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【巻頭言】気づくことは環境活動の第一歩

 
不老川の不老橋にて 

 

 
各地の砂の色 

 

 
石にも表情がある 

	 青森県合浦（がっぽ）公園の砂浜の砂の色と形が関東（九十九里浜等）

と違っていることに気づき、全国の自然と文化を訪ねるようになりました。 

	 全国を訪れると、その土地、その地域の味の違いのあることに気づきま

した。そこでどの地域に泊まっても、何でも食べられる（湯を注いだり、

しょうゆを掛けたりせずに）ようになると、その土地の自然を味わえるよ

うになりました。出会いを通して、気づくことで、名古屋市のごみ減量の

経過を知りました。市のごみ処理場の余力が数年で、藤前干潟の埋め立て

が候補になりました。辻淳夫さんが、干潟が渡り鳥には必要だと訴えて、

ごみのリサイクルや減量化を提案し、湿地を守ることができました（平成

11年にラムサール条約登録）。 

	 高知県の足摺岬と室戸岬の日の出の写真は、高知県東京観光事務所に写

真のネガを提供（両方の風景を写した観光客はほとんどいないそうです）

しました。福岡県和自（わじゅう）干潟の水鳥が歩む風景（中央大学学員

時報に文と共に掲載）も気づいた風景です。 

	 不老川に水が流れていない日があることに気づき、市長への手紙でこの

原因を尋ね、対策を求めたところ、毎日水の流れる川（不老橋付近）にな

りました。気づき提案することは、環境活動の第一歩だと思っています。 

	 環境活動にいそしむこのごろですが、朝霞市の黒目川でふと川面を見渡

すと、流れの中に磨かれた石が見つかりました。自分たちの活動も日々の

何気ない流れの中で黙々と築き上げてきた成果なのだと思うこのごろです。 

	 川里に残る秋色石の肌 

かわごえ環境ネット理事	 二見正憲 
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川越の自然を訪ねて（26）「田んぼの生きもの調査」（田んぼ活動）を拡げよう！

 
「田んぼの生きもの全種リスト」ポスター 

 (©NPO 法人田んぼ)  

はじめに 

	 私たちかわごえ環境ネットが「田んぼの生き

もの調査」を組織として始めてから 2年目です。

吉田地区の社会福祉法人健友会の「みなみかぜ

いきいき田んぼの会」からの提案を受け協力・

共催として開始しました。今年は吉田に加え、

笠幡、福田を加えた 3地域で行われました。 

田んぼに足を踏み入れた参加者は、幼児から子

育て真っ最中の若い大人、そして高齢者までの

全世代です。一様に田んぼは米を作るだけでな

く、生きものが一緒に育っていることに驚きと

改めて再確認するなど新鮮な経験であったと

嬉々としていました。 

	 参加者からの質問では「田んぼには何種類く

らいの生きものがいるの？」とよく聞かれます。

始めて田んぼの生きものについて 2009 年に作

られた「田んぼのいきもの全種」（桐谷圭二・宇

根豊氏著）では、動物系植物系を合わせて 5668

種であると答えています。微生物から、田んぼ

を生活の場としているもの、田んぼを利用して

いる生きものの合計です。 

「田んぼの生きもの調査」の目的と方法 

 
田んぼの生きもの調査の様子（吉田地区） 

	 今年は 6月 28・29日に 3か所の統一田んぼの

生きもの調査（動物のみ）を市民調査として行

いました。 

	 専門家が行う学際的なものをめざしているで

はありません。あえて目的・効果はと言えば、

①交流の為、②環境教育（生きもの相互作用を

体験・理解する）、③生物多様性農法の理解を深

める	 となるでしょう。 

	 子どもたちは遊びながら学び、農のいとなみ

が人を含めたたくさんの命を支えていることを

体験・実感しました。高齢者にとっては心身の

健康を作っていくことにも結びつきます（みな

みかぜの田んぼ活動=田んぼ作り・米つくりに

参加する 60・70代の高齢者は、元気に 6年間続

けています）。 

	 田んぼに入れば誰にでも自ずから見えてくる

ことを、簡単な方法により記録してみんなで確

認していくことです。せいぜい 2時間もあれば

十分でした。 

①田んぼに入る。 

②田んぼの中を見つめる。 

③道具を使う場合は小さな網と小さな水槽（容

器）に取り入れる。 

④バットに拡げて観察して名前を特定（同定）

する。 

（※みんなで行い、教えあい、図鑑で調べる） 
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⑤まとめを行う。みんなで発表しあい結果を記

録する。 

（※インストラクターが生きものの相互関係、

質問等に答えるなど助言を行う） 

	 来年度の田んぼの生きもの調査については植

物を加え、さらに充実した楽しいものとして計

画つくりに入っていきましょう。 

田園都市かわごえを大切にしよう! 

