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【巻頭言】ベトナムを旅して一考

 
3人乗りバイク 

 
自転車タクシー：シクロ 

	 私は 9月末 5日間のベトナム旅行を楽しんだ。例年だと雨季であるはずが、

こちらも異常気象でカンカン照りの上、湿気があり、汗だくで着替えが不足し

てしまうほどであった。実質3日間の滞在で知ったかぶりはできないので、見

たことの一端を書いてみた。 

	 ベトナムの移動手段はバイクと自転車だ。中でもバイクは通勤通学のラッシ

ュアワーでの主役である。恐らく2人乗りは違反ではないと思うが、写真のよ

うな3人乗り、夫婦の間に子供が入った4人乗りも珍しくない。車は日本と逆

で右側通行である。朝、夕方はラッシュで道いっぱいにバイクが通る。交差点

での左折は見ものである。まず同方向のバイクをかわし、難関の逆方向からく

るバイクに挑む。交差点ではクラクションの音が方々で聞こえる。左折のバイ

クは止まらず、足もつかず、アイコンタクトを繰り返しながらバイクの間を縫

って目的の方向に進む。おみごとの一言。現地のガイドは交通事故などないと

いう。私の見た範囲でもトラブルやバイクの転倒はなかった。そこで一考・・・ 

	 日本では交通ルールが微細にわたり決められ、みんなルールを守ると信じて

運転し、事故を防いでいる。独断ではあるが、ここでは何でもありと誰もが信

じているから、不測の事態を数多く想定し、自己責任で神経を集中して運転に

当たり、だれも責めないし、どんな行為も容認し、これで事故を防止してい

る？？？	  

	 農耕に使われた水牛が収穫の終わった水田でゆったりと遊び、人々は活気が

あり、日本人に対して親しみをもって接し、食事は地元有機栽培の野菜を薄味

で、いろいろな香辛料で味付けされ、おいしくいただくことができた。一度で

好きな国に。 

（かわごえ環境ネット	 理事	 村上正明）
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【コラム】私のエコぐらし（15）みどりのカーテンに再挑戦

