

考に、「新河岸川の源流の再発見」の勉強会を 9

月 20 日、北公民館で 9:30 から 15:00 まで、新

河岸川いい川づくり勉強会主催、西埼玉温暖化

対策ネットワーク、新河岸川広域景観づくり連

絡会共催、かわごえ環境ネット後援で意見交換

を行いました。川越県土事務所からも参加し、

一般市民も加わり活発な発言がありました。 

	 上流の旧赤間川部分の清流の回復、昔の水車

小屋の水力エネルギー利用への工夫、菓子屋横

丁から回遊できる魅力の創出、氷川神社裏の堰

止めの部分は必要か、五十鈴川並みの清流復活

へ堰の撤去がどうかなどの意見も出ました。ま
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た、杉下橋下流の昔の葦原の部分は、逆の発想

で水草による水質浄化のモデル地帯にしてはど

うかとの意見も出ました。杉下橋、琵琶橋、貝

塚橋、弁天橋と、伝説と川越の歴史に因んだ標

識の設置、その先の桜並木と仙波河岸史蹟公園

までの舟の運航など、新河岸川の魅力発掘に市

民の知恵を集めることでまとまり、今後、何回

も勉強会を開くことで散会しました。 

（武田侃蔵）

新河岸川流域川づくり連絡会

	 9月 16日清瀬市の野塩市民センターで第 2回

目の連絡会が開催されました。内容は①川でつ

ながる発表会を 12月 14日（日）に所沢市立所

沢小学校で開催する、②勉強会は水循環基本法、

雨水利用の推進法、③新河岸川流域水循環マス

タープランの作成についてでした。 

①川でつながる発表会の内容は、現地見学会、

発表会、交流会、発表会、そして最後にまとめ

の交流会を行う。盛りだくさんなのでスケジュ

ールを見直す。 

②水循環基本法が 2014年（平成 26年）7月 1 

日から施行。基本理念、自治体の責務等を決め、

内閣府に政策本部をつくって基本計画を定める。

水循環を広い視野から考え、一元的な管理とし

てこれまでの縦割りを改めるなどの積極的な役

割も期待される。 

③新河岸川流域水循環マスタープランについて、

柳瀬川の経験をもとに 2年後の計画作成に向け

て協議する。そのために住民団体の参加で懇談

会を実施する、との提案に、住民団体から真剣

な討議を求める意見がでる。 

	 国の法律が変更されて、住民団体の参加と提

言や行動が求められる時代になってきたことが

痛感されました。       （過昌司） 

かわごえ里山イニシアチブからの各地区の活動報告 
吉田地区（みなみかぜいきいき田んぼの会）

 
助っ人の筑波大学院生 

 
着々と進む稲刈り 

 
稲刈りが終わり記念撮影 

 
特別養護老人ホームのフェンスにはざかけ 

 
足ふみ脱穀と唐箕による作業風景 

 
「チヨダ式脱穀機」がいまだに現役 

	 9月 13日絶好の秋晴れの下、吉田地区みなみ

かぜいきいき田んぼの会（正式名称：川越生物

多様性有機農法による地域づくりをする会）で

は、60人近い参加者を得て稲刈りとはざかけを

行いました。 

	 完全無農薬、無化学肥料の有機による稲作は

今年で 6年目になります。 

	 今回は、ボランティア募集のホームページを
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見て、筑波大学大学院や東京国際大学の学生さ

