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環境講演会における原嶋社会環境部会

代表のあいさつ（2年前に講演された
上村雄彦先生の提言を会場で披露） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 環境問題といえば、地球温暖化対策、ごみの減量化、まち美化、緑

化の推進、水辺の環境保全等が頭に浮かび、重要課題と認識されてい

ます。川越市の環境基本計画にも文言は異なりますが、これらの主旨

は包含されています。誰しもが大切なことですね、と同調しますが、

なかなか実行に移されておりません。 

・エコドライブ：ガソリン代なんて気にならないよ。エコカーだから。 

・ごみ問題：家庭のごみは集積場に出せば終わり。 

・ポイ捨て：誰も見ていないから。 

	 全体の意識を高揚させるにはどうすればよいのだろうか。私も、こ

の 6年間、かわごえ環境ネットの理事・社会環境部会の代表として活

動してきましたが、会を盛り上げることができず、悔いが残るばかり

です。何事でも、盛り上がりが大切です。盛り上がりのない活動は長

続きしません。活動を広めるには、かわごえ環境ネットの力を強くす

る必要があると思います。会員のみなさまには、ぜひ活動に参加して

いただきたいと思います。 

	 川越市では、2008（平成 20）年 1 月に川越市環境行動計画「かわ

ごえアジェンダ 21」を策定し今日に至っていますが、まだまだ実行

不足と思います。現在、この行動計画の改定版を策定中であり、来年

度に策定される予定ですが、実行されなければ絵にかいた餅になりま

す。実行して初めて生きてくるのです。そして、11月 28日（土）に

行われた「環境みらい都市川越」の講演、パネルディスカッションの

内容を実現してゆきたいものです。 

（かわごえ環境ネット	 理事・社会環境部会代表	 原嶋昇治）
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【コラム】川越の自然を訪ねて（38）今福の雑木林におけるセミ－６年間の観察結果
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種類別のセミの抜けがら数 