 
フウセンカズラのグリーンカーテン 

	 前年の 10 月号にフウセンカズラについて寄稿し

ましたが、これはその続編のつもりです。それにし

ても今夏、お盆までの猛暑はきつかったですね。1

日中クーラーのスイッチを入れっぱなしと言った日

も何日かありました（つまり何日間かつけっぱなし

と言うことで）。何と言っても高齢者には用心第一な

のです。お盆を過ぎる頃から一転してぐずついた天

候が続き、秋の気配も感じられるようになって、あ

あ今年も無事に夏を乗り切ったかと感無量でした。 

	 それでも春には、今年も緑のカーテンをと決意し

ていたのです。前年は持ち合わせの園芸用支柱を、

荷づくりひもで結んでできた不細工な棚に、フウセ

ンカズラを這わしたものでしたが、今年は本格的に

と 3千円少々を投資してマンションベランダ用の支

柱とネットを調達しました。今の世の中、本気で探

せば何でも手に入るもんですね。サイズは幅 70cm、

高さ 2m（これは調節できます）で 2セット。我が家

の南向きのベランダ用には幅が 50 センチほど足り

ませんがまあいいでしょう。 

	 種は、前年に自家採種してティッシュペーパーを

敷いたコップに保管してあったものを 10 粒ばかり

使いました。5 月のゴールデンウイーク明けに、前

年の経験を踏まえて一晩水に浸し 2つのプランター

（と言っても、1 つはかつて野菜を植えていた長い

もの、もう 1つは枯らした椿が入っていたやや大き

めの鉢。ついでながら我が家には園芸植物（を買う

のが）好きの家内のお陰でベランダには 20鉢以上の

植物が並んでおり、それ以上の鉢の残骸が貯まって

いますので、何を育てるにも事欠きません。）に播種

しましたが、1 週間経っても発芽しません。種が悪

かったかなと思いながら残りの種を 10 粒ぐらいバ

ラマイテ（専門用語では「追播」と言います。）かき

混ぜて「早く芽を出せ」と毎日水を撒いて様子を見

ていたところ、10日ほど経ってようやく発芽してき

ました。 

	 両方とも土は野菜の栽培や花の観賞にと何回も使

い古したもので、栄養分に富んでいるとは到底言え

ないものですが、植物は強いものですね。マンショ

ン住まいでは、新しい土は園芸ショップで求められ

ますが、古い土の処分には困るのです。これも資源

の有効利用と自分に言い聞かせてあります。 

	 さて 5月下旬に発芽したフウセンカズラは、その

後の液肥の効果もあってか背丈を伸ばして来ました

が、播種期がやや遅かったのか、今夏の猛暑が始ま

るころにもまだガラス戸の高さの半分くらいで、8

月上旬にやっと最上部まで到達しました。この間猛

暑の中で潅水は欠かさず、一方クーラーはフル稼働

の有様で、水道料金と電気料金のかさ上げに一役買

う一方、フウセンカズラのおかげで涼しかったとの

確証は得られません。でも植物を育てることは一種

の快感として残りますね。 

	 加えて、驚いたことに小学 1年生の孫が突然電話

してきて「フウセンカズラは育ってる？」何でそん

なことを聴くのか尋ねたところ「学校にも植えてい

る、風船が大きくなると茶色になって実が入るんだ

よね。」とのこと。これは何が何でも茶色の風船にな

るまで育てねば、と孫の一言は励みになります。 

	 緑ももう少し面的な広がりをもっていれば効果が

出てくるのでしょう。川越は山らしい緑の山があり

ませんから、市街地には街路樹をできるだけ植えて

緑を増やしてほしいですね。博物館から市役所まで

の整備された道路、もう少し緑があるといいなと思

いますし、ウェスタ川越の前庭が芝生と木立に埋ま

っていると素晴らしいだろうなと思います。 

	 行政への注文めいた方向に行きましたが、ともあ

れ年金生活者にとってはエコノミーな生活は必然で、

自然とエコロジーな生活になるような気がします。

今後ともそれで行こうと思います。 

（かわごえ環境ネット個人会員	 板野徹）
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【コラム】川越の自然を訪ねて（37）川越のキノコ

 
キノコ観察会の様子（7月） 

 
市民の森 6号地の 

ムレオオイチョウタケ（9月） 

 
運動公園の菌輪（9月）

	 かわごえ環境ネット自然環境部会ではキノコ

のガイドブック作成をめざして有志で勉強会を

続けています。今回はその活動の中から紹介し

ます。 

	 キノコは長い間、分類学者を悩ませていまし

た。古くは植物とみなされていた時代もありま

したが、今では「菌類」という分類で、「植物界」、

「動物界」、「菌界」と 3本柱の一角を占め、堂々

たる存在です。菌類は地中にある菌糸がその本

体で、生殖器官である胞子を分散させるために

地上に顔をだすのがキノコという子実体です。 

	 進化という側面からみると、植物が陸上に登

場した 4億年前にはもう存在していたと考えら

れています。菌糸が植物体の根に菌根として取

り付き、地中で分解した無機物（Ca, Mgなどの

イオン化合物）を提供し、植物からは光合成由

来の有機物を受け取り、共進化したと考えられ

ています。現在の陸上植物の大部分は菌根を持

っており菌類と共生関係にあります。マツの苗

を育てる際、菌根が形成されているといないで

は成長に著しい差があるそうです。キノコはち

ょっと変わった食材の一部でマニアックな存在

と思っていましたが、調べ始めますと、植物を

育て、さらに最終分解もする生態系に重要な役

割を担っていることがわかりました。 

	 では、川越のキノコ巡りといたしましょう。

種類、量とも一番多いのは「（仮称）川越市森林

公園」計画地でしょう。これまで本会で 200種

ほど確認しています。園路を歩いていて目立つ

のは「サルノコシカケ」といわれる硬いキノコ

で、枯損木を分解していきます。雨の多い梅雨

時や秋雨のころにはニョキニョキと地面から柔

らかいキノコが発生します。これらは寿命が短

く 1週間ほどで消えてしまいます。 

	 他の場所では池辺公園、市民の森 1号地、市

民の森 6号地、市民の森 8号地、東洋大学こも

れびの森、運動公園などで多種見られます。い

ずれも樹林地に多いということがわかります。 

今回は簡単な報告になりましたが、機会をみ

て「キノコの近況」をお知らせします。「埼玉き

のこ研究会」のホームページをみますと川越の

キノコ情報も出ています。    （賀登環）

 

【報告】かわごえ環境ネットの活動

安比奈親水公園での秋の蝶の観察会 自然環境部会

 
観察会の様子 

	 10月 8日（木）安比奈親水公園と周辺の林や

公園において、晴天で空は青く澄み、少し風は

強いが比較的よい条件での観察会となりました。 

	 涼しげな透明の翅で飛ぶトンボの姿を見なが

ら、風が弱めな河畔林に沿って、捕虫網を持っ

て水路沿いの蝶を探す。強風であるが蝶の飛翔

も多く、シンジュの林沿いに休息している蝶を
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見つけ捕獲し、秋型の特徴を確認する。 

	 秋の到来を告げる風物詩のひとつとして愛さ

れている赤とんぼも多く飛びウスバキトンボが

山吹色の姿で編隊を組んで飛んでいる様子に郷

愁をかきたてられる。 

	 天候は風が強かったが、毎年観察している蝶、

5科 16種類が確認できました。しかし、南から

北上してくるウラナミシジミが 1頭も観察でき

なかったことと、秋型の濃い色のキタテハ、ヒ

メアカタテハも同様の結果であったので少し残

念。 

	 最後に 7名の参加者でまとめの話し合いを行

ない、次年度も 6月、10月に現地調査をするこ

とにしました。観察の手引きを会員に配布した

ことで、後日蝶の確認ができ、より関心がもて

たとのお礼の言葉をいただきました。（猪俣昇） 

 

