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【巻頭言】アフリカの野生動物と日本のシカ

 
ヌーの群れ 

 

 
サファリカー 

草むらにライオンがいる 

 

	 アフリカの東部、ケニア、タンザニアは、大型野生動物の生息地として

有名である。昨年9月に10日間ほどサファリツアーに参加した。アフリカ

には広大な国立動物公園があって、タンザニアのセレンゲティは14,963km2

と、埼玉県 4つ分ぐらいある。ケニアのツァボは 20,812km2でさらに広い。

地理的にはサバンナ地帯、標高が1,000m前後で平坦な大地が続き、地平線

が遠くかすんで見える。 

	 広い大地に大型哺乳類が何百万頭も生息している。ンゴロンゴロに入っ

た時、「シマウマだ! ヌーだ! バッファローだ!」とみな歓声を上げたが、こ

の 3 種で草食獣の約 7 割を占める。彼らはひたすら地面の草を食べる。9

月は乾季の終盤で、草刈り機で刈ったように食べ尽くされていた。10月に

雨季がくればまた青々とした草原になり、彼らも一息つく。ツアー客の目

当てはライオン、チーターなどの肉食獣で、それもハンティングシーンが

見たいのだが、一度も目撃しなかった。100万頭もいるヌーに対して肉食獣

は 1,000頭以下で 0.1%に満たない。ライオンは食物連鎖の頂点におり、草

食獣の数を制御していると理解していたが、制御しているのはライオンで

はなく草の量であると確信した。 

	 日本のシカは、今や 260 万頭といわれている。農林業や植生の被害が大

きくなり、「オオカミの復活」も提案されている。肉食獣が草食獣を制する

のは数が均衡しているときであり、ここまで増えたシカには通用しないし、

ニホンオオカミは既に絶滅しているので移入種を導入することになり、マ

ングース等、数々の失敗例がある。 

	 アフリカの野生動物は末永く生存してほしいが、日本のシカは何とかせ

ねばならない。人間とは勝手なものである。（自然環境部会代表	 賀登環） 
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【コラム】川越の自然を訪ねて（40）川越のスミレたち
＜その 1＞幻の野生スミレ 