	 川越市内では 7種類のセミが知られています。

普通に見聞できるのは 5種類です。それは季節

順に、ニイニイゼミ、ヒグラシ、アブラゼミ、

ミンミンゼミ、ツクツクボウシです。セミは自

然の環境を現す指標として身近に存在する生き

ものです。 

	 2010年からその抜けがらを集めて、セミから

見た雑木林の環境について観察してきました。

	 対象となったのは伝統的な管理と循環型農業

に用い開拓の歴史を残している雑木林です。約

1万 m2に約 800本（胸高直径 30cm以上）のコ

ナラを中心とした典型的な雑木林です。この雑

木林の環境はコナラを優先種とした雑木林です

が、隣地にヒノキを植える植林をしており、境

界木にもヒノキが植えられ、これらが大木とな

って薄暗い環境も形成されています。 

	 林で見つかるセミの抜けがらは平均 800匹で

す。今年は平年の 1.5 倍見つかりました。この

理由は、「近くの雑木林が減り生息場所が減っ

た」、「気候変動で棲息数が増加した」などが考

えられますが、はっきりしたことはこれからで

す。 

	 林にいるセミで、1 番多いのはヒグラシ、次

がニイニイゼミとアブラゼミで、最も少ないの

がツクツクボウシです。しかし、ミンミンゼミ

は農家の屋敷林でしか抜けがらを見つけること

ができませんでした。 

	 この 6年間の観察でわかったことは、 

①ヒグラシはヒノキ林のそばで薄暗い環境に分

布して、ニイニイゼミは林でも明るい環境に棲

息し、アブラゼミは広範囲に分布している（分

布が異なっている）。 

②セミの発生周期はヒグラシでは 3年（他のセ

ミは今後の観察で）。 

③伝統的かつ順応的な手入れがこれらのセミの

棲息を可能にしている。 

	 経年変化からアブラゼミは 2013 年に大量発

生していますが、それ以外は 200匹で推移して

います。 

	 ヒグラシはセミ全体の 44%を占めています。

ニイニイゼミは 200匹で推移していましたが、

今年は 1.5倍に増加しています。 

	 疑問に結論がでるのは、あと何年かかるので

しょうか。 

お願い：限られた雑木林での観察結果です。正

確さや普遍化には道半ばの状態です。別の視点

や結果を知っている方のご批判や教授をお願い

します。正確な自然の認識は社会への目を豊か

にして私達の生態系を考えることに役立ちます。 

（今福在住	 過昌司） 

【コラム】私のエコぐらし（16）水のエコ生活
	 今年の夏は、38℃を越える猛暑続きで、雨も

全く降りませんでした。せめて打ち水にと風呂

の残り水を玄関、道路にせっせと撒きました。 

	 植木鉢の水遣りも、米のとぎ汁や鍋洗いの水

（洗剤不使用）とともに、風呂水を最後の一滴

まで利用（風呂水の大半は洗濯使用）しました。 

	 下水処理の負担軽減を思い、台所からの汚れ

た水は、極力減らしています。油を流さないた

めに、皿の汚れは、使い古しのティッシュでよ

く拭いてから流しへ、天ぷらの油は、いためも

のに再利用し、あまり古くなった油は、庭の植

木の根元に少しずつたらして、土の力で分解し
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てもらっています。洗剤もあまり使わないよう

心がけ、流しの排水口にはストッキングタイプ

の水切り袋をつけて細かなごみも捕らえ、生物

活性菌を増殖させるべく漂白剤は使いません。 

	 既にご存知の方も多いと思いますが、川越市

の水道水は、地下水 1割、県水 9割だそうです。

県水を荒川下流の大久保浄水池より運んできて

地下水と混合（中福受水場と霞ヶ関第二浄水場）

して家庭や事業所に配水されています。入間川

にかかる水管橋は県水を運ぶ橋だったのですね

（県水購入費は 24億円、水道料金の 41%）。 

	 今年の夏は炎暑続きで、雨が降ってほしいと

きには全く降らず、9 月には一晩で平年の 2 か

月分が降って大洪水を起こすという両極端の天

候になりました。これは地球温暖化（海水がと

ても温められ、さらに北極やグリーンランドの

氷が解け出している）のせいといえるでしょう。

今は非常事態になりつつある状況といえるので

しょうか？エコ生活に拍車がかかります。 

（浜尾春子）

 

【報告】かわごえ環境ネットの活動

高階北小学校 3年生「森の自然学習」支援報告

 
見つけたものを並べてみよう 

 
赤い木の実がいっぱい

日時：11月 13日（金）9:30～11:30 

場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 

	 この秋は暖かな日が続き、雨も多く天候が心

配されましたが、当日は薄曇りで問題なく実施

できました。朝、9 時過ぎには元気な子どもた

ちの声が川越南文化会館に響いてきました。高

階北小学校から歩くこと 30分、3クラス 110人

が到着です。挨拶の後、「川越の軽井沢」と人に

よっては賞賛する雑木林に入っていきます。初

夏（6 月初め）にも来ているので季節の変化も

感じ取ることができるでしょう。黄葉は三分程

度でまだ緑の葉もあり、学習には好都合です。

今回の学習テーマは「秋の自然をさがそう」で

す。 

	 「森のさんぽ道」を移動する途中にも秋はた

くさん見つかります。ドングリカーペットのよ

うな道、くっつきむしをいっぱいつけたササク

サ、ガマズミの赤い実、子どもたちはさっそく、

レジ袋に入れていきます。「第 2武蔵野ふれあい

の森」の奥あたりでクラスごとに場所を決めて

活動開始です。 

	 1 組は「実りの秋」をたくさん探しました。

くっつきむしのイノコヅチ、コセンダングサを

いっぱいつけて面白がったり、木の実もみつけ

たりしました。落ち葉を集めて「葉っぱじゃん

けん」。落ち葉だめの中にカブトの幼虫見っけ。

	 カナヘビも 2匹いてみんな触れたよ。去年初

めて気づいたもにょもにょ「ケバエ」も見つけ

ました。 

	 2 組はギボウシのたくさんあるところで、秋

をさがしました。黄葉した葉、ドングリを集め

てみんなで見せ合いました。穴のあいたドング
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リがあって、「これはここから、幼虫が出たんだ

よ。」と男の子が説明してくれました。幼虫は何

になるんだろう？ウーン、これはコナラシギゾ

ウムシです。でも、ドングリはこの虫のために

あるのかナー？	 ここで春に来た時、コナラの

芽生えにドングリがついていたことを何人かが

思い出して、「木の芽が出るときの栄養じゃない

の？」という発言あり。スゴイ！	 春のお勉強

がここでつながりました。 

	 3 組もたくさん見つけました。秋はたねの季

節、みんなも服にいっぱいつきました。風に飛

ぶ種もあります。モミジのヘリコプターのよう

な種をクリップで実演してみると、くるくる回

りながら、ゆっくり飛んでいきます。ヘエー、

おもしろいね。 

	 落ち葉の積もった地面にもたくさんの生き物

がいます。なんと、ハサミムシを虫カップに半

分集めたお友達がいました。朽木を割ると、ス

ズメバチがひっそりと・・・冬眠だね。 

	 どのクラスも短い時間でしたが、実に様々な

生き物に出会いました。多くの野生の植物があ

って、それに依拠した昆虫・クモ・トカゲ類、

ヘビやアカネズミも運がよければ出会えます。

オオタカを頂点とした生態系ピラミッドが実感

でき、子どもたちにもっともっと来てもらいた

い場所です。 

	 今回はかわごえ環境ネットから横山、森田、

小林、江口、賀登勉、賀登環の 6名が担当しま

した。 

（賀登環） 

 

