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【巻頭言】人と生き物の共存	 トキの場合

 
大空を舞うトキ 

（出典：佐渡市：佐渡島環境大全） 

 
ねぐらのトキ 

（出典：佐渡市：佐渡島環境大全） 

 
棚田再生、新潟大学の事業 

 
 

	 新年あけましておめでとうございます。年頭にあたりみなさまのご健康とご多幸を祈念いた

します。本年もかわごえ環境ネットをよろしくお願いいたします。 

	 トキの保護・野生復帰に関することはよく知られているところですが、昨年10月に実際に佐

渡で保護活動に参加してみて感じたことなどをお伝えしたいと思います。 

	 明治時代以前、トキはほぼ日本全国に普通にいて、明治25年の「狩猟に関する規則」で保護

鳥33種の中にも含まれなかった。その後明治41年には保護鳥に加えられたが、美しい羽ゆえ

か乱獲が続き、大正末期にはほぼ全国から姿を消し、能登半島、佐渡にわずかに残るのみとな

った。昭和27年には国の「特別天然記念物」に指定される。佐渡でトキ保護の第一人者とされ

る佐藤春雄氏がこの時22羽を観察している。戦後すでに絶滅レベルの個体しか残っていなかっ

たことになる。（佐藤春雄氏は2014年12月9日に死去された。享年95歳） 

	 この頃から保護活動が動き出し、飼育下での人工増殖が試みられたが成功しなかった。やが

て日本産トキの最後の一羽「キン♀」も高齢になり、日本産トキの人工増殖は終焉を迎えた。

これが平成6年頃の話である。その後平成11年に中国産のトキを贈呈され、人工増殖が軌道に

乗っていき、年々飼育数は増えていった。キンは平成15年に推定36歳で息を引き取った。 

	 飼育数が100羽を超えた平成20年から野生復帰のための放鳥が始まり、この様子はテレビな

どで報道されているのでよくご存知のことでしょう。私が佐渡に行った際は野生復帰したつが

いから雛が育ったことが話題になっていました。車で移動している時も田んぼでトキが数羽、

採餌しているのに出会うこともありました。ここまでくるのに佐渡の人々は本当にがんばった

んだ、と地元の方と話していて実感しました。トキはドジョウ、カエルなどがエサなので田ん

ぼ農家は冬でも水を残しておくそうです。トキの保護事業は国、県などのビッグプロジェクト

でしたが、ここまで動かしたのは佐渡の人々のトキと暮らしたいという思いだと確信しました。

ビオトープ・棚田の整備などに携わる市民団体は何十とあり、佐渡はトキを超えて豊かな自然

を手に入れているように思えました。    自然環境部会代表	 賀登環 
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川越の自然を訪ねて（28）生物多様性保全とデータベース
	 川越にはいったいどれくらいの生き物が生息

しているのか？	 このような疑問は普通にわい

てきますが、いざ、川越の図書館にいっても市

に問い合わせてもはっきりしたデータはありま

せんでした。自然誌としての蓄積はないらしい

ということです。 

	 環境ネット自然環境部会では、発足当時から

調査・保全活動に取り組んでいましたので、生

物相の記録や希少種保全について川越市と話し

合いを進めてきました。昨年度から環境政策課

が生き物データベースの構築をスタートしまし

たので協力して進めています。市では次期の緑

の基本計画にも反映させたいということです。

	 ここまでの経過報告とみなさまへの協力お願

いについて述べたいと思います。 

	 表-1のデータは主に本会と市がこれまで蓄積

した調査データをリストアップしたものです。

	 市のデータは大規模な事業の際の調査、本会

のものは活動エリアでの調査ですが、どちらも

地域的に偏りがあり、まだまだ市域の把握には

ほど遠い現状です。川越市の古谷、山田、芳野

地区などのデータが不足しています。また、こ

れまで調査された場所もスポット的で十分なも

のではありませんので、ぜひ多くの方々の協力

がほしいところです。散歩などのついでに情報

をお知らせください。書式は表-2の要領で場所、

日付などお願いします。不明な点は環境政策課

へお問い合わせください。 

	 川越にはもう、この場所からいなくなると絶

えてしまう、という生き物がいくつか確認され

ています。公有地であれば保全策をとることは

できますが民有地ですとなかなかたいへんです。

生き物データベースを作ることで川越の生き物

の実態が明らかになり、希少種の保護策ができ

ることを願っています。過去にはムサシトミヨ、

ホタル、ミドリシジミなど、川越に普通にいた

ものがいなくなってしまいました。昭和 30年代

頃のデータをお持ちの方はぜひご提供いただき

たいものです。 

	 巻頭言に書かせていただきました「トキ」の

ようなことは別格としても、川越でも生物多様

性保全のために生き物へのまなざしがふえると

いいなと思っています。 

（賀登環） 
 

表-1	 これまでに集積されたデータ 
分類 種数 RD数 種の例示 
哺乳類 27 3 モグラ、タヌキ、ノウサギ、アカネズミ、アブラコウモリ、アライグマ、ハクビシン 

鳥類 90 15 
コジュケイ、シジュウカラ、ハシブトガラス、スズメ、ルリビタキ、ツグミ、マガモ、

ヒドリガモ 
爬虫類 7 1 カナヘビ、ニホントカゲ、ヤモリ、カミツキガメ 
両生類 7 2 トウキョウダルマガエル、ニホンアカガエル 
魚類 61 5 オイカワ、カマツカ、シマドジョウ、コイ、ブラックバス、カワムツ、アユ 
昆虫類 795 14 ウラナミアカシジミ、アカボシゴマダラ、タマムシ、コクワガタ、カブトムシ 
クモ類 35 0 ジョロウグモ、ナガコガネグモ、ハナグモ、イオウイロハシリグモ 
甲殻類 10 3 テナガエビ、ヌカエビ、スジエビ、モクズガニ 
維管束植物 566 24 セイヨウタンポポ、カントウタンポポ、ミクリ、コナラ、アカマツ、クサソテツ 
菌類（キノコ） 103 0 アイタケ、マンネンタケ、チチタケ、テングタケ、ヤグラタケ 
＊RD：絶滅危惧種 

表—2	 データ登録の形式 
種名 場所 メッシュコード 土地区分 年月日 被度 RDリスト 
キツネノカミソリ 池辺公園 53396385 公有地 2014年7月 少ない 準絶滅危惧種 
キツネノマゴ 川越市森林公園計画地 53396349 公有地 2012年7月 

  
キュウリグサ 仙波河岸史跡公園 53396389 公有地 2014年7月 

  
アキノタムラソウ 川越市森林公園計画地 53396349 公有地 2008年7月 少ない 

 
ナガバギシギシ 新斎場予定地 53397400 水田 2012年5月 

  
クズ 安比奈親水公園 53396374 公有地 2014年6月 林縁多い 

 
＊メッシュコード（3次メッシュ）はGISツール.com（http://www.gis-tool.com/mapview/areameshmap.html）で確認できます。
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私のエコ暮らし（5）加害者になりたくない!!
表	 16年間松岡家の電気・ガス・水道使用量・支払額 