んが大勢参加してくれて大きな助けとなりまし

た。晴天も相まって子供からお年寄りまで楽し

い稲刈りとなりました。 

	 稲刈りの後、特別養護老人ホームみなみかぜ

の周りのフェンスに、はざかけを行い施設の利

用者さんに稲の香りを楽しんでもらいました。 

9月 20日には、はざかけで乾燥させた稲の脱

穀を行いました。 

	 脱穀は、近隣農家から譲り受けたアンティー

クな足ふみ脱穀と唐箕（とうみ）で行いました。

収穫量はまだ正確ではありませんが白米換算で

700kg近くあり大収穫でした。 

（増田純一）

笠幡地区（笠幡水田再生プロジェクト「東洋大学環境コミュニケーションゼミ＋川越市農政課」）

 
稲束づくりに苦戦した稲刈り 

 
近隣の稲架（はざ）に稲束をかける 

 
はざかけ終了後の様子 

 
近隣の野外でコンバインを使って脱穀 

 
精米機で籾を玄米に精米 

 
460kg（7.5俵あまり）収穫できました 

	 9月 21日（日）に笠幡水田再生プロジェクト

「稲刈り」（手刈り＋はざかけ編）を 9:00 から

14:30ごろに実施しました。東洋大学から 7名、

川越市役所から 4名、市民有志 2名の計 13名で

の実施でした。 

	 最終的には、約 1反（1000m2）の約 3割しか

稲刈りできませんでした。はざがけのために稲

を縛る作業に時間を取られたのと、昨年よりも

面積が 2倍近くになったのが要因です。なお、

はざは、近隣の使用後のものをそのまま使わせ

ていただいたので、相当に手間が省けました。 

	 残りの稲は、9月 24日（水）に川越市から地

元の農家に依頼していただき、コンバインで稲

刈りをしました。 

	 9月 27日（土）にはざかけの取り込み・脱穀

と機械乾燥されたコンバインで刈った米とはざ

かけ米の玄米精米を、私と川越市職員など 7名

と農家の方の協力で行いました。玄米の収量は

460kg（機械乾燥 270kg、はざかけ 190kg）にな

りました。昨年が 186kg でしたので、約 2.5 倍

の収量になりました。これは、面積が 2倍近く

になったこともあるのですが、面積あたりの収

量もおよそ 1.4 倍となったので豊作でした。昨

年は水が抜けてしまい枯れてしまった場所があ

りましたが、今年はほとんどなく、イヌビエに

悩まされましたが、大きな支障がなかったため

と考えられます。なお、それぞれの米は別々に

精米したので、はざかけ米と機械乾燥米の食味

の比較ができます。 

	 できたお米は、3地区共同で 10月 5日（日）

10:00-15:00に開催される「2014アースデイ・イ

ン・川越 立門前」熊野神社会場で有料頒布しま

す。笠幡地区では、はざかけ米を 30kg（2kg×1

5袋）用意します。 
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	 また、11月 2・3日 10:00-18:00に開催される

東洋大学川越キャンパス学園祭「第 5回こもれ

び祭」でも有料頒布します。こちらは昨年に続

き「焼きおにぎり」もやります。香ばしいおに

ぎりをご賞味ください。    （小瀬博之）

森林施業（9月 20日）報告 こもれびの森・里山支援隊

 
下刈鎌の使用方法の指導 

 
施業前の様子 

 
施業後の同所の様子 

	 長年手入れのなされてない東洋大学川越キャ

ンパスの「こもれびの森」の下刈りを行ってい

るこもれびの森・里山支援隊。 

	 公開の森林施業が 9月 20日（日）9:45〜15:0

0 に行われました。新西門入口付近の北側を初

めて下刈りしましたが、思ったよりも斜面とな

っていて、とても新鮮な風景となりました。下

刈りを行った樹木は、ヒサカキ、イヌツゲが多

く、シラカシは、これまで下刈りを行ったとこ

ろほどは多くありませんでした。 

	 今回は、下刈りの様子をタイプラプス動画に

まとめ、Facebookでおしらせしました（友達限

定）。今後は長期的な植生の回復などを記録でき

る方法も考えていきたいところです。 

	 今後の森林施業の予定は、10月 25日、11月

22日、12月 13日、1月 10日で、いずれも土曜

日 9:45〜12:00、13:00〜15:30 となっています。

初心者の方の方はていねいに指導しますし、相

当の経験者でも熟練の指導者にぜひ指導を受け

て、安全、確実は方法を身につけていただけれ

ばと思います。ぜひご参加ください。 

（小瀬博之）

川越市からのおしらせ

古谷湿地さかな観察会 環境政策課

	 11月 1日（土）午前 9時 30分～午後 3時、

江遠島緑地（古谷上）内の麦生川において、ペ

ットボトルのわなを仕掛け、捕まえた魚を観察

します。（小学校 4～6年生の親子 15組を対象、

参加費無料） 

	 申込みは、10月 1日（水）9時から電話（環

境政策課 224-5866）にて受け付けています（※

先着順）。 

	 当日は、野外活動が行える服装（長袖、長ズ

ボンなど）、持ち物は空のペットボトル（2リッ

トル）2 個程度、カッター、ビニール袋、飲み

物、昼食、タオル、長靴をご持参の上ご来場く

ださい。なお、前日までもしくは当日が雨天等

の荒天の場合は、川の増水等が考えられますの

で中止とさせていただきます。 

 