【報告】会員の活動

かわごえエコツアー実施報告（川越市協働委託事業） 南小畔親水クラブ

	 今般、上記委託事業を受託するにあたり、受

託した「南小畔親水クラブ」は川に関する活動

を行っている団体ですが、社会環境部会のメン

バーが多く、社会環境施設を主体に川越市内の

施設をめぐることにして、委託元の了解を得て

実施しました。 

1.実施日： 10月 21日（水）8:30～16:00 

2.エコツアー先：資源化センター・霞ヶ関第二

浄水場・新河岸川上流水環境センター・農業ふ

れあいセンター	 	 以上 4か所。 

3.参加者：23名 

1）資源化センター 

	 15分ほど早く到着し、案内者にも時間の余裕

ができたと喜ばれ、たっぷりと案内していただ

きました。最新の装置でもあり、外部の方にも

関心が持たれている施設だけに、各種充実した

設備に感動しました。焼却ごみが、当日は通常

より多めだったと聞きましたが、その多さに驚

きました。ごみの減量化を叫ばれていますが、

これほど多いとは思いませんでした。可燃ごみ

の減量化の必要性を痛感した次第です。 

	 2）霞ヶ関第二浄水場 

	 川越市の水は、1974年 6月までは全て地下水

で賄われていましたが、現在では、90%余りが

県水とのこと。川越市では、7 か所の浄水場が

ありますが、常駐管理しているのは、霞ヶ関第

二浄水場と中福浄水場の 2か所で、残り 5か所

は、遠隔操作で管理しているとのこと。綿密な

監視・制御管理により、断水のない今日のシス

テムになっているとのことでした。 

3）新河岸川上流水循環センター 

	 施設は広大で、水の循環や下水道の役割、流

域下水道の概要、ポンプ、反応タンク等の水処

理施設、高度処理水を川に送る浄化プラントな

どを見学しました。浄化の施設は、若干の薬品

は使っているようですが、浄化の主体は、川に

放流するので微生物の力でじっくり浄化してい

るとのことでした。その結果、放流前の水は、

澄んできれいでした。 

4）農業ふれあいセンター 

	 川越の農産物のうち、サツマイモ、ダイコン、

カブ、小松菜、チンゲン菜、枝豆等は、埼玉県
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でも有数の産地となっています。しかし、近年

農業人口の減少、かつ高齢化等の影響はありま

すが、東京へ新鮮な野菜を供給する近郊都市で

あり、かつ地産地消の促進等、将来への期待を

持たせています。ある人が、なぜ川越市産業観

光部農政課なのか、農業の位置づけが低すぎる

ので、せめて農政部と位置づけしてよいのでは

ないか、と質問していましたが、私も同感です。

みどり豊かな川越を維持するにも農業の存在感

を高めていただきたいと思います。 

	 今回のエコツアーは、参加者にも比較的好評

でした。今後も趣を変えながら、このエコツア

ーを継続されるよう期待しています。 

（代表	 原嶋昇治） 

 

収穫祭・「こめつぶ祭り」にワークショップ“田んぼの野草茶会＆田んぼの生きものがたり”