【報告】会員・流域の活動

吉田地区の稲刈り 2編	 主役は子供達 かわごえ里山イニシアチブ

	
稲を運ぶ子供達	

	
わらのじゅうたんとたわむれる子供達

	 9月 12日：秋の始まりを感じさせるすばらし

い晴天の下、連携田んぼのみなみかぜいきいき

田んぼの会（生物多様性有機農法により地域づ

くりをする会）では 77名の参加を得て稲刈りと

はざかけを行いました。 

	 この日の主役はやはりなんといっても子ども

たちでした。稲刈り後、リアカーで特別養護老

人ホームみなみかぜのフェンスにはざかけをす

るために稲を運ぶのですが、疲れをものともせ

ずワッショイ！ワッショイ！とお祭り感覚で何

往復も坂道を運ぶ子供たちの姿は印象的でした。 

	 また、みなみかぜの大勢の施設の利用者さん

が、車いすでの稲刈り見学やはざかけを楽しま

れたことは、施設に居ながらにして農ある暮ら

しを少しでもエンジョイできる特色ある光景で

した。 

	 9月 27日：朝から小雨模様の中、小畔水鳥の

郷公園わきの“かわわシェア田んぼ”で稲刈り

を行いました。午後からは雨も上がりコンバイ

ンでの稲刈りも可能になり、参加者は手刈りと

機械刈りの両方を堪能することができました。 

ここでも主役は子どもたちでした。わらのじ

ゅうたんとたわむれ、稲のやさしさや香りを身

体全体で感じ取り、きっと楽しい思いでの一コ

マになったことでしょう。 

（増田純一）

 

2015アースデイ・イン・川越 立門前 第 17回アースデイ・イン・川越実行委員会

	 17回目を迎えた「2015アースデイ・イン・川

越	 立門前」は、10月 4日（日）に蓮馨寺を中

心に開かれました。当日は晴天に恵まれ、主会

場の蓮馨寺入口で、太陽光電池パネルによる電

力でシャボン玉が勢いよく飛び回り、おもちゃ

電車がグルグル回って、親子連れの歓声が響き
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ました。	 狭山太陽光発電クラブの協力で実現

しました。 

	 講堂内は、いつもの川越環境保全連絡協議会、

埼玉県ユニセフ協会、笠原さんと加藤さんの野

鳥の素晴らしい写真、短歌、俳句、川柳の文芸

作品が展示されました。中庭は、いつものフェ

アトレードの川越市国際ボランティア kerria、

今年参加の生活クラブ生協は小型テントを張り、

埼玉県地球温暖化防止活動推進センター、朝日

地球環境フォーラムなどは参考資料を配布しま

した。ネットワーク「地球村」川越支部や西埼

玉温暖化対策ネットワーク、新河岸川広域景観

づくり連絡会、クリーン&ハートフル川越、寺

尾調節地を愛する会などが、ごみ問題や川の景

観展示をし、市民への活動協力を呼びかけまし

た。また、中庭で川越いもの子作業所の楽団演

奏や、津軽三味線、珍しい虚無僧姿の尺八演奏、

同好者も増えた鼻笛の演奏などでにぎわいまし

たが、周りの展示内容の勉強への妨げになった

ようで、今後の反省点になりました。 

	 特別企画の「川越	 昭和・大正の街『ウォー

クラリー』」は、地元の人や大学教授の説明を受

けながら周辺一帯を回り、川越の歴史の深さを

感じたとの感想をいただきました。本堂前の桜

の木の下では、YMCAや自立の家などが、難民

支援、東日本大震災救援のためのバザーやフリ

ーマーケットでなど開きました。道路を隔てた

熊野神社境内では、埼玉県の環境・河川・農林

の事務所の展示と、食と健康に携わるグループ

の活動紹介がありました。有機野菜の EM青葉

の会、NPO法人 EMネット埼京、お米のかわご

え里山イニシアチブ、医療生協さいたま川越初

雁支部、地球足もみ健康法実践普及協会が参加、

雀会のお囃子演奏もありました。旧鶴川座前で

は、川越市環境部の地球温暖化対策担当が、エ

コドライブのシミュレーション設備を用意し、

地球にやさしい運転を PR しました。また、か

わごえ環境ネットのアジェンダチェックシート、

折紙工房の体験コーナーがありました。 

	 立門前通りの奥の旧川越織物市場は、昨年入

口などを整備しましたので、川越の「匠」を表

彰した「初雁賞」受賞者の写真と業績が並び、

国の荒川上流・下流河川事務所の PR 展示が続

きました。中庭では、木工、造園、鍛冶、木挽

などの職人の技を体験できるコーナーでにぎわ

いました。来年はそれぞれの特色を持った 4会

場を回遊する案で活性化を図ります。 

（武田侃蔵）

 
蓮馨寺入口の横断幕 

 
いもの子作業所の楽団演奏 

 
蓮馨寺での展示の様子 

 
熊野神社のかわごえ里山イニシアチブ

の展示・販売 

 
旧川越織物市場での初雁賞の展示 

 
旧川越織物市場での職人体験 
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川越まつりクリーン活動	 飛び入り参加も多数10月17・18日に クリーン&ハートフル川越

