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【巻頭言】「冬の暖房についてのアンケート調査」から一考
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主に使っている暖房器具 

	 「冬の暖房についてのアンケート調査」は「埼玉県地球温暖化対策推進センター」が昨年「埼玉県地

球温暖化防止活動推進員」に呼びかけ、いろいろな方々のご協力で 457のデータが集められました。「か

わごえ環境ネット」のみなさまのも含まれています。この場を借りて御礼申し上げます。 

	 主に使っている暖房器具は、エアコン、こたつ、など電気を使ったものが多く、次にストーブなどで

灯油、都市ガスを使っていました。電気暖房器具ではエアコンが多く使われ、世帯で複数台使用されて、

その他の器具では世帯に 1台が多いようでした。これが今回の調査での目玉でした。エアコンの利便性、

安全性が推測され、各人の部屋で暖を取っていることが今の現実を表していると思われます。 

	 話は変わりますが、二酸化炭素削減のことでは、以前「石川英輔氏」の講演会で話されたことが思い

出されます。“地球温暖化防止のため”我々が何をするか・・・効果が見えにくく目標が立てにくい。そ

れよりいかに健康を維持するか、健康がいかに二酸化炭素排出を少なくしているか。これは健康なら自

分のためであり目標が立てやすい。その手段として①早寝早起き②適度な運動（特に屋外）③地産地消

の食事（スローライフ）はいいですよ。これらは 4大成人病の原因除去に効果ありというお話でした。 

	 今回の調査は家庭から排出される二酸化炭素が増加していること、特に冬場の暖房に原因であること

から行われました。だからどうしょうという議論はしませんでした。これからは冷房の季節になります

が、無駄な電気の削減は家庭の経費節減に効果大です。健康的な生活をして、なおかつ電気使用量を少

なくする。みなさまも一考してください。     （かわごえ環境ネット理事	 村上正明）
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【コラム】私のエコ暮らし（11）楽しみながら努力するエコ活動

 
植え付けが終わり成長を始めたパッションフルーツの苗 

 