 
ふゆみずたんぼの四季（©田中伸一） 

	 私たちかわごえ環境ネットは、ごく身近にあ

る自然と人の暮らしが共生する「里山」を守り、

再生する活動を地域の中で奮闘してきました。

“自然”には「奥山」とかつては呼ばれた人の

影をなくして守る貴重な自然もあり、両方とも

大切にする姿勢を持ちたいと思います。 

	 埼玉県は高地地域の秩父から、町場を含めた

河川でつながる低地まで、全体が人も入る里山

と言えます。川越市は中核都市として発展して

いますが、初雁城（川越城）を中心とした都市

化した地域、周辺の田んぼ・畑・森（雑木林な

ど）が 5割以上あり、縦横に河川が走る農業地

域、自然豊か地域でもあります。 

	 かつての農山村では特に自然を守るというこ

とは考えなくても人も自然も見える田園風景そ

のものであったでしょう。 

	 しかし、自然を取り除き、自然に左右されな

い暮らしを経済的発展の豊かさを追求してきた

私たち人間の心身の健康、暮らし方にも限界が

きているのではないでしょうか。 

	 田んぼ活動・里山を上手に利用・活用する、

田んぼ・水辺から森・雑木林までの多様な生態

系を活動の場として、自然と共生する心豊かな

なつかしい未来「田園都市」を創っていきまし

ょう！    （自然環境部会	 田崎愛知郎） 

 

私のエコ暮らし（3）生ごみは宝だ

 
乾燥させた生ごみ 

 
みかんの天日干しに来たメジロ 

 
市販のバケツによるたい肥化の手順

	 地球温暖化が目に見える形で（猛暑や超大型

台風など）現れている。日々の努力で、少しで

も CO2を減らす生活を心がけている。 

	 その 1つはごみの量を減らすこと、その中で

食事を作る時に出る生ごみをごみとして出さな

いようにしている。生ごみはたい肥となり、土

にかえり、植物を育ててくれる。林の中で、落

ち葉が腐葉土となり、さらに土に変わってゆく

のは微生物たち生き物のおかげだ。葉にも土に

も数えきれないほどの生き物が生きている。豊

かな土の中には 1cm3 当たり一兆個もの微生物

が生きているそうだ。 

	 毎日の作業は、台所で出る大根や葉っぱのへ

たを細かく切り、庭のコンポストの中で「ぬか」

をまぶし、さらに土をまぶしてしっかり押さえ

ておく。2 日も経てば土の中にいる微生物がぬ

かを食料として増殖し発熱してくる。1 週間く

らい経てば全体をかき混ぜ、しっかり押さえて
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おく。夏場なら 3か月もすれば、立派なたい肥

に変わっている。うまくたい肥になるこつは、

水分のコントロールと腐敗しているものは入れ

ないこと。水分調節にはコンポストの底に乾燥

した落ち葉をたっぷり敷きこんでおくと楽だ。

またマンション住まいなど、庭土に縁のない人

はダンボール箱あるいはトロ箱に落ち葉を入れ

てコンポスト代わりにしてやればいい。他には

たい肥用のバケツも市販されている。細かくし

た野菜くずをバケツに入れ、上から市販されて

いるぼかし肥を振りかけておく。野菜は 90%位

水分なので、バケツには下部にコックがついて

いて出た水分を取り出す。この液体にも有用菌

がたくさん含まれているので、流しや風呂場の

汚れ落としとして役立つ。植木鉢や庭に薄めて

使うとよい土になる。10日に 1度貯まった残差

を植木鉢に入れて、少しの土をかけて 2か月ほ

ど放置しておけばよい。 

	 ミカンの皮など油分の多いものはたい肥にな

るのに時間がかかるので、焼却しやすいように

乾燥してからごみとして出している。窓のすぐ

外に乾燥させる台を置いてその上に広げている。

	 腐りかけのものや農薬がついてそうなリンゴ

の皮なども。夏場はコバエが発生することもあ

るが、好天が続くといなくなる。 

	 車の運転にも、エコをこころがけている。ま

ず、自転車を第一としている。車で出かけると

きも、赤信号ではアイドリングストップをする

（最近の車は自動で止まるのもあるが）。スター

ト時は、スローの加速を旨としている（スター

ト時に燃料を多く消費するそうなので、20km

になるのに 5秒かけるように努力している）。ま

た走行中ブレーキをできるだけ踏まないように、

車間をとり、スピードに気をつけている 

	 その他、電気や水など便利な生活をしている

日常には、エコに取り組むものは多い。一人が

減らす CO2は微々たるものだが、少しでも多く

の人に加わってもらって、地球温暖化防止にさ

さやかに貢献したいと、願っている。 

（社会環境部会	 浜尾春子）

かわごえ環境ネットの活動報告

安比奈親水公園で秋のチョウの観察 自然環境部会

 
安比奈親水公園でチョウの観察風景 

 