 

◆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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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。 初に事業運営委員会の報

告で、かわごえ環境フォーラム、川越まつり美

化、高齢者社会の拠点「ぷらっとほーむ」事業

の報告がありました。 

	 部会の活動報告と活動計画について検討しま

した。 

・活動報告 

	 9 月 6 日（土）環境施設巡りの結果は、予定

通りに進められ、たいへん好評でした。 

・今後の活動 

① 10月 5日（日）アースデイ・イン・川越に

ついて、実行委員長の武田から報告があり。前

日、当日の担当を決めました。 

② 11月 6日（木）狭山丘陵見学バスツアーの

説明がありました。 

③ 11 月 15 日（土）北公民館かんきょう祭り

講演会（講師：女子栄養大学）、バザー、有機野

菜販売、コーヒー、演奏、演技などの報告があ

りました。 

④ 11 月 29 日（土）環境講演会の内容説明が

ありました。会場「やまぶき会館」C会議室 

⑤ 12 月 13 日（土）エコドライブ教習会実施

の報告がありました。 

・その他 

	 緑のカーテンを広く市民に実施していただく

ための活動を市環境政策課の担当と打ち合わせ

ることにしました。 

	 次回 10 月の議事進行役は井口さんが行うこ

とを確認しました。 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：渡辺利衛）

自然環境部会

	 9月定例会は 9/12（金）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 

・「（仮称）川越市森林公園」計画地	 植物調査・

保全活動 9/8（月）は 14名参加、新たに手入れ

作業するエリアのアセスメント。キノコの調査。 

・池辺公園 9/2（火）は 6名が参加 

・なぐわし公園ビオトープ池へのショウブ移植

活動は 8/11（月）に 9名が参加、かすみ湧水掘

で増えすぎたショウブを移植 

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、今後の展望などについて 10/10

に環境政策課長と話し合いを持つことになった。 

③ 秋のチョウ観察会を 10/2（木）に実施。 

④ 環境基本計画についても今後話し合ってい

きたい。 

⑤ 近の生き物事情に関して意見交換。「リュ

ウキュウムラサキ（チョウ）が水上公園で観察

された。台風による迷蝶か人為的放蝶か何とも

いえない」  （自然環境部会代表	 賀登環） 

事業運営委員会

8月 28日（第 3回） 

	 第 3 回事業運営委員会を 8 月 28 日（木）13:

00-15:00 に福田ビル 3Ｆ会議室において開催し

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前回記録を確認しました。 

②年間行事計画：主担当者	 後述 

③第 16回アースデイ・イン・川越の本会の責任

者は過さん。小瀬さん、渡辺さんが協力者とな

る。かわごえアジェンダ 21チェックシートは渡

辺さんを中心に数名の協力で行う。エコマネー

は今年も 50アース×100名の予算で実施する。 

④第 13回かわごえ環境フォーラムは 2月 21日

に行う。委員長：小瀬、副委員長：過、横山、
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会計：事務局とする。委員には井口さん、田崎

さんを加える。場所は東洋大を予定する。テー

マはカフェ形式で「オリンピックと環境の調和

（案）」。講演者を今後選定していく。 

⑤川越まつりまち美化活動はかわごえネットの

後援事業とする。 

⑥新規事業として“高齢者社会の拠点「ぷらっ

とほーむ」”事業展開。小瀬さん、横山さんを中

心に進めることを了承した。 

9月 26日（第 4回） 

	 第 4 回事業運営委員会を 9 月 26 日（金）9:0

0-10:00に福田ビル 3Ｆ会議室において開催しま

した。出席者は事務局を含め 6名でした。主な

議事は次のとおりです。 

①前回記録を確認しました。 

②第 16回アースデイ・イン・川越の会場、鶴川

座は内部が使用できないこととなった。入口で

展示する。ただしこの場所はきれいな感じでは

ないため集客に問題がある。場所替え可能なら

再考してほしい。出展内容の変更はない。 

③第 13回かわごえ環境フォーラムは 2月 21日

に行う。会場は東洋大学川越キャンパスを予定

している。また講師、テーマは前回「オリンピ

ックと環境の調和（案）」が提案されたが、都市

と環境なども考慮し 10 月末までに人選等を行

う。予算計画は昨年度実績をもとに考える。ス

ケジュールも昨年度を参考に進める。12月末ま

では原案通りとする。 

	 次回は 10 月 29 日（水）13:00～14:30 に、か

わごえ環境フォーラム実行委員会として、川越

市役所 7C会議室で開催されます。 

（副委員長	 村上正明） 

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 8月 28日（木）15:00-17:00に福田ビル 3階会

