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【巻頭言】 環境基本計画を私たちの希望に
	 次年度、川越市環境基本計画の見直しにより新しい計画が策定されます。市民の意見を計画に反

映させるため、かわごえ環境ネットではかわごえアジェンダ 21 推進委員会において 1 年間にわた

って次期環境基本計画の見直しにあたっての行政への提言について検討を積み重ねてきました。 

	 この 10 年間の川越は、ソーラー発電、自転車シェアリング、緑のカーテンと前進した面もあり

ましたが、一番は東日本大震災による節電の体験が大きかったのではないかと考えています。しか

し開発も進み緑地もじりじりと減少しており、電力使用量も減少から増加に転じてきています。 

	 今後 10 年間は期待と不安の交錯した時代となるのでしょうか。人口が減少する社会で開発と保

全のバランスをうまく取っていかなくては持続可能な発展は望むことはできないでしょう。これか

らの課題は、電力の自給率の向上、エネルギーメタボのダイエット、環境保全型農業の推進、そし

て自然を守る生物多様性保全戦略の作成など、どれをとっても簡単に実現できる課題ではありませ

ん。私たちは日頃からエコライフやモニタリングなどの活動に取り組んできました。この活動を生

かしながら、未来の環境への責任を果たすために積極的に発言・行動をしなくてはならないと思い

ます。 

	 計画や目標は時代のうねりを受けて思い通りにならないこともありますが、これから策定される

環境基本計画に夢と希望を託し、その実現に向けて毎日の積み重ねを続けたいと思います。 

（かわごえ環境ネット副理事長	 過昌司）

 
空き地に作った太陽光発電施設 

 
生物多様性田んぼの田植え手伝い 
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【コラム】川越の自然を訪ねて（30）チョウの紹介（その 3）タテハチョウ

 
ヒオドシチョウ 

（仮称）川越市森林公園計画地にて 

 
オオムラサキの雄 

「ぷてろんワールド」（http://www.pteron-world.com）から引用

	 今回はタテハチョウ科のチョウについて紹介

したいと思います。 

	 タテハチョウ科のチョウは小形から大形まで、

色彩もさまざまなチョウが多い。前あしが退化

し、歩いたり着地したりするために使われるこ

とがないので、俗に足が 4本のチョウといわれ

る。雄の前あしの部分は、たいてい毛で覆われ

ているため、ブラシ毛のチョウと呼ばれている。 

	 かつては、テングチョウ類、マダラチョウ類、

ジャノメチョウ類は独立した科とされていたが、

最近ではタテハチョウ科ひとつにまとめられる

ことが多い。主なチョウのグループはふつう 13

亜科に分けられるが、日本にはテングチョウ亜

科、マダラチョウ亜科、タテハチョウ亜科、ジ

ャノメチョウ亜科の 4グループが知られている。 

1.タテハチョウ科の分類 

（1）テングチョウ亜科のグループ：日本ではテ

ングチョウ 1種のみ。天狗のようにつき出た鼻

と、枯葉のような裏面をもつ風変わりなチョウ

である。北アメリカで第 3紀の地層からこの仲

間の化石が発見されている。 

（2）マダラチョウ亜科のグループ：南方系のチ

ョウで九州より北ではアサギマダラ 1種のみが

分布。ゆったりと、ほとんど羽ばたかず、リン

粉が退化したはねに青空をすかしながら飛び上

昇気流に乗って舞い上がる。1,000km 以上の長

距離飛行が確認されている。 

（3）ジャノメチョウ亜科のグループ：地味な色

合いで、幼虫はイネ科、カヤツリグサ科の植物

を食べて育つ。裏面の模様が判別のポイントに

なることが多い。ヒメジャノメ、ウラナミジャ

ノメ、ヒメウラナミジャノメ等、庭や道端でも

よく見かける小さな地味なチョウが多い。 

（4）タテハチョウ亜科のグループ：ヒョウモン

モドキ、ヒョウモンチョウ、イチモンジチョウ、

カバタテハ、ヒオドシチョウ、スミナガシ、イ

シガケチョウ、コムラサキ、フタオチョウの各

仲間が含まれる大きなグループである。ヒョウ

モンチョウの仲間はよく似ていてややこしい。

後ろばね裏側の模様が判別のポイントになるこ

とが多い。ヒオドシチョウの仲間は、成虫で越

冬するものが多く、チョウの少ない季節に目に

つきやすい。イチモンジチョウの仲間は表面の

白帯の数、形が判別のポイントである。日本の

国蝶のオオムラサキもこの仲間で、あでやかで

美しいはねをもつ種も多い。 

2.タテハチョウ科の生活スタイル 

（1）卵：球形、たる形、円すい形などさまざま。

タテハチョウ亜科はいろいろなすじや模様があ

り、ジャノメチョウ亜科はつるりとした球形、

マダラチョウ亜科はラグビーボール形が多い。 

（2）幼虫：毛虫形からナメクジ形までいろいろ。

タテハチョウ亜科では頭に 2本の角をもつもの

が多く、ジャノメチョウ亜科は尾の先が 2つに
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分かれている。マダラチョウ亜科はきれいな模

様があり、肉状の突起をもつ。 

（3）さなぎ：幼虫は枝や葉などに糸をはいてフ

ックをつくり、そこに自分のおしりを引かけて

ぶら下がり、脱皮してサナギになる。 

3.日本の国蝶	 オオムラサキ 

	 日本人好みの彩りのオオムラサキは、カブト

ムシやクワガタムシと一緒にクヌギの樹液を吸

うこともよくあるが、雑木林の王者たちに一歩

もひかぬ堂々とした風格がある。雄は紫に輝く

はねを広げ、大空を滑空、はばたくと羽音まで

聞こえてくる迫力である。 

	 今回は国蝶のいるタテハチョウのグループを

紹介しました。         （猪俣昇）

 