年度 家族 
電気 LPガス 上下水道  1か月の基本料金 

年間使用量 支払額 年間使用量 支払額 年間使用量 支払額 電流 料金（税込） 

平成 11年 
5人 

3,263kWh 80,299円 158.0m2 67,621円 277m2 42,582円 10A 280.80円 
～19年 1,891kWh 44,815円 119.9m2 63,047円 167m2 25,213円 15A 421.20円 

20年 
4人 

1,690kWh 43,288円 120.9m2 76,140円 158m2 23,801円 20A 561.60円 
～23年 1,545kWh 37,397円 100.8m2 63,353円 173m2 27,315円 30A 842.40円 

24年 3人 1,454kWh 36,673円 89.8m2 60,055円 179m2 29,614円 40A 1123.20円 
25年 

2人 1,292kWh 35,350円 65.1m2 52,302円 156m2 27,570円 50A 1404.00円 
～26年 1,281kWh 37,841円 57.5m2 54,825円 130m2 23,274円 60A 1684.80円 

＊アンペア・ダウン：H23年 5月 19日	 40A→30A、基本契約を見直して電気代も節約

	 35 年前、「琵琶湖の赤潮」の原因は、台所や洗濯に使っ

た合成洗剤！と友の一言を聞き、加害者になりたくなくて

石けんを探しまわった。 

	 諦めたところに安全な食材と共同購入で石けんが手に入

った。 

	 風呂の残り湯を運び出しての粉石けんで洗たく。台所は

固形石けん。シャンプーも石けんにした。よりエコ暮らし

の仲間達に出逢って「汚れの70%は水だけで落ちる」「汚れ

たところだけ石けんで洗っている」という。そうか私も実

践！「しょう油1滴」、魚が住める水にするまでには洗面器

何倍の水が要ると思う？」と問う子に、1敗？？？。 

	 人の食す調味料でも・・・盛りつけから考えた。食器に

残った調味料は回収されない布などで拭き取って洗うこと

にした。 

	 子供の頃はよくうどんを茹でると「髪洗いなさーいって

言われたわ」という公民館、館長さんと、パスタの茹で汁

で洗たくするのを見てやってみた。そばの茹で汁でもいい

感じ。これが無いと酢で洗髪する（薄毛の人お試しあれ）。

石けんシャンプーもたまには使う。使い始めたころより石

けんの使用量も減り、もちろん水の使用量も減った。水の

大切さを学校教育の中で実践するよう小中の校長先生に頼

んだ。その先生から紹介され聴いたネットワーク「地球村」

代表高木善之氏の講演。忘れもしない2000年5月11日、

ショックだった。孫、ひ孫、100 年先の子孫のためと思っ

てやってきたが、そのときはもっと早い！と感じ取った。 

	 「地球温暖化」過去100年間で地球の平均気温は0.8C上

昇したが、日本の場合、都会ヒートアイランド現象で2～3℃

上昇し、すでに各地で異常気象が起きている（東京は 100

年前の鹿児島、この 100年で 3℃上がったグラフと記事を

見た）。地球の平均気温が5℃上昇すると日本は10℃以上上

昇、大変なことになる。熱波、干ばつ、豪雨、台風の大型

化、自然災害の規模拡大、農作物の打撃、食糧危機がさら

に深刻化し、私たちの生活は大きな打撃を受ける・・・こ

うならないように、こうしないように、やるしかない！ 

※温暖化は世界全体が一様に暑くなるのではなく、局地的

な高温と低温、局地的な豪雨と渇水など二極化してゆく。

主な原因は大気中の二酸化炭素がこの 100年間で急増、私

たちの便利快適な生活が原因としか考えられない。輸送と

発電にかかる割合がかなり大きいとのことなので、自動車

に乗ることを極力やめた。自転車と公共交通を使う。体力

もついた。 

	 電気は、ダウン・アンペア（40A→30Aに。問題なし、2

0Aを考える）。 

	 一家団らん、みんなで仲よく一つの部屋でを基本にして

いる。エアコンはないまま、健康を考え、外気温 5℃差を

めざし、寒い時は重ね着など、北風除けにすだれを取り付

けまま。内側は 3重や丈の長さを変えたカーテンなどで工

夫している。 

	 いろいろ工夫することで脳への刺激にもいいようである。 

	 また、可燃ごみの量を減らせば、輸送にかかわるエネル

ギー、焼却そのもののエネルギーも減らすことができるか、

ごみが少ない買い方をする。生ごみは全て堆肥にして家庭

菜園、花づくり、生ごみそのものにする前に皮ごと食べら

れるものは皮ごと、皮をむいたものは、それで一品作る（ダ

イオキシンや放射性物質が気になる時は作らない）。これか

らも買うものは材料調達・製造・使用・廃棄後のリサイク

ルを含めてトータル的に考える。子どもたちに永続可能な

自給自足の暮らしを一緒に体験しながら伝えていきたいと

思う。 

	 加害者にも被害者にもならないように。（松岡寿賀子）
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かわごえ環境ネットの活動報告