議室で第 6回、9月 19日（金）17:00-19:30に東

洋大学第 3会議室で第 7回の第二次川越市環境

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。 

	 第 6回は、「環境の視点で川越の活性化を考え

る（将来像を描く）」フリーディスカッションを

実施、エネルギー・資源の「自給自足」「地産地

消」の可能性、自然保全の可能性、環境に関す

る意識改革・教育、広報の必要性、環境と観光、

ごみ問題、川の保全など、さまざまなテーマに

ついてディスカッションを行いました。 

	 第 7回は、今後の活動目標とスケジュールの

確認、人口減少問題に対する対策、各自のこの

10 年間の評価について発表してもらいました。

環境活動の方法を変えて、活動を広めていく必

要性を再確認しました。 

	 次回以降は、10月 17日（金）、11月 28日（金）、

17:00-19:00に東洋大学川越キャンパス 4号館 4

階第 3会議室で開催します。会員であればどな

たでも参加できます。ぜひご参加ください。 

	 議事は、かわごえ環境ネットWebサイトにW

iki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/ 

（委員長	 小瀬博之） 

 

幼児向け環境教育プログラム作成委員会

	 9月 18日（木）14:30-16:30に、第 1回幼児向

け環境教育プログラム作成委員会を、市役所７

G 会議室にて行いました。池田美智子委員（保

育士）、賀登環委員（かわごえ環境ネット自然環

境部会代表）、松尾鉄城委員（川越市文化財保護

審議会委員・女子栄養大学教授・東京家政大学

講師、元小学校校長）、森下英美子委員（文京学

院大学環境教育研究センター研究員）、横山三枝

子委員（かわごえ環境ネット副理事長、元小学

校教諭）、飯島希（かわごえ環境ネット理事、こ

どもの根っこを育てる会代表、事務局）の 6名

で委員会は構成されており、初回委員会は、4
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名参加、1名オブザーバーの 5名で行いました。 

委員会の主旨説明（幼児向けに環境教育を行う

際に、ファンタジーを楽しむ幼児に対して、川

越独自のキャラクターを制作し、キャラクター

を用いながら環境教育を実践するためのプログ

ラムづくり）、各委員の自己紹介の後、松尾委員

より、川越の伝説について紹介いただきました

（民部稲荷／小野小町といねむり塚／初雁の杉

／五百羅漢／どろぼう橋／東照宮の石燈籠と小

石／人見供養／片葉の葦／遊女川の小石供養／

天神洗石の井水／城中蹄の音／甲首の夜盗虫／

片目の春日様など多数）。 

川越の伝説やその由来を確認したのち、事務局

か用意した川越独自のキャラクター2 案を説明

し、そこで委員会は終了。次回は、キャラクタ

ーについてさらに検討を進めます。 

	 次回の委員会は、10月 31日（金）14:30-16:3

0市役所 7C会議室を予定しています。 

（事務局	 飯島希） 

 