安比奈親水公園のチョウ（2014年 10月 2日） 
科名 種類 
シジミチョウ ウラギンシジミ ヤマトシジミ 

ウラナミシジミ  
シロチョウ モンシロチョウ モンキチョウ 

キタキチョウ  
タテハチョウ ウラナミヒメジャノメ コミスジ 

キタテハ ツマグロヒョウモン 
ヒメジャノメ アカボシゴマダラ 
ヒカゲチョウ  

	 くもり空でしたが、少し薄日も漏れてチョウ

の観察にはまあまあの天気でした。参加者は 6

名で、短めの網をもってチョウを捕獲して種類

を調べます。花のエリアにはコスモスが咲いて

チョウが多く見られます。花の蜜を吸っている

ところを網で捕まえて、会員講師の猪俣氏から

詳しい説明を受けると実物を見ながらなのでよ

くわかります。 

	 河畔林に沿って歩き、クズが繁っている場所

や竹林を通って水道橋下までチョウを探します。

同じ道を通って帰り、コスモス花壇でもう一度

チョウを探しました。その結果は 3科 13種類の

チョウを観察することができました。 

（猪俣昇、過昌司）
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会員・流域の活動報告

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

 
歩行者がなかった中央通り 蓮馨寺講堂（入口から見て左側） 

 
蓮馨寺講堂（入口から見て右側） 

 
蓮馨寺 2階のエコ楽器づくり 

 
旧鶴川座前 

 
今年もエコマネー「アース」を発行 

	 10月 5日（日）、台風 18号の接近で朝から雨

のあいにくの天気の中、蓮馨寺講堂を主会場に、

16回目となるアースデイ・イン・川越が「2014

アースデイ・イン・川越	 立門前」のイベント

名で開かれました。 

	 今年は、旧川越織物市場が保存工事のため利

用できず、併せて旧鶴川座も 2月の雪害で建物

の破損が予想以上に深刻で、昨年並みの屋内展

示ができず、蓮馨寺境内での野外展示を主に計

画しましたが、天候不順で大幅な参加縮小で実

行しました。 

	 例年蓮馨寺入り口の門柱にかけた「アースデ

イ・イン・川越」の横断幕も講堂入口に移し、

ネットワーク「地球村」川越支部の展示とあわ

せて掲示しました。講堂内は、このイベントの

主題である「国際交流と環境への取り組み」の

エッセンスの活動紹介となりました。国際交流

では、埼玉県ユニセフ協会、川越市国際ボラン

ティア kerria の展示、環境では川越環境保全連

絡協議会、クリーン＆ハートフル川越の川越ま

つりまち美化活動とエコマネーの紹介、かわご

え里山イニシアチブが市内で作った有機栽培の

お米の頒布、川越が誇る伊佐沼の自然にたたず

む笠原さんの鳥の大きな写真 2枚、川越市で募

集した小中学生の平和標語入選作、電車が直通

でつながった横浜市との交流の俳句会の作品、

中央には、川越の伝統の職人の技を伝える「匠」

の表彰の「初雁賞」の第 1 回からの受賞者 56

人の写真と業績が展示され圧巻でした。奥では、

川越ワイズメンズクラブと YMCA 川越センタ

ー共催のバザー、2 階では、芝浦工業大学中口

研究室の大学生と子どもらの「環境遊び」の新

しい試みがなされました。 

	 狭い会場でしたが、地域の人らで作る「手作

りのアースデイローカル版」の集約した熱気で

にぎわいました。中は使えなかった旧鶴川座で

すが、前の庇を利用して、かわごえ環境ネット

と埼玉県西部環境管理事務所のパネル展示をし、

併せて「かわごえアジェンダ 21」のアンケート

回答をお願いしました。また、「NPO 法人川越

蔵の会」で、鶴川座や立門前の歴史を語る写真

等の展示も行い、あわせて雨の中を会員が、「昭

和の街をめぐるツアー」で周辺の街並みをガイ

ドしていました。熊野神社では、足踏み健康ロ

ードに因んだ「NPO法人地球足もみ健康法実践

普及協会」の会員が、社務所玄関を利用して足
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もみを行いました。 