 
写真 1	 サクラスミレ（1991年 4月 13日撮影）

 
写真 2	 フモトスミレ（1991年 4月 13日撮影） 

	 川越で出会った幻の野生スミレの話です。 

	 古い話ですが、1991年早春、スミレに詳しい

S 氏からの電話で、笠幡に「サクラスミレが出

た」と情報を聞き半信半疑で仲間と出かけまし

た。サクラスミレは山地や草原のスミレで珍し

いので、俄かには信じ難いことでした。サクラ

スミレは「スミレの女王」の異名もあるように

スミレの中では花径が最も大きく、花びらの先

端が僅か凹むのがサクラの花に似るというので

この名とされています。高川山（山梨県 975.7 

m）の山行で私は一度出会ったことがあります。 

	 さて笠幡のサクラスミレは雑木林に咲いてい

ました。紛れもない本物で、三角状の葉と葉柄

の粗い白毛も同定のポイントでした（写真 1）。

2～3株は確認できたと記憶しています。そして

もう一つ発見がありました。サクラスミレの場

所から少し距離をおいて花を付けたフモトスミ

レの数株があちこちに花を付けていました。フ

モトスミレは奥武蔵の山塊を歩けば今でも身近

なスミレですが、川越の平地林で出会うことは

思いも寄らない出来事でした。小さな卵型の葉

の間から長い花柄を立ち上げその先に小型の白

い花をつけますが、白い唇弁に濃い紫の筋模様

が特徴です（写真 2）。以上の情報は関係者だけ

の密かな情報として共有され、公表することは

控えました。  

	 その興奮から 2年ぐらい経って再び訪れた時、

驚愕と落胆が待っていました。その記念すべき

場所は車が整然と並ぶモータープールに変貌し、

フェンスで仕切られたアスファルトは冷たく光

っていました。ちっぽけな自然、されど大切な

自然が文明の仕業に屈した瞬間を見た思いでし

た。四半世紀も昔の話ではありますが、若し今

も健在であればここに公開することはなかった

かも知れませんが皮肉な話です。その後訪れて

はいませんが、あっけない最後を遂げたスミレ

達の亡骸が今もそこに眠っているに違いありま

せん。 

＜その 2＞川越で見られるスミレ 

	 今、川越で見られるスミレにはどのようなも

のがあるのでしょうか。 

	 スミレと言えば日本では春を告げる野草の代

表とされています。あるメディアによると日本

ではスミレ属が 56種の基本種があるそうで、さ

らに亜種、変種、品種まで含めると 300種類近

くにもなるそうです。その他に外来種がありま

す。 

	 浅い体験ではありますが、私が川越で出会っ

た在来の野生スミレは、種類も少なく個体数も

わずかでした。アオイスミレ、コスミレ、タチ

ツボスミレ、ニオイタチツボスミレ、ヒメスミ
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レ、ツボスミレ、スミレ、ノジスミレ、マルバ