おしらせ

【トピック①】「2014アースデイ・イン・川越 立門前」10月 5日（日）に開催

 
	 10 月 5 日（日）10:00-15:00 に「2014 アース

デイ・イン・川越 立門前」（第 16回アースデイ・

イン・川越実行委員会主催、かわごえ環境ネッ

ト等後援）が、蓮馨寺境内・熊野神社、旧鶴川

座前で開催されます（小雨決行）。旧川越織物市

場は保存工事で使用できず、旧鶴川座も 2月の

大雪で天井の梁などが折れ、大事をとって内部

の展示を取りやめました。蓮馨寺境内は国土交

通省関係、熊野神社は埼玉県関係と分散して展

示します。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。クイズ等での参加

でエコマネー「アース」も、実行委員会で発行

を続けます。 

	 本会はポスター展示と「かわごえアジェンダ

21チェックシート」を実施します。チェックシ

ートをつけていただいた方には、会場並びに周

辺の店舗で使用できるエコマネー「アース」を

50アース（50円分）を差し上げます。 

	 かわごえ環境ネット会員では、川越環境保全

連絡協議会（会員紹介、日本の水資源の現状・

課題）、東洋大学総合情報学部小瀬研究室（エコ

キャンパスプロジェクト、中央通り周辺地域活

性化プロジェクト紹介）、ネットワーク「地球村」

川越支部（東日本大震災の被災地の現状を写真

で紹介、実践している環境家計簿の紹介）、クリ

ーン＆ハートフル川越（川越まつりまち美化活

動とエコマネー「アース」のつながり解説）、川

越ワイズメンズクラブ（会員同士で出しあった

掘り出し物のバザール）、NPO 法人川越蔵の会

（職人体験：鍛冶職人と一緒にペーパーナイフ

造り、木挽き職人と一緒に丸太切りの体験）、か

わごえ里山イニシアチブ（吉田・福田・笠幡の

3 地区連携の米作り活動の紹介と新米の販売）

が出展します。その他にも環境、国際交流、歴

史、文化に関する体験・展示・販売が多数あり

ます。ぜひご来場ください。 

	 かわごえ環境ネットホームページ（http://kaw
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agoekankyo.net）にも詳細を掲載しました。 （実行委員長	 武田侃蔵、追記	 小瀬博之） 

【トピック②】「地域情報アドバイザー」育成講座 10月 24日（金）開催
	 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

講座を開催します。 

	 様々な活動を行っているアクティブな人がイ

ンターネットを活用して、環境や福祉に関する

地域生活に関する情報のコンシェルジュ（アド

バイザー）となり、地域情報の収集が困難な高

齢者のサポーターとなることをめざすものです。 

	 かわごえ環境ネットとしては、「エコぐらし」

「生物多様性保全」の活動をさらに活性化すべ

く情報の活用を図る必要がありますし、自らが

情報発信する手段もあります。新たな取組を採

り入れて、地域の情報化推進を図りたい方の参

加をお待ちしています。日ごろの疑問をお伺い

しながら課題を共有したいので、質問事項を準

備してご参加ください。 

	 なお、講座開催後に実習の機会を改めて設け

ます。日時・場所が決まり次第改めてご案内い

たします。 

日時：10月 24日（金）13:30-15:00（13:15開場） 

場所：川越市霞ヶ関北公民館（川越市的場北 1-

18-6、東武東上線霞ヶ関駅から徒歩 10分） 

講師：小瀬博之（かわごえ環境ネット理事長、

東洋大学総合情報学部教授） 

定員：30名 

参加費：無料 

申込：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）（Tel. 049-224-5866、Fax. 

049-225-9800、E-mail: kankyoseisaku@city.kawa

goe.saitama.jp）まで氏名、連絡先等をおしらせ

ください。 

 

【トピック③】「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 

	 会員の方は、9 月号に同封されたちらしをご

覧ください。行程など詳しく書かれています。 

 

【トピック④】「第 14回北公民館かんきょう祭り」11月 15日開催
	 11月 15日（土）9:00から北公民館で、第 14

回北公民館かんきょう祭りを開催します。 

「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～」をテーマに、講演会・展示発表・展

示・演示発表・バザー・有機野菜販売・ペット

ボトルのキャップや使用済み切手の回収などを

行います。 

	 講演会は、女子栄養大学の倉持光江氏にテー

マに沿った内容をお話いただくことになってお

ります。日頃の活動を紹介する参加団体の展示

発表をするとともに、環境標語・川柳・都都逸・

写真の展示もしますが、みなさんからの作品を

募集していますのでぜひご検討ください。また

かんきょう祭りにふさわしいアイディアがあれ

ばお知らせくださるとともに、ご来館をお待ち

しております。 

（実行委員長	 菅野仲夫）
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【トピック⑤】環境講演会「リサイクル社会への挑戦」	 	 11月 29日（土）開催
	 11月 29日（土）午後にやまぶき会館 C会議

室で開催する環境講演会は、環境カウンセラー

の浅倉孝郎氏（宮代町在住）をお招きし、「リサ

イクル社会への挑戦」と題して、ごみ問題を中

心とした環境問題について講演いただきます。

関心のある方の積極的な参加をお待ちしていま

す。 

	 浅倉孝郎氏は、1975年に創刊した「月刊廃棄

物」の記者として全国の廃棄物・リサイクルの

現状や 新事例などを編集企画、取材するとと

もに、また、NPO 法人「宮代 水と緑のネット

ワーク」の理事として、自然保護、再生活動を

行っています。 

また、埼玉県環境アドバイザーや宮代町環境会

議委員など環境関連の委員などを歴任し、現在、

自然環境問題、ごみ問題などで講師やパネリス

トを多数行っています。 

	 2012年は、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 2013 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を