	 曲がりなりにも雨の中の 3会場で、通りがか

りの人など 700人近い人らの参加で、「世界平和

と地球環境改善、水と緑と伝統のまち川越」を

啓発する「アースデイ・イン・川越」の 16回目

のイベントを終えました。   （武田侃蔵） 

新河岸川縦断サイクリング・各地との交流深まる

 
月吉陸橋下の護岸整備 

 
田谷堰 

 
養老橋近くの昔の流れあと 

 
堤防は草ぼうぼう 

 
朝霞の「わくわく広場」 

 
参加者で記念写真（志木で）

	 「昔九十九曲り	 今幾曲がり」の呼びかけで、新

河岸川の川越市内の起点から和光市まで川筋で24k

m を自転車で縦断する企画が、「新河岸川広域景観

づくり連絡会」の主催で9月26日に行われました。 

	 午前 7時、川越市駅前に 5人が集合、「ママチャ

リ」で野田町地内の新河岸川起点の石の標柱を見て

縦断を開始しました。月吉陸橋下や星野高校敷地内

を通って、なるべく最短経路で氷川神社裏、初雁球

場横迂回、畳橋からは砂中学校横を通って新扇橋へ、

左岸を一路養老橋へ行きました。 

	 8時半、ふじみ野市の人らと合流、昔の流れの所

に作られた排水機場を撮影しました。周りには田ん

ぼや住宅ができていましたが、昔の流れの跡が見ら

れ、大雨の時は排水ポンプの出番になるようです。

養老橋右岸の河畔林一帯は、「水辺再生 100プラン」

で立派に再生されました。左岸から眺めてもうらや

ましい景観でした。川越地内でも、旭橋から寺尾調

節池までの右岸が何とかなりそうな気がしました。 

	 次の新伊佐島橋で富士見市の参加者と合流、右岸

は快適なサイクリングロードでした。ウォーキング

に励むグループもありました。富士江川横のコスモ

ス通りの先には、昔の流れの跡が緑地公園になって

残っていました。志木に近くなったところで、1人

の自転車が異物を踏んでパンク、志木の人がその自

転車を引いて修理屋さんまで運んでくれました。 

	 おかげで行程は 50分ほど遅れましたが、朝霞グ

ループと新宮戸橋で合流、昔はごみ捨て場だった河

川敷を立派な緑地広場に再生させた「わくわく広

場」を見学しました。一路朝霞水門に向かい、和光

市グループと合流、総勢 30余人で写真を撮り、懇

談会場の志木市の村山快生堂に向かいました。柳瀬

川との合流地点の景観を利用した格好の場所で、川

に関する各地の活動報告などを交え、懇談し、午後

2時散会しました。 

	 川越勢は、帰りは富士見バイパスの自転車道路を

快適に走って流れ解散しました。事故もなく快適な

サイクリングでした。新河岸川への関心を高めるた

めにも、今後も随時開きたい企画でした。 

（武田侃蔵）
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吉田・笠幡・福田 3地区田んぼからの報告 かわごえ里山イニシアチブ

 
10/5 3地区田んぼの合同ブース

 
10/4秋祭りでのおにぎりや新米の販売

 
10/4案山子が飾られた秋祭りでの演芸会

アースデイに出展 

	 かわごえ里山イニシアチブでは、10 月 5 日

（日）に行われた 2014アースデイ・イン・川越

 立門前に出展しました。当日はあいにくの雨で

屋外での開催は中止となりましたが、連馨時の

講堂で 3地区田んぼの合同ブースとして開催す

ることができました。雨模様で参加者が少ない

中、講堂では東洋大学や芝浦工業大学の大勢の

学生の参加や芝浦工業大学の中口先生のオーボ

エの飛び入り演奏があったりでにぎわいました。

	 合同ブースでは、3 地区それぞれの活動の紹

介や自然に優しい農法による「みなみかぜふる

里米」、「東洋大学こもれび米」、「耕福米」の新

米の販売を行いました。    （増田純一） 

吉田地区からの報告 

	 吉田地区では、10月 4日（土）にみなみかぜ

秋祭りが行われました。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）では、朝早くから会のお母さん方が収穫し

たお米でおにぎりをにぎったり、とん汁を作っ

たりして大忙しでした。昼から販売が始まり完

全無農薬のおにぎりは、地域のみなさんや施設

にお住まいの利用者さんにも好評で完売となり

ました。会員は苦労したコメ作りが報われるひ

と時で楽しい 1日を過ごしました。このように

田んぼ活動は、コメ作りだけではないいきいき

地域づくりにも貢献しています。 

	 次回のお楽しみは 11月 15日（土）午前に予

定している稲わらで遊ぼうというイベントです。

田んぼの会初めてのイベントとなりますので不

安はありますが、稲わらづくりの経験者を招き

みんなで作り上げようという子どもから大人ま

で楽しめるイベントを企画しています。みなさ

まもぜひこの「稲わらで遊ぼう」イベントにご

参加ください。        （増田純一） 

 