スミレなど平地で見られる一般のスミレで何方

もよくご存知のはずです。自生場所は森林公園

計画地（仮称）が最も多く、仙波河岸史跡公園、

池辺公園、喜多院、仙波東照宮などに点在して

います。それ以外に期待されるのはアリアケス

ミレ、前出のフモトスミレ、それからアカネス

ミレなどですが、これらは隣の鶴ヶ島では 3者

とも細々ではあるが自生しているそうです。と

ころで最近、野生化した外来種のアメリカスミ

レサイシン（プリケアナ、パピリオナケアとも

言われています）がはびこり、道端、休耕畑、

人家周りに平気で繁殖を続けています。我が家

の庭にも侵入して来ました。在来のスミレが街

中の駐車場のコンリートの割れ目などで花を付

けていることもありましたが、最近は見る機会

が少ないように感じています。 

	 一般にスミレは種子をはじき飛ばすことで生

活圏を広げているようですが、アリの力も借り

て領域を広げると言われています。「種子」に付

いている付属物の種枕（しゅちん）はアリの好

物で、自分の巣に持ち帰りその部分を食べ終わ

ったら捨てるからです。アオイスミレは球形の

実をポロリと地面に落とし、種をはじくことを

しないので、このアリの“協力”なしでは子孫

を広げることができないかもしれません。アオ

イスミレは春一番に咲くスミレですが、仙波河

岸史跡公園や池辺公園に多いようです。スミレ

と普通に言うときはスミレ属の総称を指します

が、狭義のスミレ（Viola mandshurica）は 種の

和名を表し、その区別をするため「本スミレ」

「ただスミレ」「マンジュリカ」などと呼ぶこと

があります。間もなくスミレの季節です。 

（稗島英憲） 

【コラム】私のエコぐらし（18）頭寒足熱でウォームビズ
	 2016 年の新年は暖冬の雪不足で迎えました

ので、暖房器具も使わずに過ごせました。ウォ

ームビズの実践生活も苦になりませんでしたが、 

さすがに“大寒”を迎えたころから、朝は零下

3〜4℃の日が続くと、後期高齢者にはやせ我慢

の毎朝でした。 

	 我が家では、空調機は夏の冷房には使います

が、冬の暖房には使いません。暖かい空気はど

んどん上に昇ります。上から暖かい空気を回し

ても、頭が熱くなるばかりです。健康には「頭

寒足熱！」。足の方を温かくするにはストーブ。

リビングに 1台のガスストーブを置いて、あと

は暖房器具を使わない“エコライフ”に挑戦で

す。 

	 大寒の朝の外は零下 3℃、私の部屋は 6℃、ス

トーブのあるリビングは 12℃。朝日が当たる 8

時ごろから部屋の温度は上がり、お昼には 13℃

位になります。問題は、太陽が当たらない夜か

ら朝への 12時間の暖房対策です。 

	 “足熱第一”は「ミニ使い捨てカイロ」の活

用。厚手のソックスを履いた足裏に張って上に

もう一枚ソックスの重ね履き。そうして、股引

にパジャマズボンに、さらに厚手のズボンの重

ね着。さらに室内履きを履くと、足元から“暖

気”が腰から背中へと上がってくるのがわかり

ます。上は普通の上着で、首回りにタオルを巻

くと、暖房いらず。顔から上はすっきりとして

“のぼせ”とは無縁の健康生活です。足元から

ほのかに昇ってくる温かさは、手の指先にも伝

わって、キーボードの操作も苦になりません。

このミニカイロは約 12時間持ちますので、何と

か暖房器具なしで大丈夫のようです。 

	 次に昼間の活動期の対策です。寒い時はソッ

クスの重ね履き。靴もフォーマルな革靴ではな

く、スポーツシューズで歩き心地第一にします。

ズボンも風の通らない「ウインドブレーカー」

風のものを重ね履きします。上半身はなるべく

薄い物の重ね着で、歩きながら体が温まると一

枚ずつ脱いで、無用な汗はかかないように気を

つけます。冬場は“ほんのり”と汗をかく程度

にして、一枚ずつ脱いでかぜをひかぬ用心が第

一です。また、薄いマフラー一枚が、上半身の
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体温調節に有用です。家から外に出るときは首

に巻き、だんだん足元の熱気が上半身に上がっ

てきたらマフラーを外し、なお、汗が出そうに

なったら上着かコートを脱いで調節する、この

「心がけ」が、万病の元である風邪の予防の第

一条件です。また、手袋も“軍手”愛用です。

汚れたら気楽に洗って清潔にしています。マス

クも、風があるときなどに、ほこり除けに使う

程度です。幸い花粉症に悩まされることもなく、

冷たい空気を胸いっぱい吸うのも健康法の一つ

かと信じています。 

	 人間は「足から弱る」と言われます。足を温

かくして体全体に体温の恩恵を巡らせる、のぼ

せないために頭を冷やす、この「頭寒足熱」方

式で、エコライフに挑戦します。 

（武田侃蔵） 

【報告】会員の活動

今年の成人式会場クリーン活動	 マナーがよくて出番なし

	 今年の成人式は 1月 10日の日曜日に、ウェス

タ川越で行われました。毎年の成人式会場周辺

のポイ捨てごみ拾いを、クリーン&ハートフル

川越の会員 3人で行いました。 

	 川越駅西口から会場までは路上喫煙禁止地区

で、路上清掃も行われてポイ捨てごみは見当た

りませんでした。会場前の広場の一角に喫煙所

が設けられ、10人足らずの人らが順繰りにマナ

ーよく喫煙していました。周りに落ちていた吸

いがらは 6本だけ。中央の広場で喫煙する人は

見かけませんでした。会場の周りの道路も一巡

しましたが、ウェスタ川越の清掃が行き届いて

いて、吸い殻 15本を集めただけでした。 

	 式が始まって皆が会場に入った後の広場もき

れいでしたので、もう一度回ってあとは心配な

しと、午後 1時半に解散しました。若者のマナ

ー向上に感謝の今年の成人式でした。 

（武田侃蔵） 

 

 

【報告】理事会・専門委員会

理事会

	 第 10回理事会は、1月 27日（水）14:30-16:0

0 ごろに福田ビル 3 階会議室において開催され

ました。出席の理事は 8名でした。主な議題は

次のとおりです。 

①次期役員の選出方法と総会の期日を確認しま

した。本紙 3月号に理事立候補者募集の案内を

同封、総会は 5 月 21 日（土）10 時から川越市

立博物館視聴覚ホールを候補日としました。 

②次年度の事業計画について、各専門委員会に

おいて 3 月までに項目を確定させて、3 月の事

業運営委員会での調整を経て理事会で事業計画

を確定することにしました。ツアーの対象や事

業者との関係構築などの課題について議論しま

した。 

③予算の執行について、2 月の理事会において

おおよその決算見込みを確認することにしまし

た。 

④インターネットドメインとレンタルサーバ料

金の支出について承認しました。 

⑤かわごえ里山イニシアチブ主催の「かわごえ

里山 2016 田んぼフォーラム」（3 月 5 日開催）

の後援許可申請を承認しました（トピック②参

照）。 

⑥J:COM における第 14 回かわごえ環境フォー

ラムの告知画面について確認し、原案の通り承

認しました。その他、かわごえ環境フォーラム

の準備状況を確認しました（詳細は事業運営委

員会の報告にて）。 

⑦1月 27日現在、個人会員の 2名加入、2名退

会を確認しました。会員数は個人 120、民間団
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体 28、事業者 25、行政 1の計 174会員となりま