 
移動できるアピオスでの苗 

	 我が家のエコ活動を振り返ってみると、電気

関係では照明を LEDに交換し、ブレーカーを 5

0A から 30A に変更し、自動車はアイドリング

ストップ付小型車に交換しました。 

	 それと生ごみは、畑に還元して肥料とし、再

度野菜として利用し、米のとぎ汁は活性液とし

て利用しています。 

	 自分の考えの中にエコ運動は楽しみながら努

力し、不便を感じるエコまでは踏み込むことは

したくないと思っています。 

	 楽しみながらできるエコ活動は、進んで取り

組んで見ようと、パッションフルーツを利用し

た緑のカーテンに挑戦してきました。 

	 植物は正直で、愛情を注いだ分だけ結果とし

て応えてくれる。パッションフルーツの差し芽

は、9 月に取り掛かり翌年の 4 月ごろの植え付

けまでに、6～7か月の歳月を必要とします。途

中で水やりを忘れたら枯れてしまい、愛情を注

げば見事な花を咲かせて楽しませてくれ、実の

成長過程も楽しませてくれて、最後においしさ

をプレゼントしてくれます。 

	 今回も 150本近くの苗を育てましたが、同じ

に扱っても育ちのよい苗、育ちの遅い苗と、子

どもの育て方とダブって映ります。 

	 今回の苗は、昨年 11月に「かすみのたすけあ

いの会」に認知予防プログラムの一環として 30

本、5 月 1 日に川越市と協働で開催した緑のカ

ーテン講座で育ちの遅かった苗も含めて 85 本

配ることができました。 

	 パッションフルーツは緑のカーテンには最も

適しているのではないかと思っています。 

	 今回配布した苗が一人でも多くの人によさが

理解され、緑のカーテンの普及に役立てば、育

てたかいがあります。 

	 今回講習を聞いていただいた方から連絡があ

り、やる気満々で横 10mの網を張り、苗も増や

して市の緑のカーテンコンテストに応募すると

張り切っています。 

	 このような話を聞くと、今年も苗の育成に取

り組んでいきたいと意欲が湧いてきます。 

	 1 人でも多くの人が緑のカーテンで CO2削減

に協力してもらえば、私のエコ活動につながる

と自己満足しています。 

	 我が家でも 5か所に苗の植え付けが完了して、

緑のカーテンの準備が整いました。アピオスで

の移動できる緑のカーテンなど、日々成長して

いく姿を楽しみます。 

	 これからも楽しめるエコを探し、取り組んで

いきたいと思っています。 

（井口吉三郎）
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【報告】かわごえ環境ネットの活動

緑のカーテン普及活動（その 3） 
	 5 月 1 日、汗ばむ陽気の中で、市と協働によ

る緑のカーテン講座が無事終了しました。 

	 名細地域センターには 30 名定員のところ 36

名の参加があり、にぎやかなスタートとなりま

した。 

	 当日は、急きょ J:COM川越から取材も入りま

した。翌日、参加した知人もインタビューを受

けたと喜んでいました。残念ながら我が家には

ケーブルテレビ入っておりませんので、放映は

確認できなかったのが残念でした。 

	 みなさん、パッションフルーツには興味があ

って、市の応募には 30分～1時間で名細地域セ

ンターと東部地域いきいきセンターの応募を締

め切ったとうれしい報告をいただきました。自

治会の知人も9時15分にもう満員ですと断られ

たとの事でした。 

	 他の知人からも 9時から電話をかけ通しで、

やっと 9時半につながったら満員になっている

と断られたとガッカリして電話で報告がありま

した。 

	 そういう意味で、期待して当日を迎えました

が、予想以上に参加されたみなさんの反応もよ

く、多数の質問もあり、関心度の高さに一安心

しました。 

	 午後は 3時から東部地域いきいきセンターで

同じく開催しました。 

	 30 分くらい前から大勢の人が集まっていた

だき、名細地域センター同様、口下手な私の説

明を熱心に聞いていただき、多くの質問も和や

かな雰囲気の中で行うことができ、無事終了し

ました。残念ながら 2名の欠席者が出て、28名

となってしまいました。 

	 9 月の差し芽から 7 か月、手塩にかけて育て

た苗がみなさんに喜んでもらえることを祈りな

がら送り出しました。友人にも分けてあげ、お

かげさまで今年は手元に育ちの遅かった苗が 1

0 鉢くらいとなり、寂しいけれどすっきりしま

した。 

	 川越市との打合せの段階から、原嶋代表、渡

辺さん、高橋さんには都度協力いただき、当日

もお手伝いご苦労様でした。市から、みどりの

担当曾根さんや、島崎副課長、ほか 2名の協力

をいただきありがうございました。 

	 今回初めて、市との協働の取り組みでしたが、

大成功だったのではないかと自負しています。

重ねて、ご協力いただきましたみなさんには、

ご苦労かけましたことを感謝します。 

（井口吉三郎） 

 
名細地域センターでの説明風景 

 
東部地域いきいきセンターの説明風景 
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新緑の雑木林観察会 自然環境部会 
日時：5月 17日（日）9:00～12:00 

場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 

参加者：14名（スタッフとも） 

講師：菅野仲夫 

	 前日は雨模様でしたが、この日は、空は青く

澄み、渡る風も爽やかで、1 年間でもとびきり

の快適な日よりになりました。参加者の皆さん

も「風が気持ちいいねー。」、「緑が輝いている

ね。」とまさに薫風の中での森林浴でした。 

	 雑木林では 3月中旬から樹木が新芽を出し始

め、4月で出揃い、5月はグングン伸びてほぼ林

冠を覆い尽くします。この時期は樹木の花が

次々と咲きつないでいます。ウワミズザクラ、

ウグイスカグラなどはもう実になりました。エ

ゴノキはちょうど満開で、地面が白いじゅうた

んになっています。ガマズミ、スイカズラ、ネ

ジキも白い花、コアジサイは薄紫の花を咲かせ

ています。サワフタギは去年ほどの食害はあり

ませんので秋にはルリ色の実が見られるかもし

れません。これから 6月になってムラサキシキ

ブが濃いピンクの花を、リョウブが白い花を咲

かせてほぼ樹木の花は終わります。 

	 林床にはクチナシグサ（準絶滅危惧種）が名

前の由来となる実をつけています。イチヤクソ

ウは白いツボミをつけ、ウメガサソウは薄黄色

の花、オオバノトンボソウは数株ありました。

	 これからはヤマユリ、ミズヒキ、シラヤマギ

クなどが林床をかざります。 

	 雑木林を歩いていると野鳥の声も耳に入りま

す。シジュウカラ、アオゲラ、コゲラはよく鳴

いていました。一度だけ澄み切った高い声のキ

ビタキらしいさえずりを聞くことができました。

彼らは夏鳥として日本の山地に渡る際、この近

縁を通過していきます。 

	 2 時間余りの観察会でしたが、樹木、草花、

昆虫、野鳥と多様な生き物を実感していただけ

たようです。この雑木林では前日 16日には三富

ネットの「散策・農業体験」のイベントがあり、

一般の方もよく散歩しています。次第にこの森

の価値が認められてきているのでしょう。 

（賀登環） 

 