【コラム】私のエコ暮らし（8）「エコロジー」と「エコノミー」な生活

 
成人式会場クリーン活動に参加 

	 「エコ生活」て何のことですか？	 この外来

語と日本語のマリアージュは？	 ちなみに、外

国語に弱い私が常に事務机の引き出しに忍ばせ

ていた三省堂の昭和 45 年改訂版新クラウン英

和辞典には、economyやその類語はあっても ec

ology（生態学）やその類語は全く載っていませ

ん。一方、集英社の平成 5年版外来語・略語辞

典には、環境用語としての「エコ何とか」は 30

語以上載っています。昭和 45年頃に ecologyと

言う言葉がない訳ではなく、当時はその種の言

葉は大学や学者等の極く限られた分野で使われ

ていて、辞典の編集者は掲載の価値を認めなか

ったものと思います。 

	 今日では「エコ何とか」ははやり言葉のごと

く、その内容がどのようなものかは脇に置かれ

て盛んに使われています。この「エコ何とか」

は外来語と言うよりも今日では完全に日本語化

された言葉と言えるのでしょう。「茶髪」とか「チ

ョベリバ」のように短縮した新語を生み出すの

は日本人の得意なところでもありますね。しか

しその意味するところが誰でも同じように理解

されているかは疑問ですね。日本語には多くの

語彙があって、多様な状態を表現することがで

きる世界でも珍しい言語ですから、できるだけ

日本の言葉で表現してほしいと常々思っていま

す。1 月 5 日発行の毎日新聞によれば、外来語

の言い換えを「国立国語研究所」が提案してい

るそうです。一例として「リニューアル」は「刷

新」とか。 

	 冒頭から脇道に入り込んでいたようですが、

あれこれから類推すると「エコ生活」とは「周

縁の生態とか環境にできるだけ負荷をかけない

で暮らすこと」と言ってよいのでしょうか。人

一倍暑さ寒さに耐える意志に弱く、暑いとクー

ラー、寒いと暖房機のリモコンを手にする私に

とっては何とも耳の痛い言葉です。私の息子た

ちは小学生時代を夏冬とも半ズボンで過ごし、

成長してそのことをやや誇らしげに話していま

したから、そのことを決意して実行したものな

のでしょう。エコ生活にも目標か決意が伴わな

いと長続きしないなと感じており、余計に気が

重くなります。 

	 また、齢を重ねると健康に気を使う程度が増

してきますし、余生を楽しく快適に暮らしたい

との欲求も強くなります。夏になると「お年寄

りは熱中症に気をつけましょう」、冬になると

「お風呂場の温度差に気をつけましょう」と脱

衣室まで暖房した方が良いようなことも奨励さ

れます。やはり冷房、暖房は健康のためには必

要だなと強く感じますね。 

	 齢には関係ないかもしれません。快適さ、便
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利さに対する人類の欲求がなければ様々な発明

発見は進まず、今日のノーベル賞級の研究も日

の目を見ることは少なかったのではないでしょ

うか。私の生活態度の言い訳材料としてはレベ

ルが違い過ぎますが、まあそんなものではない

かと思います。 

	 でも全くダラシナイ生活をしているかと言う

とそうでもありません。かわごえ環境ネットに

加入していろんな方のお話を伺っていますと、

計画を立てて見事に実行している方もいらっし

ゃいますので、たいそう刺激を受け参考にもな

ります。でも共同住宅に住んでいますと実行で

きることはかなり制約されるような気がします。

	 冷暖房を含めて余計な電気、ガスを使わない

ように気をつけることや、車の急発進をしない

等は経済的な面から意識しないでも実行できま

すね。今使っている車はそのような機能を搭載

していますので何となく実行できています。カ

ーテンを二重にするとかお風呂の残り湯を洗濯

の一次洗いに使うとかは昔からやっている生活

の知恵です。 

	 ポジティブな面では少々厄介です。日々の散

歩コース蔵の街の上州屋さんの「ナタマメ」カ

ーテンは毎年感じ入って鑑賞しています。昨年

は及ばずながらとある時の講演会に参加した際

にいただいた「フウセンカズラ」をプランター

に播いていたところ 7本ぐらいが発芽しました。

	 一昨年は全く発芽しませんでしたので、昨年

は種子を一晩水に浸して播いたところ、ほとん

どの種子が発芽したようです。あまり期待して

いなかったもので棚の用意がなく、園芸用の支

柱をつなぎ合わせて不格好な棚をベランダの一

隅に設けました。初めのころはヒョロッとして

頼りなげであった苗も、水と液肥をセッセとや

ったせいか、いつ間にかたくましく不格好な棚

にはお構いなしに成長し、夏の盛りには棚の高

さを超えて乙女の前髪のごとく前の方にダラリ

と垂れ下がってくる始末。そのうち可愛らしい

フウセンもかなり実を付けて、やってみるとな

かなか面白いもんだと悦に入って眺めておりま

した。秋に入って全体が黄色みを帯びてからフ

ウセンの中の実を取りだし、今年用に保管して

あります。1つのフウセンから 2～3個の実が収

穫できましたが、さあ今年はたして発芽するか

どうか楽しみです。つるを這わすネットも人並

みにセットしてみようと思っていますがベラン

ダにはフックがないしどうなりますか。 

	 以上、私のエコ生活の一端を紹介しましたが、

え？エコロジーとエコノミーがゴッチャになっ

ているですって？う～ん。 

（かわごえ環境ネット個人会員	 板野徹） 

 

 

【報告】かわごえ環境ネットの活動

第 13回かわごえ環境フォーラム（速報） 
	 今回は速報として、総括と午前の部「環境活動報告会」の概要をおしらせします。各部の詳報

は、4月号でお伝えします。 

総括

	 2 月 21 日（土）第 13 回かわごえ環境フォー

ラムは、午前の部「環境活動報告会」に約 100

名、午後の部「かわごえカフェ 2015」で約 80

名、夜の部「交流会」で約 40名が参加し、無事

終了しました。参加者のみなさま、長時間にわ

たりまことにお疲れ様でした。 

	 午前の部「環境活動報告会」は、13回続く恒

例の行事です。幅広い世代の発表があり、会場

は 10 件の専門性の高い発表と質疑応答があり

ました。 

	 午後の部「かわごえカフェ 2015」は 4年ぶり

の開催となりました。「かわごえカフェ」に参加

された方には、この行事の魅力を味わっていた

だけたと思います。川越でゴルフ競技が行われ

る 2020年の東京オリンピックに向けて、「自然

と調和する小江戸川越まちづくりを考えよう」
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というテーマは、日ごろから考えていることを