いただきました。今年も参加者との活発な議論

を期待しています。 

 

【トピック⑥】「エコドライブ教習会」12月 13日（土）開催
	 毎年行っているエコドライブ教習会を、今年

も 12月 13日（土）環境政策課と共催で行うこ

とが決定しました。環境改善に取り組んでいる、

かわごえ環境ネットの会員みなさんは、興味を

持っていただき、11月に広報川越で希望者を募

集しますので、ぜひとも応募をよろしくお願い

します。 

	 募集人数は 12名です。レンタカーを 4台借り

ての実施となります。CO2 削減の一環として無

料で取り組んでいます。エコドライブを習得す

ることにより、エコとともに安全運転が身につ

きます。（エコドライブ推進担当	 井口吉三郎） 

 

【トピック⑦】「第 13回かわごえ環境フォーラム」環境活動報告の投稿・発表者募集 

	 来年 2 月 21 日（土）9:30-16:30 に「第 13 回

かわごえ環境フォーラム」を開催します（会場

は東洋大学川越キャンパスを予定しています）。 

	 各々の環境活動と役割を相互に理解し、川越

市の望ましい環境像実現のための取組がいっそ

う活発になることを期待して行事を開催します。 

	 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ます。

みなさまの積極的な応募をお待ちしています。 

	 投稿・発表申込期限は 11月 20日（木）、レポ

ート投稿期限は 12月 19日（金）です。 

	 募集要項は、会員のみなさまには 10月号に同

封します。かわごえ環境フォーラムホームペー

ジ（http://forum.kawagoekankyo.net）にも掲載し

ておりますのでご覧ください。 

 

 

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 10月度） 

日時：10月 10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 10月度） 

日時：10月 10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 11月 14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 
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◆広報委員会（2014年 10月度） 

日時：10月 16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） 

●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 8回） 

日時：10月 17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 

＊次回は 11月 28日（金）17:00-19:00同所にて 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（2014

年度第 1回） 

日時：10月 29日（水）13:00-14:30 

場所：川越市役所 7C会議室 

◆理事会（2014年度第 7回） 

日時：10月 29日（水）14:30-16:00 

場所：川越市役所 7C会議室 

◆幼児向け環境教育プログラム作成委員会（第2回） 

日時：10月 31日（金）14:30-16:30 

場所：川越市役所 7C会議室 

全体行事 

★【トピック①，後援・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 

★【トピック②】「地域情報アドバイザー」育成

講座 

日時：10月 24日（金）13:30-15:00（13:15開場） 

場所：川越市霞ヶ関北公民館（川越市的場北 1-

18-6、東武東上線霞ヶ関駅から徒歩 10分） 

★【トピック④，後援・出展】第 14 回北公民

館かんきょう祭り 

日時：11月 15日（土）9:00-15:00 

場所：川越市北公民館（川越市氷川町 107） 

社会環境部会主催行事

★【トピック⑤】環境講演会「リサイクル社会

への挑戦」 

日時：11月 29日（土）13:30-15:30（13:00開場） 

場所：やまぶき会館 C会議室（川越市郭町 1-18

-7）講師：浅倉孝郎氏（環境カウンセラー） 

定員：35名 

申込：11月 5日午前 9時より川越市環境政策課 

 

★【トピック⑥】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：11月 4日午前 9時より川越市環境政策課 

＊ともに広報川越 1329 号（平成 26 年 10 月 25

日）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：10月 7日、11月 4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 

★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 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査・保

全作業 

日時：10 月 20 日（月）、10 月 27 日（月）、11

月 10日（月）、11月 24日（月）いずれも 9:30-

12:30 

※10月は変則的になっています。 
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内容：調査・観察会・手入れ作業 

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） 

★【トピック③】狭山丘陵見学バスツアー 

日時：11月 6日（木）8:20-17:30 

 

 

 