環境講座「リサイクル社会への挑戦」 社会環境部会

  
講座風景

	 11 月 29 日（土）やまぶき会館、C 会議室に

て、講師に浅倉孝郎先生（廃棄物、リサイクル、

環境計画、環境教育・月刊廃棄物：編集部在籍）

を迎えて「リサイクル社会への挑戦」と題して

講演会を開催しました。 

	 当日は雨となり心配していましたが、31名の

参加者で無事開催することができました。 

ゴミ問題の解決と自然再生 

	 限りある地球の資源を人間の欲望を満たすた

めに掘り続け、大量のごみと CO2を出し続けて

行けば子孫はどうなるのか、改めて真剣に取り

組まないと、もはや取り返しのできぬところま

で来ているのではないかと痛感しました。 

	 ごみを出さない工夫は、物を買う時から考え

ておかないとごみになる（衝動買いは慎もう）。 

物を大切に使う（安価な物をたくさん持つので

はなく価値ある物にしぼる）。 

	 ごみを処理するために一人当たり年間 14,000

円かかっているとのこと。ちなみに川越市は 11,

015円（平成 24年度）だそうです。ごみを処理

するためには焼却する。焼却費用と CO2が発生

する。混ぜればごみ、分ければ資源（リサイク

ル）、この分別の徹底することの必要性を感じま

した。現に 34分別している所が存在していると

のこと（徳島県上勝町）。老人も多く住み特別な

町ではないそうです。我々もまねたいものです。 

リサイクルのよい点 

★燃やす・埋めるごみの減少	 ★化石燃料（石

油、石炭など）の節約	 ★リサイクルしやすい

容器包装 	 ★事業者にもお金を出させた（EP

R：拡大生産者責任）	 ★地球環境にもよい 

ゴミ問題を解決する 6つのキーワードとは 

★地球環境を意識（地球温暖化・資源）★予防

原則（ごみを出さない）★コスト（特に税金）

を意識★拡大生産者責任（EPR）★市民、行政、

事業者の連帯・協働★ライフスタイルを変える

（3R→2R）とのこと。 

発想の転換 

今まで（対処療法） 

★空気－汚れた空気→きれいにする。★水－汚

れた水→きれいにする。★ごみ－出たごみ→リ

サイクルする。★生き物－外来生物→駆除する。 

★自然―壊した自然→再生する。★エネルギー

－たくさん使う→省エネ。 

手間もお金もかかる！本当の解決にならない！ 

これから（予防原則） 

★空気－汚れた空気→出さない。★水－汚れた

水→出さない。★ごみ－ごみ→出さない。★生

き物－外来生物→持ち込まない。★自然－壊し

た自然→壊さない。★エネルギー－たくさん使

う→使わない。もとから絶つ。 

	 今回の講演会の反省点として、今後開催する

場合、会場選びには気をつけたい。講演中クレ

ームがとなりの会場から入った点。 

（井口吉三郎） 

 
 



月刊 かわごえ環境ネット	 2015年 1月号	 No.099 

- 5 - 

エコドライブ教習会 社会環境部会

 
教習スタッフ紹介 

 
教習車で出発 

 
小瀬理事長から認定証の授与

	 12 月 13 日（土）農業ふれあいセンター（伊

佐沼）でエコドライブ教習会を環境政策課との

協働で実施しました。 

1.準備段階 

（1）9月から社会環境部会の後、環境政策課と

部会メンバー4 名とで進め方や当日のタイムス

ケジュール・分担などを話し合った。 

（2）広報川越と本紙に受講希望者の募集記事を

掲載したが希望者が集まらなかったため、環境

政策課のご努力で伊佐沼近隣他の自治会にお願

いしたところ、キャンセル待ちが出るほど集ま

りホッとした。 

2.教習会当日 

（1）会場設営と教習車の準備（8時～） 

会場に環境政策課と部会メンバーが集合し、教

習会場の設営と教習車（レンタカー4 台）に燃

費計を取りつけた後、教習コースを試運転して

燃費計の作動確認などを行った。 

（2）受講者受付（11時 30分ごろ～） 

	 受講者（年齢層が 20代から 80代と多岐）が

来場したが、1名が急きょ欠席のため 11名で実

施することにした。 

（3）開会（12時）～実車走行（通常運転） 

	 開会式の後、4 班に分かれて教習車に乗り込

み「いつも通りの運転」（講義前の燃費計測） 

（4）講義 1：エコドライブの必要性と運転操作

におけるエコドライブ 

発進：ふんわりアクセル eスタート 

（5秒で時速 20kmを目安に加速） 

巡航：速度変動を抑え、加減速の少ない運転 

減速：早めのアクセルオフ 

停止：5 秒以上駐停車するときはアイドリング

ストップ 

（5）実車走行（エコドライブの実践） 

講義で学習した「発進・巡航・減速・停止を緊

張しながら運転」（講義後の燃費計測） 

（6）講義 2：運転操作以外のエコドライブ 

A）タイヤの空気圧を適正に（給油時に点検） 

B）エアコンの使用は適切に（温度設定他） 

C）暖機運転（アイドリング）はしない 

D）車を軽くする（遠出以外はガソリンを満タ

ンにしない。ガソリン 30Lは 22kg） 

E）空気抵抗を減らす（使わないスキーキャリ

アなどは外す） 

F）エコドライブ実践により交通事故が削減 

（7）体験談:部会メンバーから、エコドライブ

を実践することで安全運転となり家族にほめら

れたことや、車の買い替え時にはエコカー購入

したことなど、参考になる話があった。 

（8）エコドライブ診断書：受講者に診断書を渡

しその内容を説明した。講義前より講義後の方

がみなさん燃費改善していた。何と 80%も改善

した方がいた。 

（9）受講者にヒアリング：受講したことに満足、

今回勉強したことの実践と周りの人への勧め。 

（10）小瀬理事長から認定証の授与～閉会（16

時） 

	 スタッフのみなさま、たいへんお疲れ様でし

た。私の車はエコカーではないが、車を極力使

わず徒歩や自転車・公共交通機関でエコを実践

している。「楽しいエコ暮らし」を信条として、

緑のカーテンなども楽しんでいる。（高橋啓二） 
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歳末まち美化活動の報告

 
写真 1	 本川越駅前交番横で集合写真（参加者 30名） 

 
写真 2	 小さなたばこを拾うのは根気がいります

	 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち

美化活動、12年目の今年も天皇誕生日の 12月 2

3 日（火・祝）に実施、本川越駅前交番横から

市内中心部を 9コースに分かれてごみ拾いをし

て回り、中央公民館前でごみの分別を行った後、

旧川越織物市場で太麺焼きそば（有志差し入れ）

を食べて解散しました。 

	 当日は 9時 30分に本川越駅前交番に集合、参

加者は 30名、今年も武州ガス株式会社の社員と

ご家族 7名が参加、また横浜市保土ヶ谷からの

参加者もいらっしゃいました。 

	 責任者の渡辺利衛さんより、収集の仕方とコ

ースの説明を受け、集合写真撮影（写真 1）の

後、9 コースに分かれクリーン活動を開始しま

した。各コースは、本川越駅を出発し、川越駅、

川越市駅やクレアモール、喜多院、川越城本丸

御殿等の中心市街地や名所旧跡の観光地を回り

ながら中央公民館に向かうものです。 

	 晴天に恵まれたこの日、参加者はまち美化活

動のゼッケンを着け、ごみを拾いながら、空き

缶・紙くず・たばこなどのポイ捨て止めましょ

う！をアピールしながら師走の市内中心部を進

み（写真 2）、中央公民館でごみの分別作業を行

いました。その後旧川越織物市場に移動し、中

庭で熱いお茶と川越名物の太麺焼きそばを食べ、

歓談して解散しました。 

	 ごみ拾いは、まち美化の効果とともに、屈伸

や歩行を行うことにより、エクササイズ（exerc

ise英語で運動の意）の効果もあります。来年も

奮って多くの方々のご参加を!!  （菊地三生） 

 

 
9コースに分かれて中心市街地のごみを拾いました 
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川の再生をめざした交流会－6団体参加