発言できる話しやすいテーマだったと思います。 

	 夜の部「交流会」は、飲食をともにしながら、

さまざまな分野で活動する方が 1分以内の自己

紹介を行い、交流を深めることができました。 

	 今回のイベントは、時間的制約の中でみんな

が平等に発言の機会を与えられていたことから

とても小気味よく進行できました。午前の部は

10分、午後の部は 25分×3ラウンド（話すのは

基本的にまつぼっくりを持つ人だけ）、夜の部は

1 人 1 分という制約条件の中で発言したり人の

話を聞いたりすることで、たくさんの情報が吸

収できたのではないかと思います。 

	 「かわごえカフェ」と「交流会」は 4年ぶり

の取組になりましたが、オリンピックイヤーで

ある 2020 年までは毎年続けようという話も出

ています。次回の開催日は未定ですが、おそら

く 2016年 2月 20日（土）に「第 14回かわごえ

環境フォーラム」を実施することになりそうで

す。今からスケジューリングしていただき、今

回参加した方もできなかった方もぜひご参加く

ださい。 

	 最後に、協賛いただいたパイオニア株式会社、

トーヨーケム株式会社、武州ガス株式会社、株

式会社環境総合研究所、武州製薬株式会社、川

木建設株式会社の 6社、後援の川越市、会場を

特別に無償でご提供いただいた特別協賛の東洋

大学にこの場を借りて御礼申し上げます。 

（かわごえ環境ネット理事長	 小瀬博之） 

 

午前の部「環境活動報告会」の概要 

	 年間の活動を発表してもらう午前の部は、市

民・大学・かわごえ環境ネットの両部会から 10

の事例の報告がありました。 

1.ふくはら子どもエコクラブ：見る・知る・行

う地元のくらしと自然 

	 15 人の子どもが並んで元気でほほえましい

活動を発表した“ふくはら子どもエコクラブ”

は地域の自然と文化に結びついた環境教育の大

事さを考えさせてくれます。 

2.猪俣昇・過昌司：川越のチョウ－5 年間の調

査から 

	 市民調査の 5年間でチョウと環境の関係につ

いて少しずつわかってきています。 

3.大久保彦：埼玉 RDB3種とオオオニテングタケ 

	 キノコの絶滅危惧種の紹介とオニテングダケ

が温暖化で北上しているとの情報提供でした。 

4.増田純一・小瀬博之・田崎愛知郎（かわごえ

里山イニシアチブ）：持続性のある環境保全と里

山保全を目指した田んぼ活動の提案！ 

	 田んぼに生きものの賑わいを取り戻す実践活

動としての里山イニシアチブの報告は、田んぼ

の価値を再認識して農薬を使わないで消費者と

農業者の連携をめざしています。 

5.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）：田ん

ぼ発いきいき地域づくり 

	 みなみかぜいきいき田んぼの会の稲作風景を

DVDにして見ることができ、子どもからお年寄

りまでが楽しく様々な活動がビジュアルでよく

わかりました。 

6.小高稜太・黒田優・小瀬博之・椿光太郎（東

洋大学）：植物種によるグリーンカーテンの生育

及び環境・心理的効果の比較 

	 学生の発表は若い感性の卒論研究で環境との

結びつきを考え、次世代の育成が期待できます。

緑のカーテンの研究ではその効果だけではなく

心理的な面から息長く続けられる観点の取り組

みに興味が引かれました。 

7.関根加奈・渡邊宗誉・小瀬博之・大場善次郎

（東洋大学）：大学と市民の協働による川越キャ

ンパスの森林保全推進に関する研究 

	 キャンパス内の雑木林を活用した森林施業で

は、地域住民との協働事業を展開して里山を保

全する貴重な取り組みとなっています。 
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8.油井佳愛・小瀬博之・尾崎晴男（東洋大学）：

地域の協働と環境保全型稲作による耕作放棄地

の再生 

	 耕作放棄地からの回復では、笠幡地区で田ん

ぼの復活を実践しています。水田雑草を抑制す

るのに米ぬかを用いての実験はほろ苦い結果と

なりましたが、暑い中の作業はこれからの人生

に大切なことを教えてくれることでしょう。 

9.社会環境部会：社会環境部会を中心とした活動 

10.自然環境部会：自然環境部会を中心とした活動 

	 最後はかわごえ環境ネットの社会・自然部会

の報告で、1 年間の膨大な活動を短い時間でま

とめて報告してもらいました。  （過昌司） 

 
環境活動報告 

（ふくはらこどもエコクラブの発表） 

 
かわごえカフェ 2015 

（粂原恒久先生の基調講演） 

 
かわごえカフェ 2015 

（司会を務めた飯島希理事） 

 
かわごえカフェ 2015 
（会話の様子） 

 
かわごえカフェ 2015 
（会場の様子） 

 
交流会 

（1分間自己紹介の様子） 

緑のカーテン普及活動（その 1）

 
パッションフルーツ

 
アピオス 

	 パッションフルーツで緑のカーテンに取り組

んで、今年は 4年目になります。今までは社会

環境部会として、エコプロダクツ川越で苗の配

布をしてきましたが、昨年よりエコプロダクツ

が 7月となり、緑のカーテンには間に合わなく

なりました。今年からどう取り組むか、部会な

どで話題になり、環境政策課も緑のカーテン普

及活動をしていますので、協働で行うことがで

きないかとの話になり、本会事務局の尽力でみ

どりの担当と協議して、今年から協働で行うこ

とになりました。 

	 社会環境部会としても原嶋代表、渡辺さん、

高橋さんがゴーヤ、フウセンカズラなどの苗を

育て応援していただくことになりました。 
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	 私はパッションフルーツとアピオスを予定し