 
受付ブース 

 
法被を着ての作業 

 
昼間はごみ拾い 

	 多数の観光客と屋台で賑う川越まつりは、ポ

イ捨てごみの目立たないきれいな祭りだといわ

れています。きめ細かいごみ箱の配置、シルバ

ー人材センターの活躍、ボランティアグループ

の活動の組み合わせが効果を上げています。 

	 ボランティア活動は、かわごえ環境ネット会

員のクリーン&ハートフル川越では「小江戸川

越ボランティア」の赤い法被を着て、昼間はご

み拾い、17時以降は辻立ちでごみ袋を拡げてご

み箱代わりをしてポイ捨て防止につなげていま

す。併せて JT寄贈の携帯灰皿やごみ袋も配りま

した。 

	 今年も、かわごえ環境ネットの会員以外にも

Facebookを見て来たという大学生が 2人ずつ 4

グループありました。かわごえ環境ネットの事

業所会員から両日にわたっての参加がありまし

た。また、東洋大学ボランティアグループが 11

人で休憩含めて 5時間、リーダーの統率のもと、

ごみ拾いと辻立ちに挑戦してくれました。 

	 また、18日（日）は朝日新聞販売店が今年も

16人参加、夜の辻立ちで頑張ってくれました。 

	 2時間単位の参加で見ると、両日で延べ 95人

が 11時から 21時まで、私達のクリーン活動に

参加してくれました。 

（武田侃蔵、写真は小瀬博之） 

 

 

オアシス横の新河岸川	 川の中のごみも取りました10月25日 クリーン&ハートフル川越

 
杉下橋横から「つなぎ」を着て川の中へ 

 
集めたごみの山の前で 

	 秋のごみゼロ運動と重なりましたが、毎月第

4日曜日の「新河岸川の清掃」は、10月 25日（日）

オアシス横の杉下橋から新琵琶橋までで活動し

ました。今まで、左岸の土手に木が茂って邪魔

をしていましたが、9月に伐採されましたので、

久しぶりに土手のごみ拾いをしました。合わせ

て、葦がびっしり生えて河道も見えず、ごみが

絡まっていた川の中のごみも拾いました。川越

県土整備事務所から「胴長つなぎ」3着を借り、

かわごえ環境ネット会員の初雁興業の若い社員

4 人の応援を得てきれいにしました。川越の伝

説の「初雁の杉」の下なので「杉下橋」、ここを

流れていた「よな川」を渡る親子に琵琶を差し

出して渡らせた琵琶法師の伝説から「琵琶橋」

の名がつきました。オアシス横を詩情豊かなき

れいな流れにしたいものです。（武田侃蔵） 
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【報告】理事会・専門委員会

理事会

	 第 7回事業運営委員会が 10月 23日（金）10:

45-12:00 福田ビル 3F 会議室において開催され

ました。夏のイベントやお祭りが終わって一休

みするまもなく、講演会やかわごえフォーラム

にむけて新たに活動に取り掛かる理事会となり

ました。 

	 前回の審議事項と結論を確認してから、以下

の報告がされ、議題を審議しました。 

1.報告 

①アースデイ・イン・川越は天気に恵まれすぎ

て参加者が増えなかったという皮肉な結果とな

りましたが、かわごえ環境ネットが出展したエ

コドライブには 20人近くの参加、かわごえアジ

ェンダ 21チェックシートには 49名が参加しま

した。 

②10月 21日（水）に行われたエコツアーには 2

3名（申し込みは 26名）が参加して、11月の「環

境講演会」で川越の未来を考える素材として市

内の浄水場、水処理センターなどを見学し毎日

使っている水について学習しました。 

2.審議事項 

①かわごえ環境フォーラム：2月 20日（土）を

確認して、「増加する観光客に対応する」ために

川越の街を環境の視点から考え“伝え合う”ワ

ールドカフェを行う方向で講師の依頼を行う。 

②川越まつりクリーン活動を市民レベルでの取

り組みにするために、次回からかわごえ環境ネ

ットの全体事業にすることになりました。 

③③環境保全連絡協議会から申請のあった「環

境小江戸塾」について後援することになりまし

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 10 月 23 日（金）9:

00-10:30 福田ビル 3F 会議室において開催しま

した。出席者は 7名でした。主な議事は次のと

おりです。 

1.報告事項 

①水辺と川の小委員会 

ⅰ）12 月 13 日（日）川でつながる発表会が入

曽公民館で開催される。 

ⅱ）本会主催の川の交流会は 1月になる予定 

②アースデイ・イン・川越（10月 4日） 

ⅰ）社会環境部会のバックアップがあった。 

ⅱ）生活クラブが出展した。 

ⅲ）エコドライブ講習に 20人位集まった。 

ⅳ）アジェンダチェックシート 49名の協力を得

た。 

③川越まつり会場クリーン活動 

ⅰ）部会活動ではなく全体活動に組み込めない

か。 

ⅱ）安全に参加できるよう方策（保険）が必要 

④北公民館かんきょう祭り（11月 14日） 

	 パネル展示をしているが、パネルの更新が 

必要ではないか。（予算化） 

⑤歳末まち美化活動（12月 23日） 

	 準備を始める。例年参加いただいている武州

ガスとも協議する。 

2.検討事項 

①第 14回かわごえ環境フォーラムの開催 

ⅰ）開催日：2016年 2月 20日（土）9:30-17:00 

会場：ウェスタ川越（午前 2階「活動室」、午後

1階「講座室 1,2」 

ⅱ）目的	 環境をテーマとして、広く市民が参

加できる機会（ワールドカフェ） 

「川越を知ろう・語ろう・伝えよう」 

ⅲ）環境活動報告書の編集者として賀登さんと

社会環境部会から 1名出してほしい。 

ⅳ）午後の部のプログラム 

・基調講演の講師を検討した。 

・川越に観光客が大勢来るようになったが、ご
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み、トイレ、交通事情等の問題点を解決してい

く必要がある。 

・会告原稿は飯島氏に一任する。 

	 次回は 11月 27日（金）13:00-14:30福田ビル

3F会議室で開催されます。 

（副委員長	 村上正明） 

社会環境部会

	 10月の例会は 9日（金）福田ビル 3階市会議

室にて 12名参加で行いました。 

1理事会・事業運営委員会の報告 

	 原嶋代表から 9月 25日（金）に行われた事業

運営委員会及び理事会の報告がありました。内

容は、本紙 10月号 8ページをご覧ください。 

2.アースデイ・イン・川越の報告 

	 主催者の「第 17回アースデイ・イン・川越実

行委員会」から、10月 4日（日）に開催し当日

は天候に恵まれ無事終了した、10月 27日（火）

に実行委員会の解散式を行い来年に向けてのデ

ィスカッションを行うとの報告がありました。

また、社会環境部会の支援に対してのお礼があ

りました。 

3.川越まつりクリーン活動 

	 主催者のクリーン&ハートフル川越から、10

月 17日（土）・18日（日）に行うので参加者募

集の要請がありました。なお、本事業について

来年度から「かわごえ環境ネット」の事業で行

うために理事会に諮るものとしました。 

4.エコツアー 

	 南小畔親水クラブ主催、環境政策課の委託事

業として 10月 21日（水）に実施するが、準備

と参加者の申込状況の報告がありました。 

5.環境講演会 

	 11 月 28 日（土）開催に向けての準備状況の

報告がありました。講師や講演内容がよくても、

参加者が少なくては講演会を開催する意味がな

いため、参加者をより増やすために、部会メン

バーが広報活動を行うものとしました。 

6.かわごえ環境フォーラム 

	 社会環境部会の活動報告書の作成と作業担当

の確認をしました。 

7.北公民館かんきょう祭り	  

	 11 月 14 日（土）に開催されるが、協力の仕

方についての確認をしました。 

8.私のエコ暮らしの執筆者 

	 11月号：板野徹、12月号：浜尾春子、1月号：

菊地三生	 2月号：渡辺利衛 

9.その他 

	 11 月の部会で今後の運営体制について話し

合うことにしました。 

10.来月の部会進行担当 

	 浜尾春子 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：菊地三生） 

 

自然環境部会

	 10月例会は 9日（金）福田ビル 3階にて 8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	 9/14（月）14名参加、秋の植物、キ

ノコ調査）9/28（月）	 13名参加。野鳥の森保

全作業 

②仙波河岸史跡公園植物調査	 9/30（水）	 5

名参加	  

③キノコ現地調査 9/18（金）	 伊佐沼、川越運

動公園 

④池辺公園」定例活動	 10/6（火）	 10名参加

	 キツネノカミソリ種子保護、竹除去 

⑤「チョウの調査」10/8（木）	 安比奈親水公

園	 7名参加	 5科 16種類観察できた。同時に

トンボ観察も実施、6種確認 
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2.協議事項 

①「次期環境基本計画および緑の基本計画（原

案）」へのパブリックコメントについて 

②自然環境部会予算執行状況について 

③「かわごえ里山イニシアチブ」からの提案に

ついて 

（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
	 第 7回の新かわごえアジェンダ 21検討会を 1

0月 29日（木）17:00-19:00に東洋大学川越キャ

ンパス福利厚生棟和室で開催しました。出席者

は事務局も含め 7名でした。 

	 チェックシート（市民編）の項目 11〜20につ

いて確認しました。 

	 次回 11月 26日（木）から、2016年 8月まで

に素案を提出するために次期計画の具体案の検

討（目次、全体構成）に入ります。ぜひご参加

ください。 

	 詳しい審議結果については、Wiki（http://wiki.