 
畑を埋め尽くす春紫苑（ハルジオン） 

 
林床の草花を観察 

 
今年、初めて見る柔らかいキノコ 

（マツオウジ） 

 
このところ生息域を広げている 
アカボシゴマダラの春型 

 
ネジキの白い花 

スズランのような釣鐘型 
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【報告】会員・流域の活動

“田んぼの生き物調査（植物）”と“野草料理を食べよう！”かわごえ里山イニシアチブ 

 
かわわシェア田んぼから 

里山ハーブ講座が始まりました 

 
田んぼの会のビオトープで 
シロツメクサを摘む参加者 

 
小畔川の河川敷で 

アカツメクサを摘む参加者

 
参加者みんなで楽しく 
仕込みを行いました 

 
徳永講師の里山ハーブ料理教室を 

熱心に受講する参加者 

 
数々の里山ハーブ料理に 
舌鼓をうちました 

	 かわごえ里山イニシアチブでは、5月 17日（日）

にみなみかぜいきいき田んぼの会、かわごえ環境ネ

ットとの共催で、食楽風土（クラフード）の林鷹央

氏と徳永亜由美氏を講師に迎え「“田んぼの生き物調

査（植物）”と“野草料理を食べよう！”」を開催し

ました。 

	 40 名の参加者を得て小畔水鳥の郷公園に集合し、

吉田地区の無農薬田んぼ周辺や小畔川周辺を散策し

ながら食べられる野草について楽しく学び、みんな

で収集した野草を伊勢原公民館（霞ヶ関北小学校調

理実習室）で調理して、おいしく食する体験会を実

施しました。 

	 午前は散策しながらの里山ハーブ講座で、事前調

査を含めて見つかった食べられる野草は、カラスノ

エンドウ、アメリカフウロ、アカツメクサ、シロツ

メクサ、イノコヅチ、ハルジオン、オオバコ、ナズ

ナ、オランダガラシ、ハコベ、ヘビイチゴ、セリ、

カントウタンポポ、セイヨウカラシナ、レンゲソウ、

スギナ、ツユクサ、ハハコグサ、チガヤ、ヨモギ、

ノビル、ユキノシタ、ヤブガラシ、ドクダミ、ノゲ

シ、スイバ、ギシギシ、カタバミ等々、実に多様な

野草が見つかりました。 

	 除草剤の使用で採取できる田んぼが少なくなる中、

残された少しの無農薬田んぼでこれだけの食べられ

る野草があるなど、みんな一同驚きの面持ちでした。 

	 散策をしながら、野草の特徴や日本の食としての

伝統的文化のお話や摘む際の注意点など実に様々な

ことを学び、野草を通して自然環境を考えさせられ

る 1日となりました。 

	 午後は、田んぼの会のお母さん方が朝早くから準

備してくれた地元産のお米を使ったおにぎりや米粉

のよもぎ団子、マコモタケのパン、お吸い物にさっ

そく収集したイノコズチを入れてお昼をいただきま

した。 

	 里山ハーブ料理教室では、徳永講師の指導のもと

参加者全員が協力して下ごしらえをし、できあがっ

たメニューのアカツメクサのジャム、イノコヅチの

ごま和え、ツユクサのショウガみそ炒め、スギナや

アカツメクサの天ぷらに舌鼓を打ちました。 

	 朝 9時から午後 3時までの長時間のイベントとな

りましたが、ご家族で参加された方も多く、みんな

異口同音に「楽しかった、勉強になった」という感

想で、野草を通して環境問題を考えさせる思い出深

い 1日となりました。       （増田純一） 
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グリーンカーテンの設置・笠幡田植え 東洋大学小瀬研究室 