 
会場の様子 

	 11 月 30 日にアトレ地下の会議室で「川の再

生交流会」を行いました。流域ごとの交流会は

これまで持たれていましたが、地域をまとめる

交流会は初めてです。また、本会としても初め

ての試みで、今後このような交流会が続くこと

が期待されています。 

	 当日参加したのは 6団体と個人参加 2名の合

計 11名の参加でした。講師には川の国アドバイ

ザーで比企の川づくり協議会代表の渡辺仁氏に

お越しいただき、比企での教訓的な活動を紹介

していただきました。 

	 その次に、各団体からの取組を報告してもら

い若干の交流をしました。SUNJOY南小畔川か

らは、河川を防災からの視点で捉え川への関心

を高めて楽しみながらの活動、南小畔親水クラ

ブからは、環境教育に川を利用した活動。小畔

川の自然を考える会からは、「魚のすみやすい

川」に改修工事に行い魚が増えてきて、今年は

アユの遡上が見られたことなどが報告されまし

た。 

	 来年は川越県土との懇談会、小畔川の生き物

調査など交流を深めることになりました。 

（過昌司） 

会員からの報告

6月から 12月の活動概要／里山再生プロジェクトの紹介 こもれびの森・里山支援隊

 
東洋大学川越キャンパス内の施業範囲（略図） 

	 東洋大学川越キャンパスの遷移が進むこもれ

びの道周辺の森「こもれびの森」を生物多様性

豊かな里山に再生しようと、今年度から活動し

ている任意団体「こもれびの森・里山支援隊」。

林野庁森林・山村多面的機能発揮対策交付金を

受け、森林所有者である東洋大学との協定を結

んで、主に鶴ヶ島駅からの通学路である「こも

れびの道」周辺に広がる未管理のエリアを対象

として、常緑広葉樹であるヒサカキやシラカシ

の下刈りやヒノキやコナラの枯損木の除伐を行

っています（施業エリアは地図参照）。 

	 12月からは、私たちの活動とは別に大学主導

で里山再生プロジェクトが進行しています。約

1ha のグラウンドを耕うんし、植林することに

よって、年度内に生物多様性の森が出現します。 

	 1月 10日（土）には、こもれびの森・里山支

援隊のイベントとして「チップ化と薪割り体験」

を NPO 法人つるがしま里山サポートクラブの

協力を得て行います。伐採木の活用とともに森

林に親しんでもらうものです。ぜひご参加くだ

さい（詳しくは「おしらせ」で）。（小瀬博之） 

 
耕うんが進む川越グラウンド（12月 20日撮影） 
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「かわごえエコツアー」報告 福原ファームクラブ

 
モデルハウス内を説明中の大野さん 山口邸	 増上寺から移築の石灯籠

	 11 月 19 日（水）第 6 回になる「かわごえエ

コツアー」を行いました。参加者は「福原ファ

ームクラブ」のメンバーと事務局を加えての 23

名。参加人数が予定より少なく、こぢんまりと

したツアーでしたので、知らない人との会話も

自然と多くなり、みんなが仲よくなれたツアー

でした。 

	 ツアーの 初は「川木建設」（広栄町 4-6）で

す。敷地内に立てられた展示スペースと「体感

型モデルハウス」の見学です。住宅事業部の大

野さんと企画部の夢川さんの案内で、内部を回

ります。「イマドキの住宅」は Smart（ 新設備

でエネルギーを上手に使う）で Eco（自然の光

と風を取り入れた心地よい住まい）、それと高い

耐震性を伴った縁側のある間取りです。「電気と

ガスの良いとこ取り」の言葉通り、現在と将来

を見越した工夫が各所に見られ、「息子や孫が家

を建てるときに参考になるね。」と参加者の声。

地元の会社だけに口コミによる「無理をしない

安心、納得の家づくり」を実践しているオンリ

ーワン木造注文住宅会社でした。 

	 次は、今福の山口邸と雑木林です。山口邸は

「川越の人物誌 第 2集」に記載されている山口

正興氏（1850～1922年、10代で名主に就任）の

家で、入曽街道に面し、とても立派な門と、庭

園の真ん中に増上寺から譲り受けた「石灯籠」

や小高くなった所に神社もある秘密の名庭園で

す。福原ファームクラブで手入れを手伝ってい

る「今福雑木林の会」との関わりから見せてい

ただくことができました。 

	 雑木林は過さんに依頼し循環型農業のあり方

や、雑木林の価値などについて説明してもらい

ました。 

	 続いては川越水上公園です。「川越の自然」に

掲載している通り秋のメタセコイアや紅葉が美

しく迎えてくれました。ガイドは「川越水上公

園自然観察の会」の鈴木さんです。1 時間ほど

でしたが、河川敷の観察道路をていねいな語り

口で回ってくれました。冬は富士山撮影のビュ

ーポイントもあり、また訪れる楽しみができま

した。 

	 後は「田谷堰」と「ヤオコー美術館」です。

建築家の伊東豊雄氏の設計した美術館は新河岸

川のほとりに佇み、周りを散策路に囲まれた瀟

洒な建物です。展示されている三栖右嗣氏の「爛

漫」（500号の桜）他、年 2回の入れ替え絵画の

数々は胸にぐっと迫ってきます。絵画の前に座

って、物思いにふけるのもなかなかのモノです。 

	 このエコツアーの詳細は2月21日に発行され

るかわごえ環境フォーラム「かわごえ環境活動

報告集」に書きますが、川越のグリーンツーリ

ズムにつながるような発見があったように思い

ます。 

	 来年もまた企画をして、川越エコポイントを

探したいと思います。 

（横山三枝子） 
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埼玉環境カウンセラー協会との協働にむけて 
埼玉環境カウンセラー協会（SECA）の活動状況 