で参加しました。 かわごえ里山イニシアチブ

 
野草茶会の模様 

 
講師とサポートスタッフ

	 秋は、連携している団体やグループが主催す

る収穫祭、産直市が開かれています。それぞれ

が今年の成果を披露して、普段は交流すること

のないいろいろな人たちとの出会いの場でもあ

ります。そして参加はまた、私たちの活動を多

くの方に知っていただく機会です。 

	 昨年から川越市笠幡で連携を深めている“リ

ブラン米づくりプロジェクト”に、協力団体と

してワークショップの一つ“田んぼの野草茶会

&生きものがたり”として参加させて頂きまし

た。会場が朝霞どろんこ保育園ということもあ

り、若い親子さんたちであふれています。開始

時の雨模様から昼には秋晴れとなり、約 600名

が集まり、収穫した新米の釜炊きには大行列、

田んぼに関連した遊び・ゲーム・わら細工など

参加しても、また、見るだけでも楽しくなるも

のでした。 

	 当会は、今年 5月に“食べる田んぼの生きも

の調査（植物編）”として行った野草料理イベン

トの講師をしていただいた食楽風土（クラフー

ド）の林講師、徳永講師を含めスタッフとして

10名で参加しました。農薬の影響を受けない安

全・安心な有機栽培田んぼの畦の雑草と、ふだ

んは目立たない野草・和製ハーブ、マコモ茶を

含めた 5種類のお茶を、特徴・効用などを教え

ていただきながら試飲して、クイズ形式で当て

るものでした。全部当てるのはなかなかむずか

しい・・・。 

	 生きものがたりは林講師のギターとトークで

一緒に民謡からオリジナル曲まで斉唱します。1

コマ 30分で 3回行いましたが、初めてのことも

あり幼児中心の全体の流れのなかでは大人が中

心となる企画であることから、そう多くの参加

とはなりませんでしたが、参加くださった方に

は満足していただきました。来年も工夫して、

また参加しようと皆で話していたところです。 

	 里山の暮らしを子どもから大人まで楽しむ収

穫祭でした。来年は、暖かくなる春には田んぼ

で会いましょう、そして豊作笑顔で秋にもま

た・・・。         （田崎愛知郎）
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こもれび祭「おにぎり屋ひろゆき」出店・「こもれびの森・里山支援隊」出展 
小江戸川越ライトアップ 2015「ひかりのつみき」出品 
 東洋大学小瀬研究室

 
おにぎり屋の様子 

 
工作教室の様子 

 
薪割りの様子 

 
Kawagoe REMIXでの展示 

 
建物のライトアップとの融合 

 
鍛冶町広場での展示の様子 

1.「おにぎり屋ひろゆき」の出店 

	 私が大学で活動している環境コミュニケーシ

ョンゼミ（3・4年生主体）では、笠幡水田再生

プロジェクトにおいて収穫した米を用いて、11

月 2・3日に開催された東洋大学川越キャンパス

学園祭「こもれび祭」において、「おにぎり屋ひ

ろゆき」を出店しました。この取組は、大学と

しての取組の周知ととともに、環境配慮型稲作

への関心を高める目的で実施しているもので、

今年で 3年目となりました。 

	 2日は平日で雨でしたが、おにぎりを 345個、

米を 14kg販売し、3日は昼間に米が炊けないト

ラブルで大きな支障があったものの、おにぎり

614個、米を 48kg販売し、2日間でおにぎり 95

9個、米 64kgを販売することができました。ご

来店ありがとうございました。 

2.こもれびの森・里山支援隊「森のツアー＋工

作教室」出展 

	 同日に、大学キャンパスの森を保全して生物

多様性の豊かな里山を取り戻すこもれびの森・

里山支援隊は、森のツアーと工作教室を出展し

ました。森のツアーでは、大学のグラウンドに

植樹して自然再生する取組とともに、施業場所

や動植物を紹介し、45分程度学内を散策しまし

た。 

	 工作教室では、コナラの薪割り、ヒノキのか

んながけ、焼きごてやはんだごてで絵付けやス

タンプを行ったバッヂづくりなど、多彩な工作

メニューを用意して終日にぎわいました。 

3.小江戸川越ライトアップ 2015「ひかりのつみ

き」 

	 こちらは 1〜3 年生の総合情報学部ライトア

ッププロジェクトチームが主体となった取組で、

NPO法人川越蔵の会と 3大学 5チームの計 6チ

ームが、各ライトアップ作品のアイデアを出し

合って、意見を出し合いながら改善を図り、学

生と一緒に作品を制作して川越中心市街地に展

示するという取組です。 

	 今年は「光が動く、光と遊ぶ」という移動可

能で子どもたちが遊べるような作品が求められ

ました。今までの電源を使って固定するものと

は異なるアイデアが求められましたが、私は「音

や振動に反応して色の変わる椅子型の行灯」＝

「ひかりのつみき」を具現化して 20個製作し、
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11 月 21・22 日（土・日）に川越一番街商店街