 
苗の植え付け 

 
目の細かいネットも用意 

 
屋上からネットを下げる 

 
各自の持ち分を縄張り 

 
田植えの様子 田植えの中心となった 16名の若人 

グリーンカーテンの設置（5月 12・13日） 

	 東洋大学では、エコキャンパス活動の一環と

して川越キャンパス内にグリーンカーテンの設

置を行い、今年で 4年目を迎えました。徐々に

規模を拡大し、今年は 3年目となる学生ホール

食堂棟南面の幅 30m×高さ約 9mへの設置で、3

0鉢のプランターを並べました。 

	 今年は、大きく 5種類の植物「モミジヒルガ

オ」「マンデビラ」「ツルレイシ（ゴーヤ）」「フ

ウセンカズラ」「ルコウソウ」を植えて、それぞ

れの成長、管理特性、温度低下効果、景観向上

評価を多面的に比較評価します。 

笠幡水田再生プロジェクト 2015「田植え」（5

月 31日） 

	 川越市農政課と東洋大学が協働して、地元農

家の指導の下、地域の耕作放棄地の解消につな

がる活動、さらに生物多様性に配慮した学生・

市民参加の稲作を実践し、自然や農業に関する

関心を高めようという「笠幡水田再生プロジェ

クト」は、今年で 3年目を迎えました。また、

昨年発足したかわごえ里山イニシアチブとも、

生きもの調査などさまざまな場面で協働するこ

とになり、今後、9 月下旬を予定している稲刈

り、11 月 2・3 日の焼おにぎり販売までの行事

を遂行していきます。 

	 田植えは 5月 31日（日）9:00-11:30ごろまで

実施され、本学学生 15名を含め、総勢 27名の

参加がありました。かわごえ環境ネット副理事

長の横山様からは、おにぎりとパンケーキの差

し入れをいただきました。学生に大好評でした。

この場を借りて御礼申し上げます。 

	 次の行事は 7月 5日（日）10:00-12:00の田ん

ぼの生きものしらべとなります。前日の 7 月 4

日（土）に行われる吉田、福田地区の調査と同

様、ぜひご参加ください。 

（小瀬博之） 

川越県土整備事務所との懇談会（4月 30日） 
	 参加者は7団体10名で川越県土整備事務所の

河川課長の斎藤氏との懇談を行いました。初め

に、斎藤課長から川越市内の河川整備状況につ

いて説明があり、質問や要望を出して回答を受

けました。市内の河川については大規模な改修

は完了しており、維持修繕や改修工事が中心と

なっています。 

	 維持修繕工事（主に堆積土砂の撤去）は新河

岸川・不老川合流点、南小畔川の田中橋、改修

工事は新河岸川の八幡橋から下流 165ｍ、杉下

橋下流 60ｍ、九十川の田島橋下流 60ｍです。今

年は寺尾調節池に遊歩道ができることになり水
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辺が身近になります。 

	 参加団体は 6団体ですが、新たに「寺尾調節

池を愛する会」の参加もあり、これに満足する

ことなく呼びかけて参加を増やすことが必要に

なっています。 

（原嶋昇治・過昌司） 

新河岸川水系水環境連絡会	 総会 
	 5 月 10 日（日）朝霞のリサイクルプラザで、

かわごえ環境ネットが会員となっている新河岸

川水系水環境連絡会の総会が行われました。約

10団体が参加して、昨年度の活動報告と決算報

告を議論しました。菅谷代表から昨年度の活動

で「水質調査」や「アユの生態調査」などに加

えて、助成事業で「水生植物・水生昆虫・湧水」

の調査を“調節池”で実施したことが報告され

ました。新河岸川水系にも外来種の「カワリヌ

マエビ」を見つけました。 

	 行政との交流では総合治水事務所との意見交

換会を実施し、昨年 6月の河川法改正に合わせ

て新たに河川協力団体に登録しました。決算は

高橋会計が報告して、借入金を今年度中に清算

することになりました。 

	 今年度は生物調査を 5か所で実施し、水質調

査は、これまで通り定点中心で実施して、来年

度については見直しも含めて検討することにな

りました。なお、役員については会計と監査を

各 2名にすることになりました。 （過昌司） 

 

新河岸川広域景観づくり連絡会全体会（総会）5月 14日 

 
全体会（総会）の様子 

	 朝霞県土整備事務所で新河岸川広域景観づく

り連絡会全体会（総会）が行われました。団体

と個人を合わせて 10名の参加がありました。堀

江会長のあいさつの後、平成 26年度の事業活動

と収支報告がされました。昨年は、川の景観づ

くり講演会、サイクリング、勉強会を実施して、

川まつりや美化活動、新春交流会を行ってきま

した。また、収支報告は単年度約 6千円の赤字

となっていますが、繰越金で補填しました。 

新年度の事業計画は、昨年を踏襲したものに

なっており、今年はふじみ野市から川越までを

対象にして川の景観を調査していい川づくりを

進めます。そして来年には新河岸川流域の景観

をまとめたいとの方向が出されました。また、

景観づくり連絡会は自立の時期になっており、

県の助成はなくなるので会員からの収入を確保

する努力の必要が会計から出されました。 

	 これらの報告、新年度の計画を拍手で承認し

て全体会（総会）は終了しました。なお、役員

改選はないので、クリーン＆ハートフルの武田

氏は副会長を続けます。 

（過昌司） 

 ◆かわごえ環境ネット会員募集 

	 川越市の環境を知り、活動するためにぜひご入会ください。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。年会費は個人会員 1,

000円、団体会員 2,000円です。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（h

ttp://kawagoekankyo.net）をご覧ください。 
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【報告】総会・理事会・専門委員会からの報告

総会

 
総会の様子 

 
懇親会の様子 

	 2015 年度総会が 5 月 23 日（土）に川越市立

博物館視聴覚ホールにおいて開催されました。1

76会員のうち、会場出席者 34、委任者 89の計

123 出席者により会員の過半数の会員の出席を

得、総会は成立しました。そして全議案が総会

議案書の原案どおり可決され、総会は終了しま

した。 

	 12時からは、川越市文化会館前のどんぐりの

木において懇親会が開催され、23名の出席者が

ありました。1 人 1 分の自己紹介をしながら、

有意義な交流事業となりました。（小瀬博之）

 