す。なお、例年通りの対応で、1 月から 3 月の

入会については、4 月からの次年度分の会費か

ら請求することにしました。なお、現在の今年

度会費未納者には、事務局より納付を依頼する

ことにしました。    （理事長 小瀬博之）

 

事業運営委員会

	 第 8 回事業運営委員会を 1 月 27 日（水）13:

00-14:30 ごろに福田ビル 3F 会議室において開

催しました。出席委員は 6名でした。主な議事

は次のとおりです。 

①協賛は最終的に 4社となりました。 

②「環境活動報告集」の入稿状況と納期、費用

を確認しました。 

③基調講演の講師をされる草野律子さんとの打

ち合わせは、横山副理事長、飯島理事の 2名で

1月 29日に実施するとの報告がありました。 

④「かわごえカフェ」の参加申込状況を確認し

ました。広報経由での受付は 2月 1日からで、

今後集計して状況を確認することにしました。

各部会でも最終確認をすることにしました。 

⑤ポスター、ちらし案を確認しました。ポスタ

ーは 50部印刷、ちらしは 500部を公民館等に配

布することにしました。また、団体への協力要

請状況を確認しました。 

⑥かわごえカフェの招待状の内容と送付方法を

確認しました。メールで連絡がつく人はメール

で、電話や Faxの人は郵送で、Facebook経由の

人には、イベントページを経由して招待状を送

ることにしました。 

⑦会場の都合で今回は喫茶の準備をしませんが、

水は用意することにしました。 

⑧当日の配布資料（スケジュール、かわごえカ

フェの流れ、カフェエチケット、アンケート、

気づきシート）、その他備品（模造紙、カラーペ

ン、水、名札、名札用のカード、トーキングオ

ブジェ）の準備と分担を確認しました。 

⑨当日の役割分担を確認しました。当日は、9:

00 から準備をすみやかに開始できるように集

合し設営を行うとともに、午前、午後の各部の

受付、司会、タイムキーパー、記録、講師対応、

進行、挨拶を確認しました。役割分担について

は、各担当者へ委員が分担して依頼・確認する

ことになりました。 

⑩当日のスケジュールを精査しました。午前の

受付、開会式、環境活動報告会の発表時間、昼

休み、午後の受付、基調講演、かわごえカフェ

のラウンド、まとめ、閉会式の各時間配分を確

認しました。 

⑪本会のポスターが掲示できるか、また、会場

のレイアウトがどのようにできるかなど、事前

に事務局が会場を確認するとの報告がありまし

た。 

	 次回（2月 26日）は、かわごえ環境フォーラ

ムの反省、次年度事業計画の検討を行い、3 月

は各部会の事業計画も含めた調整会議を事業運

営委員会において行うことになります。 

（委員長	 小瀬博之） 

 