 
10/20	 水路の観察会

 
田んぼの中の探検

 
10/28	 稲刈り

福田地区からの報告 

	 川越市との協働事業（全 4回開催予定）参加

者とのオリエンテーリングを兼ねた田んぼの観

察会を 9月 20日（土）に行いました。7家族の

参加があり、小 1時間の田んぼの観察会で大い

に盛り上がりました。 

	 田んぼの中は 6月と違って水がありませんか

ら、分け入ると足元で「アマガエル」が逃げま

す。「赤トンボ」も見かけます。しかし、稲穂が

参加した子どもの背丈ほどになっていて足元が

よく見えません。そこで、みんなが夢中になっ

たのは「水路」です。川底は土が多く、上から



月刊 かわごえ環境ネット	 2014年 11月号	 No.097 

- 8 - 

見ると何もいないようですが、ちょっとすくう

と「ドジョウ」や「さかな」がいっぱいです。

ザリガニ、シジミ、ドジョウ、メダカとわかる

のはこれくらい。農政課で買っていただいた「田

んぼ生き物図鑑」を手ににらめっこしますが、

決定できません。「もっと大きくなって見ない

と」と来年につなげます。 

	 そんな中、子どもたちの興味をそそったのが

「籾殻山」です。大砂山のように登るとさらさ

ら崩れるのが面白いらしく、何度も登っていま

した。「糠山」もシートをはがすとヘビが 2匹逃

げていきました。田植え時も子どものヘビが見

付かりましたが、今回は 1メートル以上の大物

の出現に大騒ぎでした。 

	 9月 28日（日）は初雁幼稚園と合同「稲刈り」

です。総勢 73名、農政課の長嶋さんも前回から

参加してくれていて、楽しそうに眺めています。

稲刈りは髙梨さん、及川さんの指導の下、両側

から中に向かって刈っていきます。「午前中に終

わるのかな？」と心配をしましたが 11時 30分

に無事 1反を刈り終えました。 

	 次は「北部ふれあいセンター」で作ってくれ

た「新米塩にぎり」と「豚汁」の食事タイムで

す。ちょっと小さめに作っていたので「5 個食

べた。」と言ってる小学生がいたり、「みそ汁を

家で食べないのに今日おかわりしています。」の

声も聞こえたりしました。労働の後、たくさん

の人と一緒に外で食べる「楽しさ」「しあわせ感」

を堪能しました。 

	 食事が終わると自由時間です。前回の参加者

が率先して「籾山」に登るとドンドン続きます。

「こんな経験したことない!」「楽しいー！」初

顔合わせの子ども達ですが、一緒になって遊ん

でいます。田んぼでは、コンバインに刈った稲

を入れて脱穀中です。田崎さんと増田さんの活

躍です。「来年は参加者の協力が得られるように

願って」のデモンストレーションです。その側

では水路がまたまた人気です。参加者の多くが

口々に言っていたのが、「近くに田んぼがあるけ

ど入ってはいけないし、畔を歩くと怒られるか

ら、こんなことをしてみたかったし、子どもに

させてやりたかったんです。」とのこと。 

	 3 回目のレンゲの種まきは雨で中止となりま

したが、残すところ 12月 20日（土）の餅つき

です。来年につながる活動になればと願ってい

ます。           （横山三枝子） 

森林施業報告 こもれびの森・里山支援隊

 
（午前）高性能チッパーのデモ 

 
（午後）薪割りの指導 

 
森林施業の様子 

	 10月 25日（土）9:45-15:00に、東洋大学川越

キャンパスの森を地域住民と大学の協働で里山

にする活動を行っているこもれびの森・里山支

援隊の森林施業が行われていました。9 月の活

動と同じ、鶴ヶ島駅からの通学路となる新西門

からの「こもれびの道」の北側の林の下刈り、

除伐を行いました。 

	 この日はスタッフ 8 名、市民等 5 名、学生 6

名の計 19名が参加。チッパーのデモや薪割り体

験も行い、参加者はふだん体験できないことに

関心を高めながら施業を行っていました。 

	 次回の森林施業は 11月 22日（土）9:45-12:0

0,12:45-15:00 に実施されます。初心者にも指導

しますので、ぜひご参加ください。 

	 詳しくは Web で。Facebook ページを作りま

した。活動をリアルタイムでお伝えします。 

https://www.facebook.com/komorebisatoyama 

（小瀬博之）
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川越市からのおしらせ

エコドライブ教習会への参加者募集 環境政策課

 
教習前の説明 3人 1組と指導員の 4名で乗車 

 
燃費が 1秒ごとに記録される 

 
診断書を見ながら意見交換 

 

 
エコドライブのコツを教授 

 
エコドライブ認定書の授与 

	 環境に配慮した自動車運転「エコドライブ」

の教習会を開催します。 

	 教習会では講義と実技を行います。実技では、

燃費計を設置した教習車（レンタカー・AT車）

による実車走行を行い、エコドライブの効果を

比較します。指導員が同乗して、きめ細やかな

指導を受けることができます。また、燃費計の

計測結果から診断書が発行され、改善すべきポ

イントが具体的にわかります。 

	 エコドライブは今すぐに実践できる取組で、

燃費が向上することにより、二酸化炭素の排出

を削減できるほか、燃料代の節約や安全運転に

もつながります。 

	 エコドライブの基本的な知識や運転技術を身

に付けるチャンスです。方法がわからない方は

もちろん、既に実践しているという方もふるっ

てご参加ください。 

主催：川越市、かわごえ環境ネット 

内容：講義及び実車走行 

日時：12月 13日（土）12:00-16:30 

会場：農業ふれあいセンター（川越市伊佐沼 88

7）及び周辺道路 

対象：市内在住・在勤で普通自動車免許を取得

している方（AT限定可） 

定員：12人（先着順） 

参加費：無料 

申し込み： 11月 4日（火）、9:00から電話で川

越市環境政策課（Tel.049-224-5866）

理事会・専門委員会からの報告

理事会

9月 26日（金）第 6回 

	 2 か月ぶりに理事会が行われ、多くの議題を

討議しました。かわごえ環境フォーラム、アー

スデイ、ぷらっとほーむ事業（認知症予防プロ

グラム）、部会報告、かわごえアジェンダ 21、

幼児向け教育プログラムなど多彩となりました。 

	 かわごえ環境フォーラムは実行委員会が発足

して概要が決まり、投稿・発表の募集などの要

項が送られます。会員の投稿および発表を期待

しています。 

	 アースデイは会場の関係で変更があり、宣伝

や会場設営での協力をすることになりました。
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地元の商店街との連携など課題も見えてきまし