kawagoekankyo.net/）の「新かわごえアジェンダ

21検討会第 7回（20151029）」をご覧ください。 

（委員長	 小瀬博之） 

【予告】かわごえ環境ネットの主催・出展・関連行事

【トピック①】「第 14回かわごえ環境フォーラム」 

1. 環境活動報告の投稿・発表者募集 

	 来年 2 月 20 日（土）9:30-12:00, 13:30-17:00

に、ウェスタ川越において「第 14回かわごえ環

境フォーラム」を開催します。 

	 各々の環境活動と役割を相互に理解し、川越

市の望ましい環境像実現のための取組がいっそ

う活発になることを期待して行事を開催します。 

	 開催にあたって、環境活動をされている個

人・団体からの環境活動報告を広く募集します。

みなさまの積極的な応募をお待ちしています。 

	 投稿・発表申込期限は 11月 20日（金）、レポ

ート投稿期限は 12月 18日（金）です。 

	 募集要項は、かわごえ環境フォーラムホーム

ページ（http://forum.kawagoekankyo.net）に掲載

しておりますのでご覧ください。 

2. かわごえカフェ 2016「川越を知ろう・語ろ

う・伝えよう」 

	 午後にかわごえカフェを開催します。テーマ

は「川越を知ろう・語ろう・伝えよう」です。

	 川越を訪れる観光客は増加する一方で、それ

による弊害もあるのではないでしょうか？ 

	 例えば、道路にまで溢れる歩行者で、自動車

との接触事故の危険性が高まったり、渋滞を引

き起こしたり。また、トイレの場所をよく訪ね

られることはありませんか？	 観光客にとって

もっと改善して欲しいと思うこと、川越に住む

市民としてもっと改善してほしいこと、それを

知り・語りあいたいと思います。そして改善し

たいことを伝えていくことで、さらに素敵な街

へと変っていくと期待しています。 

	 かわごえカフェは、川越駅西口のウェスタ川

越内にある南公民館講座室 1・2号にて 13:30か

らスタートします。始めに講師の方にお話いた

だいた後、ワールドカフェスタイルでみなさん

と対話し、最後にシェアタイムを設け、終了は

17：00を予定しています。ぜひ、参加いただき、

川越を知って・語って、伝えていきましょう。 
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【トピック②】環境講演会「環境みらい都市川越に向けて」11月 28日（土）開催 
 社会環境部会

 
	 社会環境部会は、11 月 28 日（土）に環境講

演会を開催いたします。今年は「環境みらい都

市について」のテーマで、講演とパネルディス

カッションを行います。川越の未来について考

えるよい機会であります。多くの方の参加をお

待ちしております。 

開催日：11月 28日（土）13:30-16:30 

会場：ウェスタ川越 2階 1、2会議室 

応募人数：60人（参加費無料） 

申込開始：11月 4日（水）9:00より 

   申込先：川越市環境政策課 

   電話：049-224-5866 

第 1部	 講演会	 13:30- 

演題：「環境みらい都市について」 

講師：早稲田大学大学院 環境・エネルギー研究

科	 小野田弘士准教授/博士（工学） 

第 2部	 パネルディスカッション	 15:15- 

テーマ「環境みらい都市 川越に向けて」 

コーディネーター 

	 かわごえ環境ネット	 宮崎	 誠 氏 

パネリスト 

	 早稲田大学大学院	 准教授/博士（工学） 

         小野田 弘士 氏 

	 かわごえ環境ネット理事長 

	 東洋大学	 教授／博士（工学） 

         小瀬 博之 氏 

	 川越市環境部環境政策課長 

         箕輪 信一郎 氏 

 

【トピック③】第 15回を迎える北公民館かんきょう祭り	 11月 14日（土）開催
	 11月 14日（土）9:00-15:30、北公民館でかん

きょう祭りを開催します。2001年に開始しまし

たが、みなさまのご協力で 15回目を迎えること

ができました。 

	 今年のテーマは「変えよう	 私たちの生活（く

らし）」ですが、発足時のアピールにも「21 世

紀は、“環境の世紀”です。地球環境問題解決の

ために、私たち一人ひとりが考え方や生活態度

を変えていこうではありませんか」とあります。

現在にもそのまま適用できる内容ですが、環境

問題は永遠の課題といえるのではないでしょう

か。 

	 今年は講演会や展示にも川越市の取組を中心

に取り上げ、これからの身近な環境問題を考え

ていこうと思います。みなさまのご参加をお待

ちしております。 （実行委員会	 菅野仲夫） 

 

【トピック④】「省エネ情報交換」の催し（11月 19日・12月 17日）
	「光熱費を減らしたい人情報交換しませんか」

との内容で情報交換を行います。コーディネー

ターは、かわごえ環境ネット会員の松岡壽賀子

さんです。 



月刊 かわごえ環境ネット	 2015年 11月号	 No.109 

- 11 - 

開催日： 11月 19日（木）、12月 17日（木） 

会場：高階南公民館コミュニティースペース 

時間：15:00から 16:30の間にお越しください。 

参加費：無料 

内容：より健康にエコ生活を変えた数々の体験

を持ち、各種の賞を得ている松岡壽賀子さんを

囲んで省エネ生活の意見を交換し、実践につい

て考えます。省エネの知恵を持つ方の参加を歓

迎します。 

お問い合わせ：高階南公民館	 （Tel.049-245-35

81） 

 