社会環境部会

	 1月定例会は 1月 8日（金） 福田ビル 3階に

て 11名の参加で行われました。 

①理事会報告	 来年度の役員改正案件について

の説明。来年度のウェスタ川越での 4回にわた

る講座を 9月から予定している件。フォーラム

での活動報告について説明がありました。 

②行事報告	 川でつながる発表会の報告。 

	 歳末まち美化活動の報告。特に有志差し入れ

について関係者に対し、責任者からお礼の言葉

がありました。 

③会計報告	 必要備品について検討する。緑の

カーテン活動費についても検討することにしま
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した。 

④今後の行事予定	 成人式会場のクリーン活動

は外部関係者との調整を待つことになった。か

わごえ環境フォーラムとかわごえカフェについ

て、特にかわごえカフェでは、テーマ『自然と

街が調和する川越の「こまった！」を「ステキ

♪」にかえよう』を確認した。 

⑤来年度の部会体制	 理事選出では理事に板野

さん、原嶋さんが立候補予定との発表が代表か

らありました。 

⑥その他	 2月の進行担当は板野さんです。 

	 2 月号の「私のエコ暮らし」原稿は武田さん

です。 

	 来年度の活動テーマとして、原嶋代表から「仲

間を増やして会を盛り上げよう」との提案があ

りました。 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治、 

報告：渡辺利衛） 

自然環境部会

	 1月例会は 8日（金）福田ビル 3階にて 11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	 12/14（月）17 名参加（野鳥の森の

手入れ、キノコ調査など） 

②池辺公園」定例活動	 1/7（木）	 8名参加	

ウバユリ開花数調査、枯損木除伐など 

③チョウの調査報告	 調査員7名で11か所のモ

ニタリング調査地点で 800件ほどのデータ、今

年から始めたトンボの調査報告 

④県民参加モニタリング調査	 5 月～12 月の 4

地点の報告を埼玉県に提出済み（ネット送信） 

2.協議事項 

①今年度振り返りと来年度の見通しについ

て・・・生物多様性保全地域戦略の川越版を作

る必要があるが、そのためにはさまざまな調

査・取り組みが前提となる。広く市民や会員団

体と連携をしていくことで活性化ができるので

はないか。チョウ、トンボなどの調査を通じて

市民との関わりを模索する、などの意見が出た。 

	 その際、公有地となっている緑地・樹林地（水

上公園、運動公園、伊佐沼など）の変移は記録

しておく必要があるのではという意見があった。 

②次回、来年度の予定について話し合うので案

を持ち寄ってほしい。 

（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 10 回新かわごえアジェンダ 21 検討会を 1

月 21 日（木）17:00-19:00 ごろに東洋大学川越

キャンパス第 5会議室で開催しました。出席者

は 3名でした。「望ましい環境像が実現したとき

の川越のようす」の内容について検討しました。 

	「1.市民生活のようす」と「2.事業所のようす」

について盛り込まれている事項のこれまでの状

況と今後の見通しをふまえた方向性を議論しま

した。 

	 具体的な審議結果については、Wiki（http://w

iki.kawagoekankyo.net/）の「新かわごえアジェ

ンダ 21検討会第 10回（20160121）」をご覧くだ

さい。次回は、「望ましい環境像が実現したとき

の川越のようす」の内容についての「3.自然の

ようす」「4.まちのようす」「5.市民活動のようす」

について審議します。 

多くの方が出席することによって、議論を活

発にすることが重要です。興味がありましたら

委員に限らずお気軽にご参加ください。 

（委員長	 小瀬博之）
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【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」（2月 20日） 
「かわごえカフェ 2016」参加者 100名募集 

	 2016 年 2 月 20 日（土）にウェスタ川越で開

催される「第 14回かわごえ環境フォーラム」。

午後の部（13:30-17:00）は、前回に続いて「か

わごえカフェ 2016：2020年に向けて 川越を知

ろう・語ろう・伝えよう」を 1階の南公民館講

座室 1・2号で開催します。 

	 かわごえカフェは、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です。 

	 今回のテーマは、『自然と街が調和する川越の

「こまった！」を「ステキ♪」にかえよう』。観

光客にとってもっと改善してほしいと思うこと、

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

に素敵な街へと変わっていくと期待しています。

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。 

	 本会の会員の有無を問わず、川越のまちづく

りに興味を持つ参加者を募集しています。申込

はかわごえ環境ネット事務局及び Facebook ペ

ージで行います。申込は 2月 10日（水）までと

していましたが、継続して受け付けています。 

申込方法 

①代表者氏名、連絡先（住所, 電話番号,Fax 番

号,E-mail）、参加人数を明記して、かわごえ環境

ネット事務局（川越市環境政策課環境推進担当）

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

netへ（または電話 049-224-5866へ連絡） 

②【かんたん】かわごえ環境ネット Facebook

ページ「イベント」から申込 

https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

 