た。 

	 ぷらっとほーむ事業については、この事業を

担当している地域医療・福祉サービス協議会の

松浦幸雄氏に参加していただき対象地域を高齢

化率が高く、予防活動が行われているかすみ野

で「かすみ野たすけあいの会」の活動をサポー

トすることになりました。また、地域の人的資

源と社会貢献をめざして自主的に取り組む団体

の支援で講演会（10 月 24 日）と講座を行うこ

とを決めました。 

	 報告では、11月の環境講演会の取組状況、エ

コドライブが 12月、データベースの取り組み、

幼児向け教育プログラム作成の進行状況などが

報告され、勉強会から始めて次回までにマスコ

ットキャラクターを決める予定です。 

その他、理事の提案としての「川の再生交流

会」を本会で呼びかけることになりました。 

（副理事長	 過昌司） 

10月 29日（水）第 7回 

	 報告事項として、高齢者地域社会の拠点「ぷ

らっとほーむ」事業の一環として10月24日（金）

行われた「地域情報アドバイザー」育成講座の

開催報告（23名参加）、後援した 2014アースデ

イ・イン・川越 立門前の開催報告（本会で実施

したかわごえアジェンダ 21チェックシートは 5

0名に実施、エコマネー50アースを進呈）、新河

岸川水系水環境連絡会の取組に関する報告、会

員動向（3名個人会員が入会し、会員数は個人 1

09、民間団体 31、事業者 25、行政 1 の計 166

会員）、各専門委員会からの報告がありました。 

	 審議事項として、東洋大学理工学部建築学科

が 10月 29日（水）・11月 26日（水）・12月 17

日（水）14:00-16:00に実施する「川越プロジェ

クト 2014 パブリックミーティング」への協力、

かわごえ里山イニシアチブが 3月 14日（土）1

3:00-17:00に実施する「かわごえ里山 2014田ん

ぼフォーラム」の後援、川越環境保全連絡協議

会が 12月 12日（金）に実施する「2014環境小

江戸塾」の後援、出席理事・事務局による埼玉

県地球温暖化防止活動推進センターからの「埼

玉県の家庭における二酸化炭素の排出実態調

査」アンケートへの協力、本会から埼玉県土整

備事務所への市内の川関係団体の交流会の実施

への後援依頼の提出をそれぞれ承認しました。 

（理事長	 小瀬博之）

社会環境部会

	 10 月定例会は 10 月 10 日（金） 福田ビル 3

階にて 12名の参加で行われました。 初に事業

運営委員会の報告で、新たにかわごえ環境フォ

ーラム実行委員会の立ち上げ、川の活動などの

報告がありました。 

	 11 月 29 日の環境講演会の進行、準備するも

の、進行方法などの詳細な検討を行いました。 

	 11 月 15 日の北公民館「かんきょう祭り」の

確認でチラシが 11月号の広報に同封される。 

	 10 月 18・19 日の「川越まつりまち美化」で

の出席応援できる人の確認。 

12月 13日エコドライブの現状報告。 

12 月 23 日歳末まち美化活動、担当が武田さ

んの事情により渡辺さんに変更する。 

	 「緑のカーテン」の進め方について部会終了

後、環境政策課みどりの担当の曾根さんと打ち

合わせを行い、来年度は市と共同で行うことに

決定しました。詳細は今後必要に応じて話し合

うことになりました。 

	 次回 11 月の議事進行役は高橋さんが行うこ

とを確認しました。 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：井口吉三郎） 
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自然環境部会

	 10月定例会は、10月 10日（金）に福田ビル

3階にて 10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	 10/7（火）9名参加 

	 キツネノカミソリ種子保護など 

・水辺の魚類調査	 9/26幡田掘 

・アースデイ 10/5	 雨で野外は使えず、蓮馨寺

で室内展示など 

・チョウの観察	 10/2	 6 名参加	 安比奈親水

公園で、3科 13種のチョウを観察できた。 

・仙波河岸史跡公園植物調査	 10/8  

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、問題点などの話し合いをした。 

③ 月刊かわごえ環境ネット「川越の自然を訪

ねて」の 11月以降の担当について 

（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

	 事業運営委員会に代えて、第 1回かわごえ環

境フォーラム実行委員会を 10月 29日（水）13:

00-14:30 に川越市役所 7C 会議室において行い

ました。委員 8名、事務局 1名の出席がありま

した。 

	 現在の進行状況（10月上旬に環境活動報告集

募集開始、会場使用折衝）と今後のスケジュー

ルについて確認し、主に協賛依頼文と担当者、

午後の行事について検討しました。 

	 協賛依頼文を確認し、事業者会員に 11月郵送

資料に同封するとともに、前回の協賛企業 7社

に対して、個別に協賛依頼を順次行うことにな

りました。 

	 2月 21日（土）に東洋大学川越キャンパスに

おいて開催する予定の第 13 回かわごえ環境フ

ォーラムは、午後に 4年ぶりにワールドカフェ

形式での話し合いを行うことにしました。タイ

トルは（仮題）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

りあおう」として、基調講演の講師候補を決め

て折衝することにしました。川越の環境をはじ

め、交通、観光、景観、福祉、教育、防災、情

報など、まちづくりに関わる方が一同に会し、

交流を持てるような機会にしたいと考えていま

す。広く参加者を募ります。 

（実行委員長	 小瀬博之）

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 10月 17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 8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。7 名の出席者があり