を歩行者天国にして実施された「Kawagoe RE

MIX 食と音と灯りの融合」において、これを積

み上げたり座ったりしてさまざまな形態を作り

出す展示を行い、たいへん好評を得ました。 

	 実はこの作品、工作椅子を製作することによ

り、移動しやすく耐久性の高いオブジェで廃棄

物の削減を図ったり、乾電池でも動作する省エ

ネルギーを考慮した LED ランプを用いたりし

て、環境への配慮も込めています。 

	 現在は、12 月 25 日（金）までの予定で那賀

町交差点付近の鍛冶町広場と周辺の協力店舗に

展示しています。音や振動に反応して光の色が

変わる面白さをぜひ体感していただければと思

います。           （小瀬博之） 

 

【報告】理事会・専門委員会

理事会

	 やっと冬晴れになって空が青くなった午後、

事業運営委員会の後に第 8 回理事会が 11 月 27

日（金）14:30-16:00 に福田ビル 3F 会議室にお

いて開催されました。これまでの活動をまとめ

来年の活動を計画する時期になってきました。

前回の審議内容を確認してから、これからの残

りの活動について審議しました。 

1.歳末まち美化活動はこれまで報告したとおり

に実施します 

2.かわごえアジェンダ21は仕上げる時期になり

ました 

3.ウェスタ川越の協働事業として、2時間 4回の

講座企画を行う方向で事業計画を立てます（内

容については今後検討）。 

4.かわごえ環境フォーラムについては事業委員

会の報告を見てください 

5.来年度の事業に関係することで、「自然観察ツ

アーや環境施設めぐり」が旅行業法に抵触する

恐れが出てきました。そのために、“会員限定の

ツアー”か“登録事業者への委託”が考えられ

ます。次年度計画の際に考慮して決めるよう注

意する必要があります。（副理事長	 過昌司）

 

事業運営委員会

	 第 6回事業運営委員会を 11月 27日（金）13:

00-14:30 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 

	 12 月 13 日（日）に川でつながる発表会が入

曽公民館開催される。 

②北公民館かんきょう祭り（11月 14日開催） 

	 反省会で本会の応援がもっとほしいという意

見があった。パネル展示には来場者は関心を示

さない。他館も含めて、公民館活動と関わりは

今後検討の余地がある。 

⑤歳末まち美化活動（12月 23日（水）） 

	 ちらしの配布は進められている。 

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 1」、

午後 1階南公民館「講座室 1,2」 

ii)活動報告書の申込は 6件のほか 5件ある。12

月 18日まで追加募集する。 

iii)協賛は依頼が遅れたが、次回委員会開催の 1

2月 22日（火）までにはおおよそ明らかになる。 

iv)基調講演の講師候補者に連絡がうまく取れ

ない状況であるが、関係者への協力も得ながら

引き続き連絡を試みる。出演が難しい場合は他

の候補者にあたる。 

v)報告集の見積もりは、活動報告書のページ数

が決まる 12月 22日（火）を目途に確認する。 
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vi)午後の会場は南公民館で 90 名の入場が可能

である。対話型イベントを開催するためのレイ

アウトをどうするか、会場において確認する必

要がある。 

vii)次回は報告集の全容がはっきりする。協賛、

講師が決定し、ワールドカフェのテーマ詳細も

詰めることができる。 

	 次回は 12月 22日（火）9:00-10:30福田ビル 3

F会議室で開催されます。 

（副委員長	 村上正明） 

社会環境部会

	 11月定例会は 11月 13日（金）福田ビル 3階

にて 8名の参加で行われました。 

	 理事会報告が、原嶋代表よりありました。 

	 行事報告では、アースデイ・イン・川越 立門

前については、場所が分散していること、地元

立門前の人達をさらに巻き込むことの大切さな

ど、次年度以降に向けた取り組みについて話し

合いました。 

1.環境講演会の参加者募集めに、各人が努力し

て盛会に結びつくようにすること、また当日の

役割など確認しました。 

2.南小畔親水クラブ主催のエコツアーは23名参

加で好評であったとの報告がありました。 

3.川越市環境政策課より、（仮称）第三次川越市

環境基本計画の概要について説明がありました。

	 川越市では、2012（平成 24）年に国が第四次

環境基本計画（①低炭素社会、②循環型社会、

③自然共生社会など）を策定したことを受け、

国の考え方を取り入れた施策の体系に整備し、

川越市環境審議会で審議を重ねたとの説明があ

りました。 

4.（仮称）川越市緑の基本計画（平成 28年 3月

改訂版）の説明がありました。 

5.今後の運営体制については12月度の部会で話

し合うことにしました。 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：浜尾春子） 

 

自然環境部会

	 11 月例会は 13 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	 10/12（月）14 名参加：秋の植物、