ています。パッションフルーツの苗も、今年の

寒さに負けず順調に生育しています。 

	 緑のカーテン普及活動は、地道に粘り強い活

動が必要だと 3年間を振り返りながら感じてお

ります。私の緑のカーテン活動はゴーヤから始

まり、小玉スイカなどいろいろ挑戦してきまし

たが、真夏になるころ下の方から葉っぱが枯れ

てくる悩みがありました。そんなとき、テレビ

でパッションフルーツでの緑のカーテンを知る

ことができ、インターネットなどで調べたとこ

ろ、南国育ちで寒さに弱いとあり、テストのつ

もりで 5年前、苗探しに苦労し、手に入れ、越

冬が心配でしたが成功し、緑のカーテンの始ま

りでした。 

	 今では失敗を重ねて、苗の差し芽も 95％の確

率で成功しています。 

	 パッションフルーツは育てやすく、虫に葉を

食われることはなく、殺虫剤は必要ありません。 

	 普及活動のネックになるのが緑のカーテンと

して利用するには翌年 9月ごろ、差し木してお

く必要があります。6 か月近く家屋内で育てる

ことになり、手間がかかります。 

	 目が離せないのが 12～2月ごろまでで、寒さ

に負けないか注意が必要です。今では芽も 10c

mくらい元気で伸び、春を待ちわびているよう

です。 

	 2月 13日、環境政策課の担当者と打ち合わせ

して本年度の緑のカーテン用パッションフルー

ツ苗、ゴーヤ苗、アピオスの苗の配布日程と場

所の予定が決まりました。 

	 日程は 5月 1日（金）、場所は名細公民館、南

公民館を予定しています。 

	 配布予定はパッションフルーツ苗 60鉢、ゴー

ヤ苗 60鉢、アピオス苗 60鉢、フウセンカズラ

は種で予定しています。 

	 詳細は広報川越の3月25日号に募集要項が載

りますので参照してください。 

	 当日は苗の育て方、増やし方、おいしい食べ

方など、スライドを活用し興味をそそる説明を

予定し、普及活動に取り組みたいと思っていま

す。            （井口吉三郎） 

【報告】会員・流域の活動

「こもれびの森」枝打ち体験 小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊）

 
枝打ちのために一本はしごとワンステ

ップラダーによる枝打ち体験 

 
高さ 7m以上の高さから眺める景色は

とても新鮮でした 

 
午後は放棄エリアの除伐・下刈りと 

伐採枝の片付けなどを実施 

	 今年度最後となる森林施業を 2月 7日（土）9:

45〜15:00 に東洋大学川越キャンパス「こもれ

びの森」で実施しました。 

	 午前は、枝打ち体験として、ヒノキの枝打ち

を 1 人ずつ体験しました。6m もの高さになる

一本はしごと 1段ずつステップを作るワンステ

ップラダーによる木登りを体験しながら、不要

な枝を打つ作業を行いました。 

	 午後は、放棄エリアの除伐・下刈り、伐採し

た枝の片付けなどを実施しました。6 月から継

続してきた活動により、太陽光の差し込む明る

い林が広がり、今後の生物多様性の回復が大い

に期待されます。 

	 次年度は 4月 18・19日の 2日間（予定）にわ

たり「チェーンソー研修会」を実施します。詳

しくは 4月号でおしらせします。（小瀬博之） 
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河南親水公園・整備活動 南小畔親水クラブ

 
藤蔓の整理作業 

1.実施日 

	 平成 27年 1月 23日（金）9:30〜12:00 

2.場所 

	 河南親水公園 

3.作業 

	 藤棚蔓の整理および萩の枝刈り 

4.参加者 

高橋、山崎、渡辺、原嶋（4名） 

5.概況 

	 ここは、埼玉県の水辺再生 100選に選ばれ、

平成 22年 9月に工事が完成し、11月 27日に完

成披露会が行われた場所であり、工事完了後 4

年経過し、あまり活用されていませんが、散歩

者、休息者もちらほらあり、春には藤が咲き、

秋には萩が花をつけます。 

	 放任すると藤蔓は垂れ下り、萩はぼさぼさに

なってしまうので、3 年前から管理をしていま

す。 

	 藤蔓は、脚立を使って、蔓を極力棚の上に持

ち上げて結束し、困難なものは、切断して整理

しています。時には、棚の上にあがって整理し

ています。年々豪華になってゆくのが楽しみで

す。 

	 萩の上部の枝は枯れていますので、根元近く

から刈り取ると、そこから新芽が出て、秋には

美しい花を咲かせます。年々、手入れの効果が

感じられますが、地元に根づいていないのが残

念でなりません。現在のところ、私達が活用し

ているのは、6 月初めの水質調査、中旬に行う

霞ヶ関西小学校 5年生の川遊び支援、夏の生き

物調査等でありますが、流れも適切で、水深も

最大 60～70cm 程度で安心して川に入れます。

魚類も、オイカワ、カワムツ、ザリガニ、エビ

等がいて川遊びには適しています。 

	 2020年には、近くの霞が関カンツリー倶楽部

でオリンピックが行われます。少しでも、憩い

の場として、活用していただけるとよいのでは

ないかと思っています。これからも、より多く

に人に活用していただけるように努めてゆきた

いと思っています。（原嶋昇治） 

 

 
作業後の藤棚 

 
萩の刈り取り作業 

 
萩の刈り取り後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆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。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。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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川の再生交流会に参加して 

 
分科会の様子 

 
大間野小学校の発表

“きれいな川を次世代に”をテーマに、2 月 8

日（日）に「川の再生交流会」が約 300名の参

加で「さいたま市民会館うらわ」において開か

れました。感謝状が贈呈され、越谷市大間野小

学校から川の再生の取組が報告されました。 

	 午後は事例発表がありました。 

1）唐沢川を愛する会（深谷市）：地域住民によ

る河川浄化活動 

	 深谷市の中心部を流れている唐沢川を地元

（天神町）の元学校長、自治会長等が主体とな

り、行政も参加して多くの住民が参加して浄化

活動を進めており、素晴らしい内容の発表でし

た。参加者は、各種団体若者、女性も数多く参

加して、美化活動はもとより、唐沢川祭り、灯

篭流し等も行って盛り上げており、リーダーの

力はもとより、参画意識を高めている力あるの

ではないかと感心しました。川越で真似をする

には、山が高すぎると感じました。 

2）イオン北戸田店：イオンの環境・社会貢献活動 

	 企業でありながら、民間に溶け込んで、いろ

いろ支援策を工夫して、盛り上げていることに

感心しました。企画を立案するリーダーとそれ

を認め、推進する幹部および実行部隊がかみ合

って今日に至っているものと思います。 

3）埼玉県東松山農林振興センター：川のまる

ごと再生プロジェクトによる入間川の魚道整備 

	 川のまるごと再生は、県内 17か所が選定され、

着々と進められており、入間川は、魚道整備が

行われており、寺山堰、浅間堰の魚道が整備さ

れ上流の笹井堰まで魚道が整備されるとのこと

です。アユの遡上は関心が高く、私も昨年、お

伊勢塚公園北の小畔川でアユが見られたのに感

動しました。 

4）埼玉県環境部水環境課：埼玉県の生活排水

処理施設整備状況 

川をきれいにするには、浄化槽の完備が必須で、

埼玉県では、生活排水処理人口普及率の現状 89.