ました。 

	 人口減や少子高齢化になる社会を見すえての

環境基本計画の改訂となりますが、前回提起し

た問題はまだ目標に達成していないのが、この

10年間の感想でした。 

	 今回は 近話題になっている災害についての

話になりました。埼玉県は火山や地震に襲われ

たことがなく、他に比較して自然災害の少ない

環境にあります。川越では過去に水害はあった

ものの、現在は河川改修、遊水機能の強化でよ

り安全な街になってきています。自然や便利さ

がほどほどミックスした地域として安心して生

活できるちょうどよい環境となっています。 

	 市民の関心をさぐりますが、身近な問題とし

てはごみ問題があります。可燃ごみの増加を受

けて減量対策が模索されています。近隣の自治

体では簡単にできるごみ減量が取組まれていま

す。過剰包装や食べ残しなどすぐに取り組めま

すが、市民にどのように広げるのかが課題です。 

川越には自然がまだ残されており、開発には

寛容な面がありますが、知らないうちに生物の

多様性が崩壊しないように市民に知らせて目を
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配ることが課題です。 

	 次回は、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。 

	 次期川越市環境基本計画に対する提言は 12

月までまとめて、1 月には会員の意見をうかが

うことになりました。10年間の川越市の環境問

題の取り組みの基本を決めますので、積極的な

意見表明をお願いします。 

	 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/ 

（小瀬博之・過昌司） 

 

おしらせ

【トピック①】「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てい

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。 

	 会員のみなさまには募集要項を 10 月郵送資

料に同封しました。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。 

 

【トピック②】環境講演会「リサイクル社会への挑戦〜ごみ問題の解決と自然再生〜」

	 11月 29日（土）13:30-15:30にやまぶき会館

C 会議室で、環境カウンセラーの浅倉孝郎さん

（宮代町在住）をお招きし、「リサイクル社会へ

の挑戦〜ごみ問題の解決と自然再生〜」と題し

た環境講演会を実施します。 

	 浅倉孝郎さんのメッセージ「リサイクルにも

落とし穴がある。そういわれるとどきっとして

しまう。以前は大量生産、大量消費、大量廃棄

だった。そして今は大量リサイクル社会となっ

た。ごみはたくさん出す。「でもリサイクルすれ

ばいいんじゃないの」。そう思っていませんか。

ごみ問題はリサイクルだけでは解決しません。

ではどうすれば解決できるのでしょうか。国内

外の事例や自然再生から読み解いていきます。」 

	 浅倉さんは、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③・後援】「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。 
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「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）

【トピック④・協力】東洋大学理工学部建築学科「川越プロジェクト2014」パブリックミーティング
	 東洋大学では川越市からの調査業務を委託さ

れ、公共施設等総合管理計画のために社会実験

に協力することになり、学生向けの演習課題「川

越プロジェクト」としてこれに取り組んでいま

す。課題として、地域の中の新しい学校のあり

方と公共施設マネジメントの長期ビジョンを探

るために、初雁中学校及び川越市役所を敷地と

仮想して小中一貫校の計画提案を行います。3

回にわたる「パブリックミーティング」を開催

し、地域のみなさんの参加を得て設計案を進化

させていきます。会場で学生のプレゼンテーシ

ョンを聴いていただき提案に投票していただき

ます。 

日時・場所： 

第 2 回	 11 月 26 日（水）14:00-16:00	 川越市

北公民館 

第 3 回	 12 月 17 日（水）14:00-16:00	 川越市

中央公民館軽体育室 

参加申込：不要 

	 どなたでも直接会場にお越しください。 

【トピック⑤・お願い】生き物の情報を教えてください

	 川越に生息している生き物のデータベースを

作成するために、自然環境部会と環境政策課で

これまでに市内で観察された生き物の情報を集

めています。これは、川越で希少になった生き

物を保護するとともに、将来の生物多様性を守

るために必要な事業です。 

	 本会が主催した観察会やモニタリング調査結

果を集めていますが、一部の地域や生き物に限

られています。広くかつ多くの種類を集めるた

めにみなさんの協力が必要です。 

	 観察した年は問いませんので手元にあるデー

タをお寄せください。 

*電子データや手書きでも結構です。 

*情報提供先は環境政策課まで
書式例 

和名 場所 土地区分 確認年月日 被度 
市内希少種 
（私的見解） 

      
      
      
      
      

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 11月度） 

日時：11月 14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 10月度） 

日時：11月 14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 12月 12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 11月度） 

日時：11月 17日（月）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） 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（2014

年度第 2回） 

日時：11月 25日（火）14:00-15:30 

場所：川越市役所地階修養室 

◆理事会（2014年度第 8回） 

日時：11月 25日（火）15:30-17:00 

場所：川越市役所地階修養室 

●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 9回） 

日時：11月 28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 

社会環境部会主催行事

★【トピック②】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：川越市環境政策課（Tel.049-224-5866） 

 

★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） 

＊両者とも広報川越 1329号（平成 26年 10月 2

5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：11月 4日・12月 2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：11 月 10 日（月）、11 月 24 日（月）、12

月 8日（月）、12月 22日（月）いずれも 9:30-1

2:30 

内容：調査・観察会 

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） 

 

 

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 

①11月 17日（月）・30日（日） 

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。今回はバスで移動します。園内
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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。 