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）

◎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。 

◎森林公園かんさつ会 

①10月 31日（金）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。 

	 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。 

②11月 17日（月） 

③11月 30日（日） 

要項：①と同じ。ただし、今回はバスで移動し

ます。園内バス代が必要です。 

	 紅葉や木の実、野鳥を観察します。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：10月 11日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

   11月 8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 
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 

◎市民環境調査「かわごえエコツアー」 

日時：11月 19日（水）9:00-16:00（雨天決行） 

集合：8:45（9:00出発）川越駅西口 

費用：100円 

定員：30名（11月 4日より申込開始） 

持ち物：昼食・飲み物・筆記用具・必要と思う

物 

服装：歩きやすい靴（散策をします） 

見学場所（予定）：川木建設、山口邸雑木林・庭

（福原地区）、川越水上公園（昼食）、ヤオコー

美術館、田谷堰 

申込：11月 4日（午前 9時）より川越市環境政

策課（Tel.049-224-5866） 

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
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を求めています。 

◎農作業 

日時：10月 3日（金）、7日（火）、10日（金）、 

14日（火）、17日（金）、18日（土）、21日（火）、

24日（金）、25日（土）、28日（火）、31（金） 

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：10月 11日（土）10:00-12:00 

◎みなみかぜ秋まつり 

日時：10月 4日（土）13:30-15:00 

	 新米おにぎり販売。売り切れ次第終了。他出

店、催し等あり。 

◎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、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） 

◎こもれびの森・里山支援隊「森林施業」 

日時：10月 25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、11月22日（土）・12月13日（土）に施業予定 

＊こもれびの森・里山支援隊ブログ 

http://ameblo.jp/komorebi-satoyama/ 

◎第 5回こもれび祭（焼きおにぎり屋出展） 

日時：11月 2日（日）・3日（月・祝）10:00-18:

00（売り切れ次第終了） 

場所：東洋大学川越キャンパス（川越市鯨井 2100） 

内容：笠幡水田再生プロジェクトで収穫した米

と焼きおにぎりの有料頒布 

＊こもれび祭公式ウェブサイト 

http://www.komorebisai.com 

◎小江戸川越ライトアップ「みらいの藤棚」 

日時：11月 1日（土）〜12月 25日（木） 

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」） 

＊東洋大学総合情報学部ライトアッププロジェ

クトチーム Facebookページ 

https://www.facebook.com/toyosojolightup 

＊川越 食と音と灯りの融合 Kawagoe REMIX

（カワゴエリミックス） 

http://kawagoe-lightup.info 

 

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：10月 25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。
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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：10月 7日（火）・16日（木） 

11月 4日（火）20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：10月 12日・11月 9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：10月 25日・11月 22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。 

①10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。 

②11月 23日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川中流部、宮下橋右岸集合。杉下橋ま

での河岸清掃。初雁球場裏は行けるところまで。 

◎川越まつり・ポイ捨て防止キャンペーン 

日時：10月 18日（土）・19日（日）11:00-21:00 

	 「小江戸ボランティア」の赤い法被を着てポ

イ捨てごみ拾い。ただし昼間は、クリーン参加

の他団体の活動優先で、主力は 17:00からの「辻

立ち」で対応。2 人 1 組でごみ袋もって「ごみ

箱」代わりの「辻立ち」。夜参加できる人歓迎。

当日申込可。昨年と同じ本川越交差点中央通り

寄りのテントで、活動用具をお渡しします。連

絡は武田（090-2521-5770）へ。 

小畔川の自然を考える会 問い合わせ：賀登環（Tel. 049-234-9366） 
◎小畔川下流魚類調査 

日時：10月 19日（日）10:00-12:00 

場所：鎌取橋（木製の沈水橋） 

	 小畔川にも今夏アユが遡上するようになりま

した。運がよければ出会えるかもしれません。

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） 

①10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

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。 

②11月 9日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 渡り鳥のカモが見られる季節になりました。

コガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、あと何が

観察できるでしょうか。冒険の森にはジョウビ

タキ他、小鳥たちも期待できます。寒くなりま

したが、葉が落ちて鳥が見やすくなりました。 

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） 
◎新河岸川一斉清掃 

日時：11月 23日（日）9:00-11:00 

	 川越市から和光市までの新河岸川沿いの環境

市民団体が、できるだけそろって川の清掃参加

の行事。川越市部分では中流部の宮下橋右岸と、

旭橋右岸の 2か所に集合。各場所の責任者は、1
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1月号に掲載します。 