理事会

	 総会後間もない理事会ですが、総会で決定し

た事業計画に基づいて今年 1年間の活動を進め

ることになります。 

	 7月の郊外美化活動、8月のエコプロダクツ川

越 2015など全体事業、今月の「川の一斉水質調

査」などが日程や内容も含めての取組が着実に

進んできました。 

	 今回議論になったのは 

①エコプロダクツで募集する「環境月間ポスタ

ーコンクール」に環境ネット賞を贈呈する 

②かわごえの環境（第 9号）を 7月末締め切り

で部会ごとに執筆をする 

③ネットが主催する公開事業については保険を

かけるなどです。 

	 この他に、水辺と川の小委員会から、本会が

参加している連絡会などの総会について、川越

の NPO としての役割や課題が検討中であると

報告されました。  （副理事長	 過昌司） 

エコプロダクツ川越 2015出展実行委員会
	 5月 15日（金）に「つばさ館」において「エ

コプロダクツ川越 2015」実行委員会の打ち合わ

せを行いました。出店内容は前回報告した「廃

油石けん、アクリルタワシ、箸つくり、リサイ

クルキャンドル、ペットボトルロケット、社会

部会からの展示」以外に希望のあった「ぶんぶ

んゴマ」などの間伐材を利用した遊び道具作成

の場所確保や、昨年室内で飛ばした「ペットボ

トルロケット」を実際に外で飛ばすなど前年よ

り拡大方向にあるため、市職員との話し合いを

行いました。申し込み前でしたが、利用場所拡

大に快く同意していただいたので、5 月 26 日

（火）の理事会に提案し、大枠が決まりました。

理事会では社会環境部会からの新しい提案もあ

り、テーマを「ごみを資源に」と「電気を大切

に」に決め、「参加して楽しめるかわごえ環境ネ

ットのブース」を作ります。 

	 また、今回も東洋大学との共有スペースを設

けて、大学構内で行われている「こもれびの森・

里山支援隊」の活動で発生した伐採木等を利用
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しての「モノツクリ」などを予定しています。 

当日（8 月 2 日（日）10:00～15:00 まで）はワ

ークショップが多いので、協力してくださる方

を募集します。場所は「つばさ館」2 階木工室

と会議室の予定です。詳しくは次号でお知らせ

しますので、ぜひおいでください。 

（委員長	 横山三枝子）

社会環境部会

	 5 月定例部会は 5 月 8 日（金）福田ビル 3 階

会議室において 11 名の出席のもとに開催され

ました。 

1．報告事項 

	 原嶋部会長代表から理事会について報告があ

り、総会に提案される今年度の事業計画、収支

予算、一部理事の交代案件等の審議が進められ

ている。 

	 また前回以降の事業活動について、4月 30日

（木）に水辺と川の小委員会が開催され、県土

整備事務所の担当から事業内容の説明を受けた。

関係 22団体のうち出席は 9団体であった。 

	 井口さんから 5月 1日（金）に実施した緑の

カーテンの推進活動について報告があり、名細

市民センター、東部地域ふれあいセンターの 2

会場とも期待どおりの参加者を得て、内容につ

いて好評を博した。武田さんから 4 月 17，18

日（金、土）のアースデイ東京 2015見学会、4

月 26日（日）の川の国応援団・新河岸川市内流

域の清掃活動について報告があった。今年のア

ースデイ・イン・川越は 10月 4日（日）に予定

されており、近く実行委員会を立ち上げる考え

であるとのことである。 

2．協議事項 

①今年度事業活動及び収支予算について、原嶋

部会長代表から、部会活動費は 125千円と前年

同額が確保できる見込みであり、活動内容につ

いても前年度に準じて環境施設巡り、環境講演

会、エコドライブ講習会及び緑のカーテンの推

進を企画・実施したい。 

全体事業への参加活動としては、川の全国一

斉水質調査、エコプロダクツ川越 2015，7月及

び 12 月のまち美化活動等に積極的に参加する

ほか、個別事業についても前年度に準じて各団

体の活動を支援する。なお、関連して全体事業

としていた川越まつりまち美化活動は個別事業

に、個別事業としていた緑のカーテン推進活動

は部会事業として取り組むこと、担当者の一部

変更等が了解された。 

②当面の活動について、8 月 2 日（土）に開催

されるエコプロダクツ川越 2015 への具体的な

出展計画を検討するため、5月 26日（火）に関

係者による会合の場を設けることとし、部会代

表から後日関係者に参加を依頼のうえ協議を進

めることとした。 

③本会の活動と関連して、ボランティア保険の

対象となる範囲を確認しておくことが必要との

意見があった。 

3．その他 

①武田さんから 5月 24日（日）にウエスタ川越

で開催される西埼玉温暖化対策ネットワーク主

催の河川水中の殺虫剤の影響に関する講演会の

紹介があった。 

②次回の進行担当は井口さんです。 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：板野徹） 

自然環境部会

	 5 月例会は 8 日（金）福田ビル 3 階にて 9 名

の参加で開催された 

1．活動報告 

①「（仮称）川越市森林公園」計画地定例調査・

保全活動	 4月 13日（月）12名参加：早春の生
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き物調査、4月 27日（月）17名参加：キンラン、