5％を、平成 37年（10年後）までに 100％にす

る計画になっています（ちなみに川越市は 94，

1％）。我々も各人が、川を汚さないよう注意し、

昔のように、アユが遡上し、ホタルが飛び交う

川に近づけるようにしたいものです。 

分科会 

	 分科会は 6つありましたが、私は、「100プラ

ンとまるごと再生交流」（第 6分科会）に参加し

ましたが、満席で、盛況でした。古利根川、都

幾川等、川のまるごと再生に選ばれた地域は、

川に沿って広域で清掃はもとより、イベント等

での盛り上がり等、うらやましくなる発表があ

りました。川越は、川があっても分散しており、

中心部がなく難しい面はありますが、とにかく、

地元の盛り上がりがなくては、前に進まないよ

うな気がいたしました。    （原嶋昇治）
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【報告】理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 2月 27日（金）に事業運営委員会に引き続い

て行われた第 11回理事会では、前回の会議録を

確認してから、今年度に残された事業の処理と

次年度体制について話し合いました。 

①自然環境部会において、5,000円程度の予算不

足が出たので、他の部会の余剰金を当てること

になりました。会計については市からの補助金

を受けているので透明性と公平性が求められる

だけでなく、責任ある執行が必要となります。

次年度の予算は現状を基本に作成することにな

り、予算を作成する際には根拠を明確にするこ

とが必要とされます。 

②部会運営について社会環境部会から出された

代表問題については、部会内での検討結果を踏

まえて次回理事会で協議することになりました。

	 また、川の再生の取組を強化するため、事業

運営委員会のもとに小委員会を設置して、理事

会や両部会で共通する課題を実施する体制を検

討しました。 

③新河岸川いい川づくり勉強会実行委員会から

本会に後援依頼があり、了承しました。 

④なお、理事会前に菊地理事から“飯能・西武

の森”など環境への取組について教訓に満ちた

報告をしてもらいました。（副理事長	 過昌司） 

事業運営委員会

	 第 5 回事業運営委員会を 2 月 27 日（金）9:0

0-10:30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の反省 

1）参加者は、同様の形式で実施した 4年前の 2

011 年（第 9 回）とほぼ同じで、午前の報告会

は約 100名、午後のワールドカフェは 77名（有

料参加者）、交流会は 38名（有料参加者）の参

加者であった。盛況であった。 

2）参加者がどのような手段でイベント情報を知

ったか。Facebook からの申し込みは約 20 名、

メールは数名、広報川越を見ての電話や Faxは

約 15名、かわごえネット会員が約 25名、他団

体からの参加が約 40名、当日参加が 5名程度と

考えられる。 

3）交流会で今まで知り合いでなかった方との交

流は非常によかった。 

4）話す時間や発言方法をルール化したことは、

聞く立場としてはよかった。 

5）来年もシリーズとしてカフェ形式を続けるこ

とも視野に入れる。その際エコツアーのモデル

ルートを実際に作ってそれを土台に話し合うの

も検討すべきである。 

6）アンケートの回答は 77名中 51名からいただ

いた。アンケート（発見シート）は有志で入力

し、飯島委員がまとめる。 

7）会計報告があり、当日の収入（会費）が 114,

500円、支出（飲食費）が 101,251円であった。

	 残金から講師への御礼を支出する。協賛企業

は 6社（150,000円）であった。これはすべて「か

わごえ環境活動報告集」の出版費用となり、総

額 210,600 円の不足分は本体予算から充当され

ることになる。 

8）来年の会場は、川越市役所の地下食堂も候補

とする。開催日は 2月 20日（土）が候補である。 

②高齢者社会の拠点「ぷらっとほーむ」展開事業 

	 「認知症予防プログラム」は、荒天の影響で

1月 30日が 2月 28日に延期になった。「地域生

活情報アドバイザー養成講座」実践編は、3月 1

0 日（火）13:30-15:30・17 日（火）13:00-15:00

に実施することにした（詳しくは「トピック」

にて）。       （実行委員	 村上正明） 
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社会環境部会

	 2月例会は、2月 13日（金）福田ビル 3階に

て 12名の参加で開催されました。 

1．活動報告 

①成人式会場クリーン活動は 1月 12日 11時か

ら 3時まで 13名参加。ごみは全体的に減ってい

る。日本たばこ産業から携帯灰皿 250個の寄付

を受け新成人に配布し、喜ばれた。 

②川の再生交流会は、2 月 8 日浦和市民会館に

て 2名参加（原嶋、二見）。表彰式、活躍団体の

報告の後、分科会で討議。7分科会があるので、

来年は 7名の参加を希望する。 

③河南親水公園整備：1月 23日（4名参加）。藤

づる、萩の枝の剪定作業 

2．今後の行事予定 

①2 月 21 日（土）第 13 回かわごえ環境フォー

ラム：かわごえカフェについての心構え等につ

いて討議。地球温暖化防止のパンフレットを配

りたい等あり 

②3月 7日（土）13時新河岸川いい川づくり勉

強会 

③3月 14日（土）13時国立女性教育会館、川の

再生について（鮎の遡上など） 

3．その他 

①今年度予算と残金について 

②ごみの減量に向け、生ごみ堆肥化への PR 

③次回 3月 13日（金）進行役は大川原さん 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：濱尾春子） 

 

 

 

自然環境部会

	 2 月例会は 13 日（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」計画地定例調査・

保全活動：1/12（月）11名参加、巣箱調査。16

個中 4個の利用跡（例年より少ない）。1/26（月）

13 名参加、保全活動。2/9（月）15 名参加、冬

芽の観察等 

・「池辺公園」定例活動：2/3（火）8 名参加。

除伐とごみ清掃、入間川河畔モニタリング 

・キノコ編集会議（第 2 回）1/16（金）さわや

か会館 9名参加 

・牧野彰吾氏を囲んでの勉強会（データベース

関連）1/14（水）南公民館、7名参加 

②協議事項 

・来年度の事業計画について：基本方針、定例

活動、市民対象の観察会、一般募集のバスツア

ー、県民参加モニタリング調査、田んぼの生き

物調査、水辺の生き物調査などについて協議。3

月度も引き続き検討し概略を決定する。 

③その他 

・シリーズ「川越の自然を訪ねて」の 4月以降

の担当を決めた。 

・会計決算について 

・川越のチョウ：5年間の調査の報告 

（自然環境部会代表	 賀登環） 

 

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 2月 27日（金）13:30-15:00に川越市環境基本