キノコ調査）、10/26（月）15名参加：西田氏キ

ノコ講座、11/9（月）12名参加：野鳥の森保全

作業 

②池辺公園」定例活動	 11/2（火）雨の中 2 名

参加 

③江遠島緑地魚観察会イベント	 11/8（日）は

雨で中止 

④高階北小学校「森の自然学習」支援	 11/13

（金）は別ページ参照 

⑤田んぼ活動の振り返り 

2.協議事項 

①生き物データベースへの入力について・・・

県民参加モニタリング調査まとめと連動して入

力していく 

②自然環境部会予算執行状況について 

（自然環境部会代表	 賀登環） 
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かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 第 8回の新かわごえアジェンダ 21検討会を 1

1月 26日（木）17:00-19:30ごろに東洋大学川越

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。次年度に予定

されている素案作成に向けての基本方針とスケ

ジュールを確認しました。今年度末に先行して

策定される（仮称）第三次川越市環境基本計画

は、望ましい環境像に変更はないが、環境目標

が変更されるので、それに合わせた改訂が必要

であることを確認しました。120 の行動提案は

十分に活用されておらず、20のチェックシート

との項目数の整合性もないため、統合する方向

で進めることにしました。また、抽象的な項目

よりも実践の手引となるような項目を検討する

ことにしました。「市民」「事業者」なのか「個

人」「組織」なのか「個人空間」「公共空間」な

のか記述の区分を検討することにしました。チ

ェックシート「事業者編」については廃止の方

向で進めますが、「事業者」や「民間団体」など、

「組織」として実行すべき事項は何らかの方法

で記述することにしました。 

	 次回 12月 22日（木）12:30-14:30に、食事を

とりながら昭和の街の「大黒屋食堂」において

第 9回検討会を実施します。見直しにあたって

のキーワードを、策定予定の（仮称）第三次川

越市環境基本計画を確認しながら抽出したいと

考えています。本会会員であればどなたでも参

加できるオープンな会議ですのでぜひご参加く

ださい。なお、おおよその人数を店舗にお伝え

する関係で、12月 21日（月）16時までに事務

局または小瀬まで参加の旨をご連絡いただけれ

ば幸いです。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 9回（20151126）」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】2月 20日「第 14回かわごえ環境フォーラム」 
 環境活動報告集レポート投稿・「かわごえカフェ」参加者募集 

1. 「環境活動報告集」のレポート投稿募集（1

2/18まで延長） 

	 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。 

	 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。

午前の環境活動報告会の参加の有無にかかわら

ず、みなさまの積極的な投稿をお待ちしていま

す。投稿・発表申込期限をレポート投稿期限と

同じ 12月 18日（金）に延長しました。 

	 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」 

	 「かわごえカフェ」は、ウェスタ川越内にあ

る南公民館講座室 1・2号にて 13:30-17:00に開

催します。始めに講師の方に基調講演をしてい

ただいた後、前回と同様に 3ラウンドでテーブ

ルを変えながら 4人単位で対話を重ねる「ワー

ルドカフェ」スタイルでの話し合いを行い、最

後にシェアタイムを設けて情報を共有します。

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。 

	 開催にあたって参加者を 90名募集します。申

込はかわごえ環境ネット事務局及び Facebook

ページにおいて準備が整い次第スタートします。

会員の有無を問わず、広く参加者を募集します。 

	 今回のテーマは「川越を知ろう・語ろう・伝
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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、道路にまであふれる歩行者で、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訊

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。 

 

【トピック②】第 11回川でつながる発表会 
	 12月 13日（日）、不老川の上流の狭山市立入

曽公民館（西武新宿線入曽駅徒歩 5分）におい

て、「川でつながる発表会」が“不老川流域川づ

くり市民の会”の協力で行われます。当日は 10:

30から受付をして 10:50から約 1時間をかけて

現地見学会を行います（12月 4日（金）までに

参加者氏名・参加人数・所属・電話番号をご記

入のうえ E-mailまたは FAXまで。E-mail:sogo-

bosai@dx.n-koei.co.jp, FAX:03-3238-8239）。内容

は、新田開発の苦労を残す七曲井戸や入曽用水

など水の乏しい地域での農家の知恵を訪ねます。 

	 午後は 13:00 から 16:00 まで狭山市立御狩場

小学校などの発表があります。その他会場では

パネル展示や参加団体との交流、狭山市の水循

環講義、クイズラリーなど楽しめます。多くの

方の来場をお待ちしています。参加される方は

当日会場へ。 

	 詳細は http://econavi.eic.or.jp/event/detail/id/340

78に掲載されていますのでご覧ください。

 