	 埼玉環境カウンセラー協会（以下 SECAと略

す）は 1998年に設立され、今までの登録延べ人

数は 143名にも及びますが、現在は約 50名の環

境カウンセラーが活動しています。 

	 環境カウンセラーは、環境に関する幅広い専

門知識と第一線で活躍してきた経験や各種資格

を有し、環境省の審査を経て登録された専門家

です。SECA の発足当時を思い起こしてみます

と、1997 年 12 月に京都で第 3 回気候変動枠組

条約締約国会議（COP3）が開かれ、「京都議定

書」が採択されたころでもありました。 

	 当時は、CO2削減目標を 1990年比 6%とし、

産業界、一般市民、公官庁揚げて取組を強化し

た時代でした。 

	 しかしながら、日本は 2013年から 2020年の

京都議定書第 2約束期間には不参加を表明し、

又、東日本大震災による原発停止後は、日本の

将来に向けたCO2削減目標を決めきれずにいま

す。 

	 このような背景もあって、国民全体の省エネ

意識や、CO2 削減に向けた取組みが弱体化して

いるようにも感じます。懸かる状況の中、SEC

A としては今年度の重点活動の一つとして、地

域環境活動との連携強化を挙げました。 

	 その具体化策として「環境教育カタログ」の

作成および普及活動の充実を図ることとしまし

た。 

川越地域の環境活動との連携 

	 SECA では、従来から埼玉県内の自治体、企

業、環境保全団体に対してイベント支援、講師

派遣、環境審議会委員推薦等の活動を行ってき

ましたが、その活動実態としては、まだまだ限

定的であると考えておりました。 

	 本年 7 月、SECA 会員が実施した講習会・講

演会等の情報を集約し、「環境教育カタログ」の

初版ができあがりました。現在は、さらに充実

したものすべく改訂版を印刷中であり、また、

SECAのホームページ（http://www5.ocn.ne.jp/~s

ai-eca/）でも閲覧できるよう仕組みを整えつつ

あります。 

	 この初版の「環境教育カタログ」をかわごえ

環境ネットに紹介したところ、社会環境部会の

方から講演候補の提案があり、SECA 会員であ

る浅倉孝郎先生に環境講演会の講師をお願いす

ることになった次第です。 

	 講演としては「リサイクル社会の挑戦」との

演題で、幅広い視点から廃棄物・ごみ処理問題

の話をしていただき、たいへん参考になりまし

た。 

	 また先生には、講演に先立ち、川越市資源化

センターにもおいでいただき、資源循環推進課

の波田野副課長と一緒に施設見学、質疑応答を

していただきました。先生からは、こんな立派

な資源化センターを見たことがないとの称賛の

言葉をいただきましたが、逆に言えば、それだ

けコストがかかっているわけです。 

	 折りしも本年 11月には、「廃棄物減量等推進

審議会」から川越市長あてに家庭ごみの有料化

に関する答申書が提出されましたが、ごみ等の

削減、コスト負担は市民に直結する重要な問題

ですので、これからも、SECA 会員からの他地

域での参考事例も含め、建設的な情報提供がで

きればよいと考えています。   （宮﨑誠） 

入会案内へのリンク 

◆かわごえ環境ネット会員募集	 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。1 月から 3

月入会者は、年会費個人会員 1,000円、団体会員 2,000円が次年度からの請

求となります。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://kawagoekankyo.net）をご覧ください。 
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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 

	 
吉田地区のかわわシェア田んぼ予定地（一番手前）	 

	 
隣接する小畔川水鳥の郷公園の春を待つ桜並木

吉田地区からの報告 

	 吉田地区では、平成 27年から“川越の輪”を

意味する“かわわ”シェア田んぼ 1号田がスタ

ートします。みんなで小規模の田んぼをシェア

して無農薬のお米を自給しようという試みです。 

この試みは、田んぼが環境を保全し里山を保全

するという役割から、休耕田をなくしていこう

という取り組みです。小規模の田んぼを専業農

家でなくてもみんなで耕作していけば大規模農

業でなくてもやっていくことをめざした小さな

第 1歩です。 

	 この「かわわシェア田んぼ」の参加者を 1口

（100m2）単位で 10口程度を募集しています。 

農薬を使わない自然農法に志が高い方々が、川

越地域以外からも集まってきています。 

	 今後、公民館などで公募していきますが、参

加希望者が多い場合は、2号田、3号田と企画し

ていきます。第 1 回説明会（12 月 27 日開催）

に引き続き、第 2回説明会と現地見学会を 1月

12日（月）午後から開催しますので興味ある方

はお問い合わせください（詳しくは「おしらせ」

をご覧ください）。 

	 これからの問題としては、資材や小規模な農

業機械、資金調達となります。「田んぼが日本を

救う！」という気概を持って、なるべく多くの

方からの支援を得て、ぜひともこの試みを成功

させたいと考えています。 

	 農家の方には、この活動に協力していただけ

る方を求めています。何でも構いませんのでご

協力いただける方はご一報ください。 

（増田純一） 

 

三富を未来に－農業は日本を救うのか－

 
会場の様子 

	 12月 7日、ふじみ野市のフクトピアで 200名

以上が集まって“「農」と里山シンポジウム”が

開催されました。選挙のために熱気はイマイチ

でしたが、新たな視点で平地林を考える糸口に

なりました。 

	 基調講演の藻谷氏は「未来につなぐ平地林が

支える三富農業」と題して講演しました。 

	 その内容は、数字で示す 20年後の世界ですが、

人口が減少して高齢化が進む実態が浮き彫りに

なりました。その中で社会状況は変化して、宅
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地開発ではなくゆとりを求める時代となり、残

されている平地林などの自然環境が必要になっ

てくる。 

	 現在の円安の時代に、貿易収支から見えてく

る課題として、輸出で稼いだお金を石油に湯水

のごとく使っている実態や、国別収支からブラ

ンド化した農産物が将来の日本を救うのかもし

れないこと。燃料革命で忘れてしまった自分た

ちが使うエネルギーを再生エネルギーで自給で

きれば将来の変動にも対応でき、農業や省エネ

社会のためにも平地林の役割が求められる。 

	 パネル討論では、栃木県の林業普及員の 3種

（低木、高木、混合の中木）の森林施業で木材

が利益に結びつくこと、平地林の木を利用した

工房の取組など、保全と活用の参考になりまし

た。              （過昌司） 

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 第 9回理事会を 12月 24日（水）10:30-12:00

に福田ビル 3階会議室にて開催しました。年末

も押し詰まっての理事会でしたが 9名の参加で

した。フォーラム実行委員会の後ですが、報告

も多く時間も延長して話し合いました。 

1. 高齢者地域社会の拠点『ぷらっとほーむ』事

業における認知症予防プログラムについて、

かすみ野たすけあいの会における認知症予防

プログラムは 8回のうち 5回が終了して、あ

とは紙芝居、健康吹き矢、「終活」の片付けと

講座が続きます。 

2. 歳末まち美化は 30名の参加があり、ネット会

員も大勢参加しました。実施のたびに街がき

れいになっていました。次回は「活動が終わ

ってから交流会」の意見が出されました。 

3. 次年度の計画について若干議論してこれまで

の全体事業（かわごえ環境フォーラム、水質

調査、まち美化、エコプロダクツ川越出展な

ど）に加えて、川の再生交流会も計画するこ

とが話し合われました。 

4. 市民からの情報提供の依頼について、運営の

透明性が求められている一方で、運用のルー

ルが必要であり、本会としても市の情報公開

条例を参考にしながら公開方法を検討してい

くことになりました。継続的に検討します。 

5. 第二次川越市環境基本計画・かわごえアジェ

ンダ 21見直し勉強会は、12月 19日にまとめ

を行い、「（仮称）第三次川越市環境基本計画

の策定に向けた行政への提言」案について、1

月中に会員の意見を募集して川越市に報告し

ます。「かわごえアジェンダ 21」については、

来年度に改訂素案を提示して、2016（平成 28）

年度中の策定に備えるスケジュールで検討す

ることにしました。 （副理事長	 過昌司） 

社会環境部会

	 12月定例会は 12月 12日（金）福田ビル 3階

にて 11名の参加で行われました。 

1.報告事項 

①事業委員会・理事会の検討・決定事項 

②北公民館かんきょう祭り実施報告 

③環境講演会の実施報告・参加者の感想 

参加事前申込 32名、参加者 31名（内当日参加

者 3名） 

④川の交流会実施報告 

2.確認事項 

①エコドライブ教習会（12月 13日）役割確認 

②歳末まち美化活動（（12月 23日）参加予定者・

ごみ収集コース（集合場所・トイレ場所、分別

場所・昼食等）の現状報告 

③緑のカーテン（環境政策課との協働事業）の

現状報告 

④かわごえ環境フォーラム（2015年 2月 21日）

環境活動報告集の各自原稿提出状況の確認 
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（12月 16日に最終チェック） 