②12月 21日（日）・26日（金） 

	 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。

 

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：11月 8日（土）9:30ごろ-12:30ごろ 

   12月 13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 
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 

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：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

を求めています。仲間づくりしませんか？ 

◎農作業 

日時：11月 7日（金）、11日（火）、14日（金）、

18日（火）、21日（金）、22日（土）、25日（火）、

28（金）、29日（土） 

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：11月 8日（土）10:00-12:00 

◎【イベント】稲わらであそぼう 

日時：11月 15日（土）9:00-12:00 

	 外あそび。稲わらの家づくりやクラフト体験。 

◎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。 

 

 

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：11月 22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：合宿所東側・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（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）、その他必要なもの 

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。 
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＊今後、12月13日（土）・1月10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/ 

◎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）16:3

0-22:00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」） 

＊詳しくは、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 ページをご覧

ください。 

https://www.facebook.com/toyosojolightup

 

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

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めざします。 

	 戦前までは日本各地に普通に生息していた

「コウノトリ」や「ホタル」の里を復活させま

しょう!! 

◎理事会 

日時：11月 22日（土）15:30-17:00 

場所：地域交流センターみなみかぜ（埼玉県川

越市吉田 204-2） 

内容：理事会では、来年に向けて主に「シェア

田んぼ」、「田んぼフォーラム」、「生きもの調査」

について話し合います。会員のほか、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。

みんなで連携していろんなアイデアを出し合い

生きものの賑わいを取り戻しましょう。 

	 同時に入会受け付けも行っています。 

 

 

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）菊池三生（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：11月 4日（火）・20日（木） 

12月 2日（火）18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：11月 9日・12月 14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：11月 22日・12月 27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。 

①11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。 

②12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。 

 

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

日時：11月 23日（日）10:00-12:00 

場所：八幡橋下流 
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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、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：300 円、高

校生以下 100円（保険料・資料代として） 

①11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。 

②12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。

新河岸川広域景観づくり連絡会 問い合わせ：渡辺利衛（Tel＆Fax.049-242-4322） 
◎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、川崎橋左岸の 3か所に集合。 

1) 宮下橋右岸：上流田谷堰までと下流新城下橋

までに分かれて河岸清掃。ごみは北公民館階

段裏。担当：菅野仲夫（090-1206-0628） 

2) 旭橋右岸：上下流河岸清掃、旭橋左岸にごみ

集積。担当：西田寿（090-2181-7134） 

3) 川崎橋左岸：養老橋先まで蓮光寺近くまでの

左岸を清掃。養老橋左岸にごみ集積。担当：

青木弘（080-3255-1973） 

広報委員会からのおしらせ 
●訂正 

	 本紙 10月号（No.096）「新河岸川いい川づく

り勉強会」9月 20日（土）第 1回開催の記事の

6ページ右段 10行目の勉強会主催は勉強会実行

委員会主催の間違いでしたので訂正します。 

●本紙への原稿投稿を受けつけています 

	 2014年 12月号（No.098，12月 1日発行予定）

の掲載原稿は、11 月 15 日（土）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。 

●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。 

 
●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 



月刊 かわごえ環境ネット	 2014年 11月号	 No.097 

- 18 - 

イベントカレンダー（11月 5日〜12月 27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 

11/5 
◎16:30小江戸
川越ライトアッ

プ（12/25まで） 
 

11/6 
★8:20狭山丘陵
見学バスツアー 

11/7 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

11/8 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 

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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

11/12 11/13 11/14 
◎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 

11/15 
★9:00北公民館
かんきょう祭り 
◎9:00稲わら
であそぼう（み

なみかぜ） 
○本紙 12月号
入稿期限 

11/16 
 

11/17 
◆9:00広報委
員会 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

11/18 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

11/19 
◎9:00かわご
えエコツアー 

11/20 
◎13:30まち
美化啓発運動 
○環境活動報

告投稿・発表

申込期限 

11/21 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

11/22 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◎9:45こもれび
の森・里山支援隊 
◎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 
11/23 
勤労感謝の日 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 
◎10:00小畔川
魚類調査 

11/24 
振替休日 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

11/25 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
◆14:00かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 
◆15:30理事会 

11/26 
◎14:00「川越プ
ロジェクト201
4」パブリックミ
ーティング 

11/27 
 

11/28 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
●17:00アジェン
ダ見直し勉強会 

11/29 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
★13:30環境
講演会 

11/30  
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

12/1 
 

12/2 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/3 
 

12/4 
 

12/5 
 

12/6 
 

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 
 

12/11 
 

12/12 
●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 
◎9:45こもれび
の森・里山支援隊 
★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 

12/15 
○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 
○環境活動報

告集レポート

投稿期限 

12/20 
 

12/21 
◎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 
 

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 

月刊 かわごえ環境ネット 2014年 11月号 No.097 
発行日	 2014年 11月 5日	 編集・発行	 かわごえ環境ネット 広報委員会 
事務局	 〒350-8601 埼玉県川越市元町 1-3-1 川越市環境部環境政策課 

Tel. 049-224-5866（直通）	 Fax.049-225-9800	 E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 
かわごえ環境ネットホームページ	 http://kawagoekankyo.net/ 