ギンラン、クチナシグサ等の希少種調査 

②「キノコを含む観察会」4 月 28 日（火）「川

越市森林公園」計画地 9名参加 

	 午前中は硬いキノコの観察、午後は西田誠之

氏（埼玉キノコ会副会長）の講義 

③県民参加モニタリング調査の会計報告 

2．協議事項 

①環境基本計画への提言についての検討 

	 生物多様性保全のための工法や市民参加のあ

り方などの検討をした。 

②シリーズ「川越の自然を訪ねて」の 9月まで

の担当を決めた。 

◎この日は少々時間があったので、川越の将来

像について日頃思っていることを自由討論した。 

（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
	 2017年度の川越市環境行動計画「かわごえア

ジェンダ 21」改訂に向けた「新かわごえアジェ

ンダ 21検討会」（第 2回）を 5月 29日（金）1

7:00-19:30 に東洋大学川越キャンパス福利厚生

棟第 5会議室において開催しました。出席者は

5名でした。主に「120の行動提案」の内容の確

認を行いました。 

	 主な審議結果は次のとおりです。 

・最終報告書並びに自然環境部会の提言を早期

に提出することにしました。自然環境部会の文

書が確定したい点で速やかに環境政策課長に提

出することになりました。 

・120の行動提案について 

	 ここでは、Wiki（http://wiki.kawagoekankyo.ne

t/）のメモをほぼそのまま取り上げます。原本

である川越市環境行動計画「かわごえアジェン

ダ 21」（http://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyos

hamuke/kankyo/agenda21.html）の 7・8ページと

併せてご覧ください。 

A：資源・エネルギー 

・「自然エネルギー」「新エネルギー」「バイオマ

ス」の区分けが微妙（再生可能エネルギー） 

ごみの減量が掲載されていない 

・省エネルギーに関連する生活---「緑のカーテ

ン」などはこちらに掲載してもよいか 

B：交通・健康 

・バスの問題は取り上げたことがない 

・「自転車シェアリング」は環境政策に絡めるの

は難しい（運搬の手間） 

・市街地の交通抑制 

・「ノーカーデー」の廃止→エコドライブ 

・川越線の削減（川越以西）---時代の逆行 

・化学物質：食物、殺虫、衛生、香料...知識が

あやふや、農業・生物多様性にも関わる問題 

交通と健康を一緒にするのは無理がある 

・排水と水使用が別項目になっている 

・9,10,15,16は個人活動の項目なので一括りする

など 

C：自然 

・節水・雨水---打ち水 

・雑木林の管理「体験」---時代が変わっている 

・農家での「体験」農業と市民農園の活用---時

代が変わっている 

・「自然」に「地産地消」が入っている。 

・「野生生物を守ろう」は具体的ではない 

・生物「の」多様性 

D：まち 

・生活道路に関する情報提供とは？ 

・「自然素材」が強調されすぎている 

E：活動・情報 

・「環境学習」「環境ボランティア」は比較的達

成できている 

・「環境情報ネットワークづくり」「地域交流」-

--時代の変化・無理を感じる 
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	 これまでの審議経過や現行計画の「かわごえ

アジェンダ 21」の作成経過など、詳しい内容は、

Wiki ページ（http://wiki.kawagoekankyo.net）に

ありますのでご覧ください。（委員長 小瀬博之） 

 