⑤本紙の「私のエコ暮らし」来年 3月までの投

稿者の確認 

3.その他 

①武田さんから「家庭ごみ等の費用負担につい

て」（11月 14日答申資料）の現状説明がありま

した。 

②今年を振り返って、数名の方からの報告 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：二見正憲） 

 

自然環境部会

	 12月例会は福田ビル 3階にて 9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	 11/24（月）10 名参加、12/8（月）1

4 名参加	 「武蔵野ふれあいの森」奥の除伐、

下草刈りなどの手入れ。 

・池辺公園	 12/2（火）7 名参加	 アズマイチ

ゲ、ハグロソウ周辺のヒガンバナ除去。 

・11/28（金）川の交流会	 11 名の参加	 初め

ての試みで意見交換など。小畔川に関わってい

る団体が多かった。 

②来年度の計画について 

・生き物調査では「トンボ」を指標種にしたい 

・「川越のキノコ」の冊子作りについて	 編集委

員会を立ち上げ 2年間程度でまとめる 

③会計担当から 

	 残余予算の執行について希望を出してほしい。 

（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

	 第 3回かわごえ環境フォーラム実行委員会を

12月 24日（火）9:00-10:30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 11名でした。主な議事は次のとおりです。 

① 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学

生ホール食堂棟 1階学生食堂で、会場費無償

で提供いただけることになった。 

② 午前の部は従来通り環境活動報告会を実施

する。午後の部は、ワールドカフェ形式の意

見交換会、その後交流会を同会場で実施する。 

③ 「環境活動報告集」の投稿は 15件、発表会

での発表は10件、ポスター展示は5件である。 

④ 環境活動報告書の編集は横山、賀登、井口

の各氏が行う。1 月 13 日（火）に実施する。

原稿をまだ提出されていない方は、1 月 9 日

（金）必着で提出いただく。 

⑤ 午後の部のテーマは“かわごえカフェ 2015

「2020 年に向けて 川越を知ろう・学ぼう・

語り合おう」”とした。「オリンピック」は、

本文中のみに用いることにした。 

⑥ 午後の部の基調講演は、蓮馨寺住職の粂原

恒久先生で、演題は「小江戸川越ものがたり」

とした。 

⑦ 午後の部のプログラムは、4 年前実施した

ワールドカフェに準じて行う。進め方は小瀬、

横山、飯島、過の各氏が検討して、次回実行

委員会で決定する。17:00 からは交流会を実

施する。 

⑧ 午後の部の参加依頼先として川越女性団体

連絡協議会、川越環境保全連絡協議会の名前

があがった。また、今回はさまざまな方面か

らの参加を図るため、各理事の関係方面に広

く周知を図ることにした。 

⑨ 会費は参加費（喫茶代）500円、交流会（飲

食代、酒類は提供せず）2,000円とする。食堂

に飲食を注文する。飲料は持ち込み可能。 

⑩ 協賛事業者は、前年度の 7社に個別に協力

を依頼しており、現在確認中である。 

（実行委員	 村上正明） 
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かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 12月 19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10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。5 名の出席者があり

ました。 

	 第二次川越市環境基本計画・かわごえアジェ

ンダ 21見直し勉強会最終報告書（2014年 12月

19日素案）について審議を行い、「（仮称）第三

次川越市環境基本計画の策定に向けた行政への

提言」をまとめました。この素案について意見

募集を行うことになりました。具体的には、現

行の第二次川越市環境基本計画の目次に沿って、

今後行政として取り組むべき事項をまとめてい

ます。 

	 素案は、1 月郵送資料とともに送付していま

す。また、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（http://wiki.kawagoeka

nkyo.net/）。「見直し勉強会第 10回（20141219）」

のページの「2.1.2 （仮称）第三次川越市環境基

本計画の策定に向けた行政への提言」に掲載さ

れています。会員でない方はこのページをご覧

いただければと思います。 

	 ご意見・ご感想は、かわごえ環境ネット事務

局に 1月 31日までにお寄せください。 

（小瀬博之） 

 

幼児向け環境教育プログラム作成委員会

	 12 月 10 日（水）に予定していた第 3 回幼児

向け環境教育プログラム作成委員会は、急な体

調不良などで欠席者が多くなったために中止と

なりました。キャラクター案としてのぼってい

る五百羅漢を基にしたキャラクターについて、

宗教色がでてしまうのではないかという懸念に

ついて、４か所（行政含む）から意見をいただ

いています。次回 1月下旬に委員会を予定（調

整中）しており、その意見を基に検討します。 

（事務局	 飯島希）

おしらせ

【トピック①】（仮称）第三次川越市環境基本計画の策定に向けた行政への提言意見募集 
（1月 31日まで） 
	 かわごえ環境ネットかわごえアジェンダ 21

推進委員会では、2014 年 4 月から 12 月にかけ

て、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10回にわたり開催し、

事務局を除いて 13 名のメンバーで審議してき

ました。この最終報告書として「（仮称）第三次

川越市環境基本計画の策定に向けた行政への提

言」の素案をまとめました。 

	 この内容は、現行の「第二次川越市環境基本

計画」の目次に沿って、今後の川越市行政が計

画を策定するときに留意してほしい、また実施

していただきたい事項をまとめたものです。 

	 会員等の意見を募集して、その内容をふまえ

て 3月までに報告書を川越市に提出する予定で

す。 

	 ご意見のある方は、1月 31日（土）までに小

瀬またはかわごえ環境ネット事務局までに文書

でご提出ください。よろしくお願いいたします。 

	 内容は、会員には郵送する本紙 1月号に同封

しています。会員でない方は、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Wikiページ（http://wiki.kawagoekankyo.net/）

の「第二次川越市環境基本計画・かわごえアジ

ェンダ 21 見直し勉強会最終報告書（20141226

素案）」をご覧ください。 

（かわごえアジェンダ 21推進委員会 

委員長	 小瀬博之） 

 



月刊 かわごえ環境ネット	 2015年 1月号	 No.099 

- 14 - 

【トピック②】かわごえカフェ 2015「2020年に向けて川越を知ろう・学ぼう・語り合おう」
参加者 100名募集（1月 31日までに申込ください） 

 
 

第 13回かわごえ環境フォーラム 

かわごえカフェ 2015 

「2020年に向けて 

川越を知ろう・学ぼう・語り合おう」 

 