【トピック③】歳末まち美化活動参加者募集（12月 23日） 

 

	 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち

美化活動、13年目の今年も例年と同様に天皇誕

生日である 12 月 23 日（水・祝）9:30-12:00 に

実施します。 

	 9:30の集合場所となる本川越駅前交番横から

市内中心部を 6〜9 コースに分かれてポイ捨て

ごみ拾いをして回り、11:30 に中央公民館前で

ごみ分別を行った後、旧川越織物市場で有志差

入れの太麺焼きそばを食べて解散となります。 

	 本会会員の有無を問わず、多くの方のご参加

をお待ちしております。 

	 申込は 12月 20日（日）までにお願いいたし

ます。申込先：渡辺利衛（Fax.049-242-4322） 

	 詳しくは、会員の方は 12 月号同封のちらし

（左図）、または本会ホームページをご覧くださ

い。
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会合 
●社会環境部会（2015年 12月度） 

日時：12月 11日（金）13:00-15:00 

●自然環境部会（2015年 12月度） 

日時：12月 11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） 

＊次回は 1月 8日（金）同時間、同所。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。 

＊会員ならばどなたでも参加できます 

◆広報委員会（2015年 12月度） 

日時：12 月 16 日（水）11:15-12:00（日付変更

しました） 

場所：川越市役所 5階フリースペース（川越市

元町 1-3-1） 

◆事業運営委員会（2015年度第 7回） 

日時：12月 22日（金）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 1月 27日（水）13:00-14:30同所 

◆理事会（2015年度第 9回） 

日時：12月 22日（金）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 1月 27日（火）14:30-16:00同所 

●新かわごえアジェンダ 21検討会（第 9回） 

日時：12月 22日（木）12:30-14:30 

場所：大黒屋食堂（川越市仲町 5-2） 

＊昼食をとりながらの実施です。席数の確認の

ため 12月 19日（月）16時までに事務局または

小瀬まで参加ご連絡ください。 

＊会員であればどなたでも参加できます。 

＊次回は 1 月 21 日（木）17:00-19:00 東洋大学

川越キャンパス福利厚生棟第 5会議室（いつも

の椅子席の会議室） 

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：1 月 7 日（木）9:00-12:00（通常と期日が

異なります） 

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： 12月 14日（月）・1月 11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 

①12月 9日（水）・②12月 20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。 

	 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の観察をします。

年内最後のかんさつ会です。 

③1月 17日（日）公園と共催 

要項：国営武蔵丘陵森林公園南入口（入園前受

付）9:50集合、15:30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。 

	 日本野鳥の会主席研究員安西英明さんを講師

に、今年も楽しいお話をお聞きしながら冬の雑

木林で冬越しに訪れたカモやルリビタキとの出

会いを楽しみませんか。温かい服装でお出か

けください。  
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◎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。長靴でご参加ください。ご参加

いただける方は当会までご連絡ください。 

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 

①12月 12日（土）9:30-12:30ごろ 

②1月 16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 
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： 12 月 1 日（火）・17 日（木）、1 月 5 日

（火）・21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：12月 13日・1月 10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：12月 26日・1月 23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。 

①12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。 

②1月 24日（日）9:00-11:00 

□新河岸川（赤間川）赤間川公園から下流。氷

川橋まで。集めたごみは北公民館裏に収集。 

◎成人式会場クリーン 

日時：1月 10日（日）11:00-15:00 

	 成人式会場前の広場や周辺道路の“ポイ捨て

ごみ拾いと歩きたばこ禁止”PR活動。ウェスタ

正面右側道路、南公民館入口前集合。参加予定

者は用具等の準備で、1 月 8 日（金）までに武

田（090-2521-5770）までご連絡ください。 

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（毎週金曜日午前） 

日時：12月 4・11・18・25日（金）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。	
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◎「稲わらであそぼう」 

日時：12月 5日（土）10:30-13:00 

場所：地域交流センターみなみかぜ 

◎月例会	

日時：12月 11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。 

◎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。 

◎月例会 

日時：12月 26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。 

 