【トピック⑤】第 11回川でつながる発表会（12月 13日開催）
	 市民、国、自治体が連携して流域で「いい川

づくり」をめざす 1年間の活動のまとめとして、

狭山市で“川でつながる発表会"を開催します。 

	 今年は新河岸川の支流の不老川を会場にして、

現地見学会、交流会、発表会を行います。水の

乏しい台地で貴重な開拓を行った史跡や不老川

改善の環境水を見学します。 

日時：12月 13日（日）10:30受付 16:00終了 

会場：狭山市立入曽公民館（狭山市入曽 627） 

（西武新宿線入曽駅下車、徒歩 3分） 

参加費：無料（直接会場へ） 

 

【トピック⑥】第 14回歳末まち美化活動（12月 23日開催）
	 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち

美化活動、13年目の今年も天皇誕生日の 12月 2

3日（水・祝日）に実施いたします。 

	 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）を食べて解散します。

	 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）の効果もありますので多

くの方々のご参加を!! 

	 詳細は 12 月号に掲載いたします。予定表に

「歳末まち美化活動」とご記入願います!! 

（担当	 渡辺利衛、菊地三生） 

 
歳末まち美化活動コース図	
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会合 
●社会環境部会（2015年 11月度） 

日時：11月 13日（金）13:00-15:00 

●自然環境部会（2015年 11月度） 

日時：11月 13日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

＊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 11日（金）同時間、同所 

＊会員ならばどなたでも参加できます 

◆広報委員会（2015年 11月度） 

日時：11月 16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） 

＊次回は 12月 17日（木）同時間、同所 

●新かわごえアジェンダ 21検討会（第 8回） 

日時：11月 26日（木）17:00-19:00 

場所：東洋大学川越キャンパス和室（福利厚生

棟第 5会議室手前階段下る）（川越市鯨井 2100） 

＊会員であればどなたでも参加できます 

＊次回は 12月 22日（火）12:30-14:30大黒屋食

堂（昼食含む） 

◆事業運営委員会（2015年度第 6回） 

日時：11月 27日（金）13:00-14:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 12月 22日（火）9:00-10:30同所 

◆理事会（2015年度第 7回） 

日時：11月 27日（金）14:30-16:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 12月 22日（火）10:30-12:00同所 

自然環境部会主催事業

★池辺公園定例活動（毎月第 1火曜日） 

日時： 12月 1日（火）・1月 5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：11月 9・23日（月）・12月 14日（月） 

9:30-12:30（12月 28日は休止） 

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） 

【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 

①11月 11日（水）・②11月 29日（日）考える

会主催 

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、15:30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。 

	 11月は、紅葉と木の実そして冬越しに訪れた

野鳥を観察します。今回は、カエデ園まで歩き

ませんか。 

③12月 9日（水）・④12月 20日（日）考える

会主催 

要項は 11 月と同じ。12 月は、冬越しに訪れた

カモ類やジョウビタキ等の野鳥と冬越しの昆虫

類を観察をします。年内最後のかんさつ会です。 

◎ヤゴの避難作業（公園主催、当会協力） 

日時：12月 5日（土）10:00過ぎ集合、15:00ご

ろ終了（昼食持参、雨天決行） 

	 園内の池で清掃前に、トンボのヤゴや昆虫類

を救助します。長靴でご参加下さい。ご参加い

ただける方は当会までご連絡ください。 
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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 

①11月 14日（土）9:30-12:30ごろ	

②12月 12日（土）9:30-12:30ごろ 

場所：明見院（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 

月 日 活動内容予定 
11 14 里芋の収穫・芋煮会（お椀、箸持参） 
12 12 大根収穫他 
1 16 雑木林の手入れ 
2 13 雑木林の手入れ 焼き芋 
3 12 雑木林の手入れ	 遊ぼうパン・スープ 

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）前日まで菊地三生（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：11月 19日（木）・12月 1日（火）・17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 8日・12月 13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 28日（土）・12月 26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。 

①11月 22日（日）9:00~11:00 

□新河岸川広域景観づくり連絡会との協同作業

で、下流地点の旭橋右岸集合、上流新扇橋、下

流養老橋方面と分かれて土手と河岸清掃、指定

場所にゴミ集めて 11:00解散。 

②12月 27日（日）9:00-11:00 

□新河岸川（赤間川）月吉陸橋下、川越土建事

務所横広場。星野高校横までごみ拾い。黄金橋

横で集積・分別して解散。 

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：佐藤（Tel.049-234-8500[9:0

0-17:00], 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、活動の一回

体験も可です。体験だけでもしてみませんか、

楽しいことうけあいですよ♪	 田んぼ活動でい

きいきしたいあなたを求めています！	

◎農作業 

日時：11月 6・20・27日（金） 

毎週金曜日	 10:00-12:00 

	 「地域交流センターみなみかぜ」に集合、農

作業は近隣の田んぼです。	

◎月例会	

日時：11月 13日（金）10:00-12:00 

場所：地域交流センターみなみかぜ

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。 
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◎月例会 