開催概要 

日時：2015年 2月 21日（土） 

9:30-12:00 午前の部：環境活動報告会（無料） 

13:00-16:30 午後の部：かわごえカフェ（有料） 

・基調講演：粂原恒久先生（蓮馨寺住職） 

   演題：「小江戸川越ものがたり」 

・ワールドカフェ 

（司会：飯島希［かわごえ環境ネット理事］） 

17:00-19:00 夜の部：交流会（有料） 

場所：東洋大学川越キャンパス 

   学生ホール食堂棟 

 

開催趣旨 

	 カフェにいるときのようなリラックスした雰

囲気の中で、喫茶と音楽を楽しみながら、テー

マに集中した対話を行うことができるワールド

カフェ。メンバーの組み合わせを変えながら 4

人前後の小グループで話し合いを続けることに

より、あたかも参加者全員が話し合っている効

果が得られます。4年ぶりとなる今回は、「2020

年に向けて	 川越を知ろう・学ぼう・語り合お

う」をテーマに、東京オリンピックを迎える 20

20年に向けて、私たちが取り組むべきことなど

について語り合います。 

 

申込・問い合わせ 

	 かわごえカフェ及び交流会の参加は、1.氏名、

2.住所、3.電話番号、ファックス番号、E-mail

アドレスを明記し、1月 31日（土）までに申し

込みください。 

	 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） 

Fax.049-225-9800、E-mail: cafe@kawagoekankyo.

net（カフェ・交流会専用） 

 

経費 

	 午後の部のかわごえカフェは、参加費（喫茶

代）として 500円（税込）をいただきます。夜

の部の交流会（飲食代、酒類提供はなし）は 2,

000 円（税込）をいただきます。当日お支払い

ください。なお、車でのご来場はご遠慮くださ

い。 

 

主催：かわごえ環境ネット、後援：川越市 

特別協賛：東洋大学 

最新情報はWebでおしらせしています。 

http://forum.kawagoekankyo.net
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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（2015年 1月度） 

日時：1月 9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（2015年 1月度） 

日時：1月 9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 2月 13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（2015年 1月度） 

日時：1月 16日（金）9:00-10:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

＊次回は 2月 19日（木）9:00-10:00を予定 

◆かわごえ環境フォーラム実行委員会（2014

年度第 4回） 

日時：1月 28日（水）13:00-14:30 

場所：川越市役所 7D会議室（川越市元町 1-3-1） 

＊次回は 2 月 20 日（金）15:00-17:00 東洋大学

川越キャンパス学生ホール食堂で会場設営 

◆理事会（2014年度第 10回） 

日時：1月 28日（水）14:30-16:00 

場所：川越市役所 7D会議室 

＊次回は 2月 27日（金）10:30-12:00福田ビル 3

階会議室 

◆事業運営委員会（第 5回） 

日時：2月 27日（金）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

●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 11回） 

日時：2月 27日（金）13:30-15:00 

場所：未定 

＊会員であればどなたでも参加可能 

全体行事

★第 13回かわごえ環境フォーラム【トピック②】 

日時：2月 21日（土）9:30-19:00 

場所：東洋大学川越キャンパス 学生ホール・食

堂棟（川越市鯨井 2100） 

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：1月 6日（火）、2月 3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（毎月第 2・第 4月曜日） 

日時：1月 12日（月）、1月 26日（月）、2月 9

日（月）、2月 23日（月）9:30-12:30 

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 

①1月 18日（日） 

要項：公園と考える会の共催、国営武蔵丘陵森

林公園南口（入園前受付）9:50 集合、15:30 ご

ろ終了解散、入園料要：65歳以上 210円、大人

290円（団体扱い）、参加費無料、お弁当持参、 

雨天決行。 

	 今年も日本野鳥の会主席研究員の安西英明さ
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んを講師に冬の雑木林でルリビタキ等の野鳥や

冬越しの昆虫を探しましょう。植物の解説は太

田先生です。 

②2月 1日（日）・6日（金） 

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、15:00ごろ

終了解散。入園料要、参加費 200円。お弁当持

参、雨天決行。 

	 野鳥や冬越しの昆虫の観察と調査を行います。 

暖かい服装でおでかけください。 

 

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：1月 10日（土）9:30-12:30ごろ 

   2月 14日（土）9:30-12:30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 
1 10（17） 雑木林の手入れ・落ち葉掃き 

（焼き芋つき） 
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（お椀、はし持参） 

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：1 月 9 日（金）、16（金）、17（土）、23

日（金）、24日（土）、30日（金）、31日（土）、

2月 6日（金）、7日（土）、13日（金）、20日（金）、

27日（金）、28日（土）10:00-12:00 

	 冬期は毎週金・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：1月 10日（土）、2月 14日（土）10:00-12:00 

◎催し 

日時：1月 17日（土）10:00-11:30 

ビオトープでホタルを飛ばそう!!勉強会。その

他、日程調整中ですが、農家さんとの懇談会、

たこあげ等のむかしあそびの会を計画していま

す。詳しくは問い合わせ先までお願いします。 

 

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./Fax.049-234-5269） 

「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賑わ

いを取り戻す活動を行っています。 

平成 27 年度からかわわシェア田んぼや有機稲

作チャレンジプロジェクトを企画しています。

是非あなたも農的な生活をしながら無農薬によ

るお米を自給する企画に参加してみませんか！ 

◎理事会 

日時：1月 24日（土）15:30-17:00 

場所：みなみかぜ 地域交流センター 会議室 

（埼玉県川越市吉田 204-2） 

内容：「かわわシェア田んぼ」や「有機稲作チャ

レンジプロジェクト」の今後の活動要領につい

て話し合います。会員の他、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

で連携して作り上げていきましょう。同時に入

会受付も行っています。 

◎かわわシェア田んぼ第 2回説明会 

日時：1月 12日（月）12:00-15:30 

場所：ランチカフェ くるみの木（川越市吉田新

町 1-2-23、田んぼ隣接） 
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	 ランチ（¥800）を頂きながら行います。参加