計画・かわごえアジェンダ 21見直し勉強会（第

11回）を、川越昭和の街にある「大黒屋食堂」

において開催しました。出席者は 6名でした。 

	 1 月末まで実施していた意見募集の意見に基

づき最終報告書を修正し、最終確定しました。 

	 内容は、Wikiページ（http://wiki.kawagoekank

yo.net）の「見直し勉強会第 11回（20150227）」

にありますのでご覧ください。次回（4月 24日）

からは、かわごえアジェンダ 21の見直しを中心

に勉強会を継続します。 

（小瀬博之） 
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【予告】トピック①：地域生活情報アドバイザー実践講座（Facebook で地
域を知ろう・つながろう

（第 1回・第 2回共通情報）
場所：東洋大学川越キャンパス 福利厚生棟 第 5会議室（川越市鯨井 2100）
持ち物：タブレット端末を主催者で用意しますが、自分のパソコン（無線 LAN
内蔵である必要あり）、Facebook アプリが使えるスマートフォン、タブレット端
末を持参できる方はお願いします。
定員：各回 10 名（先着順）、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）または小瀬（hkose@toyo.jp）まで、
各回開催前日 9:00 までにお願いします。
＊2回セットのため、できるだけ 2回ともご参加ください。

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業
高齢者社会の拠点「ぷらっとほーむ」展開事業

地域生活情報アドバイザー実践講座

Facebook で地域を
知ろう・つながろう

緊急開催！

第1回
Facebook の登録・設定・友達作り
日時：3月 10 日（火）13:30-15:30

第 2回
Facebook で地域を知る・地域とつながる
日時：3月 17 日（火）13:00-15:00

主催：高齢者社会の拠点「ぷらっとほーむ」展開事業実行委員会
共催：かわごえ環境ネット

Fax.049-225-9800 かわごえ環境ネット事務局　宛
地域生活情報アドバイザー実践講座　参加申込
（同様の内容を hkose@toyo.jp にお送りいただいてもけっこうです）

Fax.049-225-9800 かわごえ環境ネット事務局　宛
地域生活情報アドバイザー実践講座　参加申込
（同様の内容を hkose@toyo.jp にお送りいただいてもけっこうです）

参加日：3月 10 日・3月 17 日
（参加日すべてに○、シリーズできるだけ 2日間ご参加ください）

区分：かわごえ環境ネット　個人会員・団体会員・会員外

氏名：  　　　 
電話：　　　　　　　Fax.：　　　　　　　
E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（連絡を差し上げることがあります）

 
	 地域のさまざまな情報やサービスがインター

ネットで入手できる時代ですが、地域生活に必

要な情報を自らが発信し、共有する SNS（ソー

シャル・ネットワーキング・サービス）が普及

しています。様々なサービスがある中で、特に

Facebookは、実名登録が必要なことから、年代

を問わず地域の人々を結びつけるツールになっ

ているようです。「かわごえカフェ 2015」でも、

多くの参加者が Facebook でつながっていまし

た。 

	 かわごえ環境ネットで活動されている方は、

なかなか人が集まらない、参加者が固定化され

てしまっていると感じていませんか？	 そう感

じたら、ぜひ Facebookにチャレンジしてみてく

ださい。同士を集めるために活動することで、

「地域生活情報アドバイザー」という役割も担

えることになるでしょう。 

	 そこで、理事長である小瀬自ら講師となって、

みなさんの SNS デビューのお手伝いをします。

その他、役立つ地域生活情報の入手先をお伝え

します。機器はお貸ししますので、ぜひお気軽

にご参加ください。 

	 2 回セットのため、できるだけ 2 回ともご参

加ください。 

・第 1回（Facebookの登録・設定・友達作り） 

日時：3月 10日（火）13:30-15:30 

・第 2 回（Facebook で地域を知る・地域とつ

ながる） 

日時：3月 17日（火）13:00-15:00 

（第 1回・第 2回共通情報） 

場所：東洋大学川越キャンパス 福利厚生棟 第

5会議室（川越市鯨井 2100） 

持ち物：タブレット端末を主催者で用意します

が、自分のパソコン（無線 LAN 内蔵である必

要あり）、Facebook アプリが使えるスマートフ

ォン、タブレット端末を持参できる方はお願い

します。 

定員：各回 10名（先着順）、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.04

9-225-9800）または小瀬（hkose@toyo.jp）まで、

各回開催前日 9:00までにお願いします。 

【予告】トピック②・後援：かわごえ里山 2015田んぼフォーラム

　

 

	 「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。 

	 3月 14日（土）13:00-17:00に伊勢原公民館に

おいて「かわごえ里山 2015田んぼフォーラム」

を開催します。生物多様性育む稲作づくりの農

家への普及啓発と市民レベルでの参加を呼びか

けます。ぜひご参加ください。 

	 民間稲作研究所代表の稲葉光國氏には、「生き
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ものの多様性を活かした抑草と病害虫防除技

術」について講演いただきます。長年の研究に

よって確立された誰でもできる有機稲作技術で、

除草剤を全く使わない低コスト抑草技術のノウ

ハウや有機稲作の最新の事例を交えて講演いた

だきます。 

	 また、食楽風土（クラフード）渋谷代表の林

鷹央氏には、「田んぼの生きもの調査の意義と方

法～生物多様性を考えよう～」について講演い

ただきます。生物多様性についてわかりやすく

解説していただき、誰でもできる生きもの調査

の方法について講演していただきます。 

【予告】トピック③・後援：講座・見学「かわごえの生き物をたずねて」（生

物多様性について考えよう
 

 
 
 

みなさんは、生物多様性という言葉を聞いたことがありますか？ 

生物多様性とは何なのか、なぜ守る必要があるのか、また、私たちの生活にはどのような関

連があるのか、このことを市民一人一人が理解していただくため、川越市では、生物多様性に

ついて下記のとおり講座を開催いたします。 

未来へ暮らしやすい環境をつないでいきましょう。ご参加をお待ちしております！！ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日  時 平成２７年３月２９日（日） 