日時：11月 28日（土）16:00-18:00 

場所：伊勢原公民館（川越市伊勢原町 5-1-1） 

	 毎月第4週土曜日の16時から例会を開催して

います。広く意見を求めるために会員・非会員

を問わずどなたでも参加可能です。日程・場所

が変更になる場合もありますのでお問い合わせ

ください。 

◎説明会 

日時：12月 5日（土）16:30-18:30 

場所：ウェスタ川越（市民活動・生涯学習施設、

会議室 4）（川越市新宿町 1-17-17） 

	 ウェスタ川越にて、当会とコンセプトを同じ

にして活動する「みやび会」の協力を得てかわ

ごえ里山イニシアチブの説明会を行います。当

会の活動方針や今年度及び来年度の活動につい

て説明いたします。説明会後に懇親会も開催い

たします。 

 
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、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 森林整備施業 

①森林整備施業・チッパー体験 

日時：11月 14日（土）9:30-12:00, 12:45-15:00 

②森林整備施業・薪割り体験 

日時：12月 12日（土）9:30-12:00, 13:00-15:00 

③森林整備施業 

日時：12月 23日（水・祝）9:30-12:00, 12:45-1

5:00 

集合場所（いずれも）：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 

＊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/） 

◎小江戸川越ライトアップ 2015「食と音と灯り

の融合 Kawagoe REMIX」 

日時：11月 21日（土）・22日（日）15:00-20:00 

場所：川越一番街商店街（13:00-21:00歩行者天国） 

	 音に反応する「ひかりのつみき」を出展。そ

の他、東洋大学、東京電機大学、芝浦工業大学、

川越蔵の会の作品も各所に展示。 

＊詳細	 http://kawagoe-lightup.info 

 

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） 

①11月 8日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 伊佐沼で越冬するカモたちが揃うころです。

まだ雄の羽の色がきれいな繁殖羽に変わってい

ないので見分けが難しい時期です。よく観察し

て特徴を覚えて見分けができるようになりまし

ょう。 

②12月 13日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 北の国からのカモたちがそろって出迎えてく

れます。7,8種それとももっと多くの種が見られ

るカモ。ハマシギの群れで飛ぶ姿がきれいです。

公園でジョウビタキ、ツグミも待っています。 

広報委員会からのおしらせ
●入会のおすすめ	 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）
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に問い合わせるか、Webページ（http://kawagoe

kankyo.net）をご覧ください。 

●本紙への原稿投稿を受けつけています 

	 2015年 12月号（No.110，11月末日発行予定）

の掲載原稿は、11 月 15 日（日）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 

 
かわごえ環境ネットホームページ 

	 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 

（Twitterに登録しなくても見られます） 

	 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 Facebookページ 

（Facebookに登録しなくても見られます） 

	 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 

●編集後記	 月末発行をめざして編集を行って

いますが、毎度発行が遅れてしまい申しわけご

ざいません。恐れ入りますが、執筆される方は

原稿の早期提出と編集の効率化に引き続きご協

力ください。詳しくは 10月号の広報委員会から

のおしらせをご覧ください。（こせ） 

●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。 
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イベントカレンダー（11月 8日〜12月 30日） 
日 月 火 水 木 金 土 

11/8 
◎9:30古谷湿
地さかな観察会 
◎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 

11/9 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

11/10 11/11 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

11/12 11/13 
◎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 

11/14 
◎9:00北公民館
かんきょう祭り 
◎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 

11/15 
○本紙 12月号
投稿期限 

11/16 
◆9:00広報委員会 

11/17 11/18 11/19 
◎13:30まち
美化啓発運動

◎15:00省エ
ネ情報交換 

11/20 
◎10:00農作業
（みなみかぜ）

○環境活動報

告投稿・発表

申込期限 

11/21 
◎15:00小江
戸川越ライト

アップ 

11/22 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 
◎15:00小江
戸川越ライト

アップ 

11/23 
勤労感謝の日	

★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

11/24 11/25 11/26 
●17:00新アジ
ェンダ検討会 

11/27 
◎10:00農作業
（みなみかぜ）

◆13:00事業
運営委員会 
◆14:30理事会 

11/28 
★13:30環境
講演会 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎16:00月例会
（かわごえ里山

イニシアチブ） 
11/29 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

11/30 12/1 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/2 12/3 12/4 12/5 
◎10:00ヤゴ
の避難作業 
◎16:30説明会
（かわごえ里山

イニシアチブ） 
12/6 12/7 12/8 12/9 

◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

12/10 12/11 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

12/12 
◎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 

12/13 
◎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

◎10:30川で
つながる発表

会 

12/14 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

12/15 
○本紙 1月号
投稿期限 

12/16 12/17 
◆9:00広報委員会 
◎13:30まち
美化啓発運動

◎15:00省エ
ネ情報交換 

12/18 
○環境活動報

告レポート投

稿期限 

12/19 

12/20 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

12/21 12/22 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:30理事会 
●12:30新アジ
ェンダ検討会 

12/23 
天皇誕生日 
★歳末まち美

化活動 
◎9:30こもれび
の森・里山支援隊 

12/24 12/25 12/26 
◎13:30まち
美化啓発運動 

12/27 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

12/28 12/29 12/30 ★：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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