を決定されている方は、軽作業のできる服装で

ご参加ください。簡単な田の草取りを行います。 

◎かわごえ里山 2015田んぼフォーラム 

日時：3月 14日（土）13:00-17:00 

場所：川越市伊勢原公民館 

（川越市伊勢原町 5-1-1） 

内容：民間稲作研究所によって確立された農薬

を使わない生きものの力だけによる抑草技術や

カメムシ対策など。食楽風土（クラフード）に

よる里山、生きもの、風土の大切さを伝えるお

話。

東洋大学小瀬研究室（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） 

◎小江戸川越ライトアップ「みらいの藤棚」 

日時：1月 3日（土）までの 16:30-22:00ごろ 

（期間延長しました） 

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」） 

◎こもれびの森・里山支援隊 

「チップ化・薪割り体験」 

日時：1月 10日（土）9:30-15:30 

（午前または午後のみの参加も可能） 

＊午前は 9:30集合、9:45-11:45体験、午後は 12:4

5集合、13:00-15:00体験、15:30解散 

集合場所：4号館 1階アトリウム（吹き抜け） 

内容：伐採木のチップ化と薪割り体験（割った

薪は持ち帰れます。チップもヒノキがあれば持

ち帰ってもけっこうです。） 

申込・問い合わせ：参加される場合は、準備の都

合上 1月 7日（水）までご連絡ください。 

＊今後、2月 7日（土）に施業予定 

＊詳しくは問い合わせいただくか、こもれびの

森・里山支援隊ブログをご覧ください。 

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

＊中止等案内（https://twitter.com/toyokomorebi/） 

 
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）菊地三生（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：1月 6日（火）、15日（木） 

   2 月 3 日（火）、19 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： 1月 11日、2月 8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： 1月 24日、2月 28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（049-242-4322）へ

ご連絡ください。 

①1月 25日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川上流部、赤間川公園横集合。下流の

濯紫公園まで。ごみは北公民館まで運んで解散。 

②2月 22日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川中流部、貝塚橋横集合。下流の精進

橋まで。ごみは終点近くの施設に集めて解散。 

③3月 22日（日） 

	 新河岸川広域景観づくり連絡会と共同で流域

一斉清掃を予定しています。市内の新河岸川全

域で活動できるよう、多数の方のご参加をお願

いします。地域割り等は 2月号で詳しくお知ら

せします。 

◎成人式会場クリーン活動 

日時：1月 12日（月・祝）11:00-15:00 



月刊 かわごえ環境ネット	 2015年 1月号	 No.099 

- 18 - 

	 成人式会場となる川越市運動公園の広場や周

辺道路のクリーン活動を行います。11:00 公園

入口右側の自転車置場集合。もし、車で参加の

人は駐車券手配しますので、担当の渡辺等に連

絡してください。昼食は軽食準備しています。 

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：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 10:00、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：30

0円、高校生以下 100円（保険料・資料代） 

①1月 11日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 毎年行うガン、カモ類の調査の日です。参加

者全員でカウントします。鳥の数を知ることは、

保護のために大変重要なことです。ご協力くだ

さい。この時期にカモの雄は、繁殖の相手を求

めて見て楽しい行動を行います。 

②2月 8日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 沼は全面氷結し、晴れた空は青く澄み、富士

山は美しく見えます。カモ、カワウは羽をきれ

いに飾って氷の上で休んでいます。一番寒い時

ですが負けないで参加してください。

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 

	 2015年 2月号（No.100，1月末日発行予定）

の掲載原稿は、1月 15日（木）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（koho

@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できません。

月末発行を行うため、ご協力ください。（小瀬） 

●インターネットでの情報発信 

1.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最適化されています。ご覧

ください。（http://kawagoekankyo.net/news） 

2.Twitterでかわごえ環境ネットをフォロー 

	 かわごえ環境ネット Twitter（@kawagoekanky

o）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 
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3.Facebookページ「いいね！」してください 

	 かわごえ環境ネットは、インターネットでも

積極的に情報発信しています。ブログ、Twitter

に続き、Facebookにもページがあります。かわ

ごえ環境ネットからのお知らせだけでなく、メ

ンバー間での情報共有にも活用できます。まず

は Facebook 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。 

https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

 
かわごえ環境ネットホームページ 

 
かわごえ環境ネット Twitter 

 
かわごえ環境ネット Facebookページ 

●編集後記	 次号は本紙 100号記念号です。20

06 年 11 月の「月刊かわごえ環境ネット」創刊

号に記した巻頭言を抜粋します。それから 8年

以上が経過しましたが、今でも思いは変わりま

せん。現在は紙媒体での情報発信中心ですが、

インターネットにもう少し資源をシフトさせて、

環境活動の裾野をさらに広い世代に広げていく

所存です。今後もご愛顧ください。（小瀬） 

	 『さて、このたび、2000年 12月に創刊して 2

3 号発行した「かわごえ環境ネット会員通信」

は、2003年 7月に創刊して 50号発行した「かわ

ごえ環境ネットメールニュース」と統合して、

新たに「月刊かわごえ環境ネット」として再ス

タートを切りました。 

	 これまでの広報は、「会員通信」という名の

とおり、会員向けに情報を伝えるという位置づ

けが強かったのですが、これからは、かわごえ

環境ネットの活動及び当会会員の活動を積極的

に内外に伝え、情報発信メディアとしての立場

を明確にしていきます。 

	 そのために、これからは毎月発行を行ってい

きます。広報体制が不十分なところでの見切り

発車となり、見苦しい点が多々あると思います

が、会員通信の記録性と、メールニュースの速

報性を合体させて、インターネットとも連動さ

せながら、多くのみなさまが利用し、参加して

いただける情報をお伝えしていきたいと考えて

おります。今後ともよろしくお願いいたしま

す。』 

●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

までの信頼できると思われ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（12月 31日〜2月 21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 

12/31 
 

1/1 
元日	 

1/2 
 

1/3 
◎「みらいの藤

棚」ライトアッ

プ（この日まで） 

1/4 
 

1/5 
 

1/6 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/7 
 

1/8 
	 

1/9 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

1/10 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎9:30こもれび
の森・里山支援隊 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 

1/11 
◎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 

1/12 
成人の日	 

★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 
◎11:00成人式会
場クリーン活動 
◎12:00かわわシ
ェア田んぼ説明会	 

1/13 
 

1/14 
 

1/15 
◎13:30まち
美化啓発運動 
○本紙 2月号
入稿期限	 

1/16 
◆9:00広報委
員会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

1/17 
◎10:00催し
（みなみかぜ） 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

1/18 
◎9:50武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

1/19 
	 

1/20 
 

1/21 
 

1/22 
	 

1/23 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

1/24 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎15:30理事会
（かわごえ里山

イニシアチブ） 
1/25 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

1/26 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業	 

1/27 
 

1/28 
◆13:00かわご
え環境フォーラ

ム実行委員会 
◆14:30理事会 

1/29 
	 

1/30 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

1/31 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
○かわごえカフ

ェ・交流会申込期限 
○提言素案意

見提出期限 
2/1 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

2/2 
 

2/3 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

2/4 
 

2/5 
 

2/6 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

2/7 
◎9:30こもれび
の森・里山支援隊 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

2/8 
◎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 

2/9 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

2/10 
 

2/11 
建国記念の日 

2/12 
 

2/13 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
●13:00社会環境部会 
●15:00自然環境部会 

2/14 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 

2/15 
○本紙 3月号
入稿期限 

2/16 
 

2/17 
 

2/18 
 

2/19 
◆9:00広報委
員会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

2/20 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

2/21 
★9:30,13:00,1
7:00かわごえ環
境フォーラム 
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