集合場所 川越水上公園 公園管理事務所 

集合時間 午前 8時 50分 

※雨天中止（少雨決行） 

定  員 ３０名（先着順） 

服 装 等 野外活動できる服装 

タオル、昼食等持参 

申 込 み 3月 5日(木)午前９時より 

電話にて受付 

問合せ先 川越市環境政策課みどりの担当 

 049-224-5866（直通） 

【当日のスケジュール予定】 

9:00 開講式 

9:15 生物多様性について（講義） 

講師：牧野彰吾氏 

（さいたま緑のトラスト協会常務理事） 

10:30 川越水上公園の自然観察 

講師：鈴木圭治氏 

（川越水上公園ボランティア） 

12:00 昼食 

13:00 市バスで移動 

13:30 (仮称)川越市森林公園計画地の自然観察 

    講師：かわごえ環境ネット会員 

15:30 閉講式 

15:45 市バスで川越水上公園へ移動、到着後解散 

主催 川 越 市 環 境 部 環 境 政 策 課 

後援 かわごえ環境ネット自然環境部会 

受講者募集 

 
	 みなさんは、生物多様性という言葉を聞たこ

とがありますか？生物多様性とは何なのか、な

ぜ守る必要があるのか、また、私たちの生活に

はどのような関連があるのか、このことを市民

一人に理解していただくため、川越市では、生

物多様性について下記のとおり講座を開催いた

します。未来へ暮らしやすい環境をつないでい

きましょう。ご参加をお待ちしております。 

 

日時：3月 29日（日）9:00-16:00 

集合場所：川越水上公園 公園管理事務所 

集合時間：8:50	 雨天中止（少雨決行） 

服装等：野外活動できる服装、タオル、昼食等

持参 

申込み：3 月 5 日（木）午前 9時より 電話に

て受付 

問合せ先 川越市環境政策課みどりの担当	 049

-224-5866（直通） 

【当日のスケジュール予定】 

9:00	 開講式 

9:15	 生物多様性について（講義） 

講師:牧野彰吾氏 

 （さいたま緑のトラスト協会常務理事） 

10:30	 川越水上公園の自然観察 

講師：鈴木圭治氏（川越水上公園ボランティ

ア） 

12:00	 昼食 

13:00	 市バスで移動  

1 3 : 3 0	 （仮称）川越市森林公園計画地の自然

観察、講師：かわごえ環境ネット会員 

15:30	 閉講式 

15:45	 市バスで川越水上公園へ移動、到着後解

散

【予告】かわごえ環境ネット主催・関連行事

会合

●社会環境部会（2015年 3月度） 

日時：3月 13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 3月度） 

日時：3月 13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 4月 10日（金）福田ビル 3階会議室 

＊会員ならばどなたでも参加できます 
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◆広報委員会（2015年 3月度） 

日時：3月 17日（火）9:00-10:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆（拡大）事業運営委員会（第 6回） 

日時：3月 25日（水）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

対象：委員、各専門委員会役員 

＊次回は 4月 14日（火）9:00-10:30福田ビル 3

階会議室 

◆理事会（2014年度第 11回） 

日時：3月 25日（水）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 4月 14日（火）10:30-12:00福田ビル 3

階会議室、次々回は 4月 28日（火）9:00-12:00

（予定）川越市役所地階修養室 

●新かわごえアジェンダ 21検討会（第 1回） 

日時：4月 24日（金）17:00-19:00 

場所：東洋大学川越キャンパス第 3 会議室（4

号館 4階） 

＊会員であればどなたでも参加できます 

全体行事・後援事業

★【トピック①】地域生活情報アドバイザー実践

講座：Facebookで地域を知ろう・つながろう（高

齢者社会の拠点「ぷらっとほーむ」展開事業） 

・第 1回（Facebookの登録・設定・友達作り） 

日時：3月 10日（火）13:30-15:30 

・第 2 回（Facebook で地域を知る・地域とつ

ながる） 

日時：3月 17日（火）13:00-15:00 

（第 1回・第 2回共通情報） 

場所：東洋大学川越キャンパス 福利厚生棟 第

5会議室（川越市鯨井 2100） 

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.04

9-225-9800）または小瀬（hkose@toyo.jp）まで、

各回開催前日 9:00までにお願いします。 

★【トピック②・後援】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（12:30開場） 

場所：川越市伊勢原公民館（埼玉県川越市伊勢

原町 5-1-1） 

参加費：500円（資料代） 

定員：90名（申込順、当日参加可能） 

主催：かわごえ里山イニシアチブ 

問い合わせ：かわごえ里山 2015 田んぼフォー

ラム事務局（Tel.070-5599-2623, Fax.049-234-52

69, E-mail: kawagoesatoyama@gmail.com） 

★【トピック③・後援】講義・見学「かわごえ

の生き物をたずねて」（生物多様性について考え

よう） 

日時： 3月 29日（日）9:00-16:30（雨天中止） 

場所：川越水上公園ほか 

定員：先着 30人 

持ち物：野外活動できる服装。タオル。昼食等。 

申込： 3月 5日（木）午前 9時から電話（049-

224-5866）で環境政策課 

主催：川越市環境政策課 

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：3月 3日（火）、4月 7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： 3月 9日（月）、3月 23日（月）、4月 1

3日（月）、4月 27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） 
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問い合わせ：賀登（049-234-9366）  

【予告】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 

①3月 1日（日） 

要項：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（レストランも

あります）。雨天決行。 

	 野鳥や春の訪れを知らせる野草の観察と調査

を行います。 

②3月 22日（日） 

要項：公園主催、考える会協力、国営武蔵丘陵

森林公園南口（入園後受付）10:20 集合、15:00

ごろ終了解散 

	 春の野草を中心に観察します。植物の解説は太

田先生です。 

③4 月 1 日（水）・④4 月 19 日（日）考える会

主催 

要項：①と同じ 

	 午前中はトウキョウサンショウオの卵のう調

査、午後は春の花やミヤマセセリを観察します。

長靴があると便利です。

 

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 

①3月 14日（土）9:30-12:30ごろ 

雑木林手入れ	 焼き芋・スープ・ 

あそぼうパン(お椀、箸持参) 

②4月 11日（土）9:30-12:30ごろ 

ねぎの植え付け等 

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） 
2015年度予定表	 （	 ）内は予備日 

月 日 活動内容予定 
3 14 雑木林手入れ	 焼き芋・スープ・ 

あそぼうパン(お椀、箸持参) 
4 11 ねぎの植え付け等 

5 9 枝豆の植え付け・片付け 
6 13 にんじん畑の片付け 1 

7 11 トウモロコシの収穫作業 

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：3 月 6 日（金）、7 日（土）、14 日（土）、

20日（金）、21日（土）、27日（金）10:00-12:0

0 

	 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。4 月は、下

旬の種まきに向け準備作業を予定しています。 

◎月例会 

日時：3月 13日（金）10:00-12:00 

◎田んぼでいきいきしたいあなたへ～オリエン

テーション＆交流会 

日時：3月 28日（土）9:30-12:00 

	 当会の楽しい 1年をご紹介し、初めての方に

は会員との交流お茶会で活動についての質問も

でき安心です。田んぼ見学もあります。参加申

込受付中。この日は、共食（ランチ）、とれたて

野菜や手作り品販売なども予定しています。 

	 参加希望等、詳しくは問い合わせ先までご質
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問ください。 

 