【予告】かわごえ環境ネット主催・関連行事

【トピック①】田んぼの生き物しらべ（7月 4日に福田・吉田、7月 5日に笠幡で開催）
	 田んぼはお米だけを作るだけではありません。

昔から田んぼの生きものたちが私たちの環境を

守ってきました。メダカやカエルにトンボ、ク

モ、ユスリカ、イトミミズと実にたくさんの生

きものたちが共生しあって生きています。そん

な田んぼにどんな生きものたちが棲（す）んで

いるか調べてみましょう！ 

	 この事業は、かわごえ環境ネットとかわごえ

里山イニシアチブ、それぞれの地区の田んぼ管

理者の共催・協力により実施するものです。 

各地区共通事項 

講師：食楽風土（クラフード）渋谷代表、林鷹

央氏 

定員：各先着 30人 

経費：1人 300円（家族参加の場合は 1家族 30

0円）（資料・保険料を含む）注意：ザリガニ以

外の生きものは持ち帰ることができません。 

持ち物：飲み物、帽子、タオル、長靴など 

（稲の状況によっては田んぼに入る場合もあり

ますので、裸足になってもよい格好でご参加く

ださい）。 

申込・問い合わせ：6 月 8 日（月）9:00 からか

わごえ環境ネット事務局（Tel.049-224-5866） 

で承ります。 

1.福田地区（高梨農園「はるみず田んぼ」） 

日時：7月 4日（土）10:00-12:00（9:30集合） 

場所：耕福米高梨農園「はるみず田んぼ」（川越

市福田 439）駐車場あり 

2.吉田地区（みなみかぜ田んぼ） 

日時：7月 4日（土）14:30-16:30（14:00集合） 

集合場所：みなみかぜ田んぼ&ビオトープ畦（川

越市吉田 1229近隣田んぼ）健友会 みなみかぜ

地域交流センターのすぐ近く。駐車は、小畔水

鳥の郷公園駐車場でお願いします。 

3.笠幡地区（笠幡水田再生プロジェクト） 

日時：7月 5日（日）10:00-12:00（9:30集合） 

集合場所：東洋大学 笠幡水田再生プロジェクト

田んぼ（川越市笠幡地内、「35.908931,139.39925

2」で Googleマップ検索してください。）近隣に

駐車スペースあり。誘導に従ってください。 

【トピック②】キノコの観察会（7月 5日（仮称）川越市森林公園計画地で開催）
	 専門家と林内を巡りキノコを探します。 

日時：7月 5日（日）9:00-12:00 

場所：（仮称）川越市森林公園計画地 

定員：先着 30人、経費：100円 

申込：6 月 5 日（金）9:00 からかわごえ環境ネ

ット事務局（Tel.049-224-5866） 

【トピック③】夏の郊外クリーン活動（7月 19日「やすらぎのさと」スタート）
日時：7月 19日（日）9:00-11:00 

場所：9:00川越市民聖苑「やすらぎのさと」集

合、3方向に分かれ 11:00に戻り分別して解散。 

参加方法：参加希望コースを 3日前までに武田

（Tel.090-2521-5770）までご連絡ください。 

 



月刊 かわごえ環境ネット	 2015年 6月号	 No.104 

- 12 - 

かわごえ環境ネット主催・関連事業

会合

●社会環境部会（2015年 6月度） 

日時：6月 12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 6月度） 

日時：6月 12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 7月 10日（金） 

＊会員ならばどなたでも参加できます 

◆広報委員会（2015年 6月度） 

日時：6月 16日（火）13:00-14:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース（川越市

元町 1-3-1） 

◆エコプロダクツ川越2015出展実行委員会（第

2回） 

日時：6月 23日（火）9:00-10:30 

場所：川越市役所地階修養室（川越元町 1-3-1） 

＊7 月 7 日（火）9:00 から関係者で現地下見を

実施 

◆理事会（2015年度第 3回） 

日時：6月 23日（火）10:30-12:00 

場所：川越市役所地階修養室 

＊次回は 7月 21日（火）10:30-12:00福田ビル 3

回会議室（9:00-10:30に別会議を開催予定） 

●新かわごえアジェンダ 21 検討会（第 3 回）

＋Facebookミニ講習会 

日時：6月 26日（金）17:00-19:30 

場所：東洋大学川越キャンパス第 5会議室（福

利厚生棟）（川越市鯨井 2100） 

＊会員であればどなたでも参加できます 

＊Facebook の活用方法についてミニ講習会を

開催します。操作できる端末があればご持参く

ださい。なければ、Facebookアカウント（メー

ルアドレスとパスワード）を用意ください。 

＊次回は 7月 24日（金）17:00-19:00同所 

自然環境部会主催事業（トピック以外）

★（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： 6 月 8・22 日、7 月 13・27 日（月）9:3

0-12:30 

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） 

★池辺公園定例活動（毎月第 1 火曜日、5 月は

第 2火曜日） 

日時：6月 2日・7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 

【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 

①6月 14日（日）後援主催、考える会協力 

要項：公園南口から入園（入園後受付）10:20

集合、15:00 ごろ終了解散、入園料要、参加費

無料、お弁当持参（レストランもあります)。雨

天決行。 

	 今回は、ギンリョウソウやイチヤクソウの花

を楽しみませんか。 

②7月 20日（月・祝）公園と考える会共催 

要項：公園南入口付近（入園前受付）10:20 集

合、15:00 頃終了解散、入園料要（団体扱い）、

参加費無料、お弁当持参（レストランもありま

す）。雨天決行。 

	 今年も、大塚豊さん（日本野鳥の会東京）を

講師に、樹液に集まる昆虫（オオムラサキやル

リタテハ）やヤマユリ、オオバノトンボソウの
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花を楽しみます。池では、チョウトンボにも出

会えるかもしれません。虫対策のため、できる

だけ長そででご参加ください。 

 

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 

①6月 13日（土）9:30-12:30ごろ 

②7月 11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） 
 

2015年度予定表	 （	 ）内は予備日 
月 日 活動内容予定 
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 
9 12 ブロッコリー・キャベツの収穫 

10 10 大根畑の片付け・ビニールはがし 
11 14 里芋の収穫・芋煮会 
12 12 大根収穫他 

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 担当（Tel.049-234-8500[9:00-17:00],

 Fax.049-239-5646, E-mail: tanbo373@yahoo.co.jp, 350-0807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：10:00-12:00 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。 

農作業日：6月 2日（火）、5日（金）、6日（土）、

9日（火）、13日（土）、16日（火）、19日（金）、

20日（土）、23日（火）、26日（金）、27日（土） 

30日（火） 

◎月例会 

日時：6月 12日（金）10:00-12:00 

場所：地域交流センターみなみかぜ 

◎田んぼの生き物しらべ 

日時：7月 4日（土）14:30-16:30（14:00集合） 

詳細は 11ページトピック①をご覧ください。

 

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。 

	 吉田、福田、笠幡の各地区の連携田んぼでは

田植えが始まり、6 月下旬から 7 月初めにかけ

て生きもの調査を予定しています。 

◎田んぼの生き物しらべ 

日時：①福田 高梨農園 7月 4日（土）10:00-12:

00（9:30集合）、②吉田 みなみかぜ 7月 4日（土）

14:30-16:30（14:00 集合）、③笠幡 東洋大学 7

月 5日（日）10:00-12:00（9:30集合） 

11ページトピック①をご覧ください。 

◎例会 

	 毎月第 4週土曜日の午後 4時から例会を開催

しています。広く意見を求めるために趣旨に賛

同いただける方ならどなたでも参加可能です。

場所は東洋大学、または、伊勢原公民館で開催

します。
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東洋大学小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊、笠幡水田再生プロジェクト） 
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 初心者向けチェー

ンソー講習会・安全伐採研修会 

日時：6月 20日（土）9:30集合-15:00・6月 21日

（土）9:30集合-15:00 

（一連のプログラムですので、今回は 2日通し

でご参加ください） 

集合場所：東洋大学川越キャンパス 4号館こも

れびの道側入口付近 

	 樹木の伐採に必要なチェーンソーの構造、扱

い方、実技、目立て、メンテナンス、安全伐採

技術等を初心者向けに実施します。 

経費：500円 

持ち物：①呼び子（呼び笛、緊急避難用の笛が

最適）：1人 1個、②ゴーグル 1人 1個（貸出可

能）、③作業しやすい服装・靴・軍手など森林作

業に適した装備 

＊詳細：こもれびの森・里山支援隊（http://ame

blo.jp/komorebi-satoyama/） 

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

（次会森林施業は、7月 25日に開催予定） 

◎田んぼの生き物しらべ 

日時：7月 5日（日）10:00-12:00（9:30集合） 

11ページトピック①をご覧ください。 

 

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：6月 2日（火）・18日（木）13:30-15:00 

7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：6月 14日・7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：6月 27日・7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。 

①6月 28日（日）9:00-11:00 

	 旭橋右岸集合。上流新扇橋、下流川崎橋まで

両岸の土手清掃。指定場所にごみを集めて解散。 

②7月 26日（日）9:00~11:00 

	 上流部の赤間川公園横集合。氷川橋まで両岸

の土手や遊歩道清掃。北公民館にごみ集め解散。 

 

 

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・飲み物・日除け帽子。参加費：

300円、高校生以下 100円（保険料・資料代） 

①6月 14日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 カルガモ、カイツブリの雛連れは毎年見てい

ても微笑ましく思います。アシの茎に止まり赤

い口をあけてオオヨシキリがさえずります。赤

いハスの芽が水に浮かんでいます。ハスの花の

咲くのが待たれます。 

②7月 12日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 ハスの花が咲き始めました。コアジサシが杭

に止まる雛に、今捕まえたばかりの小魚を与え
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ます。カワセミも雛連れで来るでしょう。カル

ガモの雛は、無事に大きく育ったでしょうか今

少しで飛べるようになります。 

 

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 7月号（No.105，6月末日発行予定）

の掲載原稿は、6月 15日（月）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）

に提出してください。 

●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 

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 

●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。 

 
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 

（Twitterに登録しなくても見られます） 

 
かわごえ環境ネット Facebookページ 

（Facebookに登録しなくても見られます） 
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イベントカレンダー（6月 7日〜7月 22日） 
日 月 火 水 木 金 土 

6/7 
◎9:30田植え（か
わわシェア田んぼ） 
★10:00身近な水環
境の全国一斉調査 

6/8 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

6/9 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/10 6/11 6/12 
◎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 

6/13 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/14 
◎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 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

6/15 
○本紙 7月号
投稿期限 

6/16 
◎10:00農作業
（みなみかぜ）

◆13:00広報
委員会 

6/17 6/18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/19 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/20 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
◎9:30こもれ
びの森・里山

支援隊チェー

ンソー講習会 

6/21 
◎9:30こもれ
びの森・里山

支援隊チェー

ンソー講習会 

6/22 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

6/23 
◆9:00エコプロ
ダクツ2015出
展実行委員会 
◆10:30理事会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/24 6/25 6/26 
◎10:00農作業
（みなみかぜ）

●17:00新か
わごえアジェ

ンダ 21検討会
＋Facebook
ミニ講習会 

6/27 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
◎13:30まち
美化啓発運動

◎16:00例会
（かわごえ里山

イニシアチブ） 
6/28 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

6/29 6/30 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

7/1 7/2 7/3 7/4 
★10:00田ん
ぼの生き物し

らべ（福田） 
★14:00田ん
ぼの生き物し

らべ（吉田） 
7/5 
★9:00キノコ
の観察会 
★10:00田ん
ぼの生き物し

らべ（笠幡） 

7/6 
 

7/7 
◆9:00エコプ
ロダクツ 2015
会場下見 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/8 7/9 7/10 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

7/11 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

7/12 
◎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 

7/13 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

7/14 7/15 
○本紙 8月号
投稿期限 

7/16 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/17 7/18 

7/19 
★9:00夏の郊
外クリーン活動 

7/20 
海の日 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

7/21 
◆9:00（会議
予定） 
◆10:30理事会 

7/22 ★：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 
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