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 

森林整備施業・薪割り体験 

日時：①12月 7日（月）9:00-12:00 

②12月 11日（金）9:00-12:00，13:00-15:00 

③12 月 12 日（土）9:30-12:00, 13:00-15:00（公

開施業日として薪割り体験を実施します） 

④12月 14日（月）9:00-12:00 

⑤12月 21日（月）9:00-12:00 

⑥12月 23日（水）9:00-12:00，13:00-15:00 

⑦1月 6日（水）9:00-12:00，13:00-15:00 

⑧1月 18日（月）9:00-12:00 

⑨1月 22日（金）9:00-12:00，13:00-15:00 

⑩1月 23日（土）9:30-12:00, 13:00-15:00（公開

施業日として薪割り、落ち葉かき、腐葉土作り

などを行います） 

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 

＊参加いただける方は事前に小瀬までご連絡く

ださい。 

＊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 

日時：12月 25日（金）までの 16:00-22:00ごろま

で毎日 

場所：鍛冶町広場（川越市仲町交差点北側） 

	 音や振動に反応する「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：
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300円、高校生以下 100円（保険料・資料代） 

①12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。 

②1月 10日（日）10:00-12:00（小雨決行） 

	 毎年行なわれるカモをカウントする日です。

種類ごとにオス・メス何羽いるか数えます。長

年続けて数えることで環境を知る資料となりま

す。あなたも参加して一緒に数えてみませんか。

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）

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 

	 2016年 1月号（No.111，12月 25日発行予定）

の掲載原稿は、12 月 15 日（火）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。 

●入稿に際してのお願い 

	 発行が遅れていながらのお願いになりますが、

編集をより効率的に進められるよう、入稿の際

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。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。 

●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） 



月刊 かわごえ環境ネット	 2015年 12月号	 No.110 

- 15 - 

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 

	 今年もあっという間に年末を迎えました。物

理的には同じ時を刻むはずですが、毎年 10月以

降は時の経過が早く感じます。来 

	 年は 4月から（仮称）「第三次川越市環境基本

計画」の期間がスタートし、川越市の環境政策

は新たな計画のもとに進められることになりま

す。また、この計画と望ましい環境像や環境目

標を共有した（仮称）「第二次川越市環境行動計

画」の作成、策定が来年から本格化します。 

	 私たちが川越市の環境がどのようになったら

よいのか、また、そのためにどのような行動を

個人、組織として行っていけばよいか、その指

針となる重要な計画をみんなで作っていきたい

と考えています。これまで議論に加わってない

方も、参加しやすい形式のワークショップなど

も企画したいと考えていますので、ぜひご参加

いただければ幸いです。会員の総力を上げて、

使われる計画となるようにしていきたいところ

です。（小瀬） 

●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。 

●訂正 

	 本紙の紙版発行時に、12ページの「成人式会

場クリーン」の日付が 1月 11日（月・祝）とな

っていましたが、正しくは 1月 10日（日）でし

たので修正いたします（PDF版は 12月 11日に

赤字で修正）。 
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イベントカレンダー（12月 2日〜1月 23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 

12/2 
◎16:00小江戸
川越ライトア

ップ（-12/25） 

12/3 12/4 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

12/5 
◎10:00ヤゴ
の避難作業 
◎10:30稲わ
らであそぼう 
◎16:30説明会
（かわごえ里山

イニシアチブ） 
12/6 12/7 

◎9:00こもれび
の森・里山支援隊 

12/8 12/9 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

12/10 12/11 
◎9:00こもれび
の森・里山支援隊 
◎10:00農作
業・月例会（み

なみかぜ） 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

12/12 
◎9:30こもれび
の森・里山支援隊 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

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 
◎9:00こもれび
の森・里山支援隊 
★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 
◆11:15広報
委員会 

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 
◎10:00農作業
（みなみかぜ）

○環境活動報

告申込・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 
◎9:00こもれび
の森・里山支援隊 

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 
◎9:00こもれび
の森・里山支援隊 
★9:30歳末ま
ち美化活動 

12/24 12/25 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
◎16:00小江
戸川越ライト

アップ最終日 

12/26 
◎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） 
12/27 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 
元日 

1/2 

1/3 1/4 1/5 
◎13:30まち
美化啓発運動 

1/6 
◎9:00こもれび
の森・里山支援隊 

1/7 
★9:00池辺公
園定例活動 

1/8 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

1/9 

1/10 
◎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 
◎11:00成人式
会場クリーン 

1/11 
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 

1/12 1/13 1/14 1/15 
○本紙 2月号
投稿期限 

1/16 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

1/17 
◎9:50武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

1/18 
◎9:00こもれび
の森・里山支援隊 

1/19 1/20 1/21 
◎13:30まち
美化啓発運動 
●17:00新アジ
ェンダ検討会 

1/22 
◎9:00こもれび
の森・里山支援隊 

1/23 
◎9:30こもれび
の森・里山支援隊 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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