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

にぎわいを取り戻す活動を行っています。あな

たもかわごえ里山イニシアチブの会員になりま

せんか？ 

	 「かわごえ里山イニシアチブ」では連携する

田んぼのサポーターズ（田んぼ活動のお手伝い

ボランティア）を募集しています。あなたも田

んぼに入って心地よい汗を流しませんか？サポ

ーターズは随時受け付けます！ 

◎【トピック②】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 

（詳しくは【トピック②】をご覧ください） 

東洋大学小瀬研究室（総合情報学部、こもれびの森・里山支援隊） 
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 チェーンソー研修会 

＊未確定の内容です。日時、場所、内容等変更の

可能性があることをあらかじめ承知ください。詳

細が決まり次第東洋大学エコキャンパス Web サ

イトに掲載します。本誌 4月号にも掲載します。 

日時：4月 18日（土）・19日（日）9:00-17:00 

場所：東洋大学川越キャンパス 

内容：チェーンソーのメカニズムと構造座学、

点検実習、メンテナンス・調整実習、目立て、

チェーンソーワーク実習（玉切り等） 

費用：無料 

＊詳細：東洋大学エコキャンパスWebサイト（h

ttp://www.toyo.ac.jp/site/ecocampus/） 

＊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：3月 3日（火）・19日（木）・ 

4月 7日（火）・16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： 3月 8日・4月 12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： 3月 28日・4月 25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。 

①3月 22日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川広域景観づくり連絡会と共同で流域

一斉清掃を上・中・下流域で実施。 

① 上流部は赤間川公園前集合・担当：渡辺 

② 中流部は貝塚橋右岸横集合・担当：武田 

③ 下流部は新扇橋・旭橋・川崎橋各右岸横に

集合。各担当	 新扇橋：小林、旭橋：西田、

川崎橋：青木 

②4月 26日（日）9:00~11:00 

	 野田町の新河岸川起点から月吉陸橋下まで。

起点の八幡橋横集合 
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◎「第 2回新河岸川いい川づくり勉強会」 

日時：3月 7日（土）13:00-17:30 

場所：川越市北公民館第三会議室（川越市氷川

町 107） 

	 昨年の第１回の勉強会に続いて、具体的な提

案や問題点の指摘など具体的提案説明。そのほ

か、自由な発表歓迎。時間かけて話し合いを予

定。資料コピー手伝います。連絡は実行委員会

の武田（090-2521-5770）まで。 

◎「川のまるごと再生事業・川越地区の見学会」 

日時：3月 15日（日）10:00-16:00 

	 約 10km 歩き。伊佐沼横の荒川右岸用排水組

合事務所出発。本川越駅前のグリーンパーク行

きバス 9:34乗車、川越駅東口経由で伊佐沼冒険

の森バス停で下車。整備された遊歩道を回って

菅間堰魚道見学、釘無橋たもとからバス（15:4

8 発）で本川越駅まで。16:02 到着・解散予定。

連絡は武田（090-2521-5770）まで。 

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

◎小畔川の魚類調査 

①4月 19日（日）10:00-12:00 

場所：御伊勢橋上流 

②5月 24日（日）10:00-12:00 

場所：八幡橋下流 

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） 

①3月 8日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 春がそこまできています。草にも木にも。北

の国からきたカモやツグミたちは帰り始めまし

た。シジュウカラなど小鳥たちは囀り始めます。

小さな春を探しましょう。 

②4月 12日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 桜の咲く伊佐沼でお花見探鳥会です。水面か

らカイツブリの声が、空ではコチドリが鳴き交

わし恋の季節です。ツバメも南の国から今年も

飛んで来ました。 

NPO法人荒川流域ネットワーク 
問い合わせ：鈴木勝行（Tel. 090-7804-5722, E-mail: k_suzuki@pk2.so-net.ne.jp）

◎第 19回荒川流域再生シンポジウム 

日時：3月 14日（土）13:00-16:30 

場所：国立女性教育会館（嵐山町菅谷 728、東

武東上線武蔵嵐山駅徒歩 10分） 

参加費：無料 

テーマ：自然溯上のアユを復元するための連携

について語ろう 

	 今回も、6 年間のアユの標識放流調査と流域

一斉水質調査の結果、現在進められている入間

川での溯上環境改善事業を報告するとともに、

荒川流域でのアユの自然溯上復元への取組と、

関係する団体の相互の連携について語り合いた

いと思っています。ぜひおいでください。 

●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（3月 4日〜4月 25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 

3/4 3/5 3/6 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

3/7 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
◎13:00新河
岸川いい川づ

くり勉強会 
3/8 
◎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 

3/9 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

3/10 
★13:30地域生
活情報アドバイ

ザー実践講座 

3/11 3/12 3/13 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 
●13:00社会環境部会 
●15:00自然環境部会 

3/14 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00農作業
（みなみかぜ）

★13:00田ん
ぼフォーラム 
◎13:00荒川
流域再生シン

ポジウム 
3/15 
◎10:00川の
まるごと再生

事業見学会 
○本紙 4月号
入稿期限 

3/16 3/17 
◆9:00広報委
員会 
★13:00地域生
活情報アドバイ

ザー実践講座 

3/18 3/19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/20 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

3/21 
春分の日	 

◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

3/22 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃

◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

3/23 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

3/24 3/25 
◆9:00（拡大）
事業運営委員会 
◆10:30理事会 

3/26 3/27 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

3/28 
◎9:30オリエ
ンテーション

（みなみかぜ） 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/29 
★9:00講座・見
学「かわごえの生

き物をたずねて」 

3/30 3/31 4/1 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

4/2 4/3 4/4 

4/5 4/6 4/7 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/8 4/9 4/10 
●13:00社会環境部会 
●15:00自然環境部会 

4/11 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

4/12 
◎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 

4/13 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

4/14 
◆9:00事業運営
委員会 
◆10:30理事会 

4/15 4/16 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/17 4/18 
◎9:00チェー
ンソー研修会

（予定） 

4/19 
◎9:00チェー
ンソー研修会

（予定） 
◎10:00小畔
川の魚類調査 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 
●17:00新か
わごえアジェ

ンダ 21検討会 

4/25 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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