西埼玉温暖化対策ネットワーク 問い合わせ：事務局	 本多進（Tel.090-8043-1757） 
◎里川部会・赤間川の源流を探る 

日時：10月 25日（土）9:00-16:00 

	 狭山市駅西口市民会館前集合、田島屋堰から

霞川の立体交差、石川組迎賓館等史蹟も見学し

て笹井堰右岸、昼食、入間川河畔歩いて笹井団

地からバス、11km くらい歩く。雨具・昼食持

参。参加費 200円、ガイド・吉岡勇三氏、申し

込みは、10月 17日までに事務局へ。 

 

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 

	 2014年 11月号（No.097，11月 1日発行予定）

の掲載原稿は、10 月 15 日（水）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（ko

ho@kawagoekankyo.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。 

●入稿に際してのお願い 

	 編集を効率的に進められるよう、入稿の際に

ご協力いただきたいことがあります。特に、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。不明な点はお問い合わせください。 

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、

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」程度に大きさを小さ

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 に貼り付けなくてもキャプシ

ョン（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。画像を貼り付けたもの

だけですと、再度画像に戻すために手間が何倍

もかかってしまいます。また、Word 上でサイ

ズを縮小させてしまうと、印刷に使えないよう

なサイズになってしまい対応に苦慮します。 

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ができないの

で、結果的に 終の提出原稿が出てから作業す

ることになって、時間的な余裕がなくなってい

る状況です。 

	 月末発行を行うため、ご協力ください。（小瀬） 

●桃栗 3年、月刊 8年 

	 私がかわごえ環境ネットの全体編集を担当し

始めたのは、季刊であった「かわごえ環境ネッ

ト会員通信」時代の第 22号（2006年 4月 1日）。

そして、2006 年 10 月 1 日に「月刊かわごえ環

境ネット」として月刊にリニューアルしてから、

今号でちょうど 8年、第 96号となりました。あ

と 4号、2015年 2月号でいよいよ 100号となり

ます。当初は原稿が少なくてたいへんでしたが、

現在は、原稿が多すぎて四苦八苦しています。

それでも、かわごえの環境活動が少しでも活発

になるよう努力してきました。10月 24日の「地

域情報アドバイザー」育成講座では、情報活用

のあり方も議論したいと思います。ぜひご参加

ください。            （小瀬） 
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イベントカレンダー（10月 1日〜11月 15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 

10/1 
○9:00狭山丘
陵見学バスツ

アー申込開始 

10/2 
★10:00チョ
ウの観察会 

10/3 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

10/4 
◎13:30みなみ
かぜ秋まつり 

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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ）

●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

10/11 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 

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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

10/15 
○本紙 11月号
入稿期限 

10/16 
◆9:00広報委
員会 
◎13:30まち
美化啓発運動 
 

10/17 
◎9:00農作業
（みなみかぜ）

●17:00アジェン
ダ見直し勉強会 

10/18 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎11:00川越ま
つり美化活動 

10/19 
◎10:00小畔川
下流魚類調査 
◎11:00川越ま
つり美化活動 

10/20 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

10/21 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

10/22 10/23 10/24 
◎9:00農作業
（みなみかぜ）

★13:30「地域
情報アドバイ

ザー」育成講座 

10/25 
◎9:00里川部
会・赤間川の

源流を探る 
◎9:45こもれび
の森・里山支援隊 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎13:30まち
美化啓発運動

◎15:30かわご
え里山イニシ

アチブ理事会 
10/26 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 
◎10:20武蔵丘
陵森林公園秋

の野草観察会 

10/27 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

10/28 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

10/29 
◆13:00かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 
◆14:30理事会 

10/30 10/31 
◎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 
◆14:30幼児向け
環境教育プログ

ラム作成委員会 

11/1 
◎9:30古谷湿地
さかな観察会 
◎小江戸川越ラ

イトアップ（-1
2/25） 

11/2 
◎10:00こも
れび祭 

11/3 
文化の日 
◎10:00こも
れび祭 

11/4 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 
 

11/5 11/6 
★8:20狭山丘陵
見学バスツアー 

11/7 11/8 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

11/9 
◎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 

11/10 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

11/11 11/12 11/13 11/14 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

11/15 
★9:00北公民館
かんきょう祭り 
○本紙 12月号
入稿期限 
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