プログラム 

期日：2016年 2月 20日（土） 

場所：ウェスタ川越（川越市新宿町 1-17-17） 

（9:30-12:00）午前の部 「環境活動報告会」（参

加費無料、予約不要、入退場自由） 

9:10	 午前の部	 受付開始 

9:30-9:40 午前の部	 開会（会場：2階	 市民活

動・生涯学習施設	 活動室 1） 

9:40-11:50 環境活動報告 
1. ふくはら子どもエコクラブ：知って、食べて、育てる、
楽しいエコ活動 
2. 大久保彦：市民の森ときのこ（菌類） 
3. 浜尾春子（埼玉県地球温暖化防止推進員）：地球温暖化
の現状と私たちに出来ること 
4. 武田侃蔵（クリーン＆ハートフル川越）：ゴミはゴミを
呼ぶ 
5. 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）：生きものを育む田んぼプロジェクト 
6. 岡田昌大・横山晋太郎・小瀬博之・（東洋大学）：植物
種と設置条件によるグリーンカーテンの多面的評価 
7. 伊藤駿・安藤隆・小瀬博之・（東洋大学）：生物を育む
稲作の技術的並びに社会的普及の可能性 
8. 大久保遼・栗田景司・小瀬博之（東洋大学）：地域協働
による里山林の保全に関する研究	 〜川越地域及び「こも

れびの森・里山支援隊」を事例として〜 
9. 関素子（初野建材工業）：家を建てる前に知っておきた
い地盤のこと ～環境にやさしい家づくりは地盤から～  
10. 社会環境部会：社会環境部会を中心とした活動 
11. 自然環境部会：自然環境部会を中心とした活動 

（13:30-17:00）午後の部 「かわごえカフェ 20

16：川越を知ろう・語ろう・伝えよう」 

13:30 午後の部	 開会（会場：1 階	 南公民館

	 講座室 1・2） 

13:40-14:40	 基調講演「住まい」も「まち」も

オーガニック―建築からまちづくりへ― 

講師：草野律子さん（株）草野建築設計事務所・

アルテクルブ事務局 

14:50-16:50	 かわごえカフェ（テーブルごとの

話し合い） 

テーマ：自然と街が調和する川越の「こまっ

た！」を「ステキ♪」にかえよう 

16:50	 午後の部	 閉会 

	 プログラムの内容は変更することがあります。 

最新情報は、かわごえ環境ネットホームページ

をご覧ください。
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【トピック②・後援】3月 5日「かわごえ里山 2016田んぼフォーラム」参加者募集
	 3 月 5 日（土）13:00～17:00 に、ウェスタ川

越（川越市新宿町 1-17-17）において「かわごえ

里山 2016田んぼフォーラム」を開催します。フ

ォーラムでは、蔦谷栄一氏の“「農」による地域

づくり”や民間稲作研究所の稲葉光國氏による

“誰でもできる・いのち育む有機稲作 2016”（い

ずれも仮題）の基調講演及びパネルディスカッ

ションを予定しています。 

	 この「かわごえ里山 2016田んぼフォーラム」

は、かわごえ里山イニシアチブが平成 28年度活

動に掲げている「生きものを育む田んぼプロジ

ェクト」のキックオフ的なフォーラムとなりま

す。当日にて参加も受け付けますが、会場定員

に限りがありますので 3月 3日までに電話（07

0-5599-2623:増田）、または、E-mail（kawagoesa

toyama@gmail.com）でお申し込みください。 

	 参加費は会員 500 円、一般 1,000 円となって

おります。

 

会合 
◆広報委員会（2016年 2月度） 

日時：2月 10日（水）15:00-16:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース（川越市

元町 1-3-1） 

●社会環境部会（2016年 2月度） 

日時：2月 12日（金）13:00-15:00 

●自然環境部会（2016年 2月度） 

日時：2月 12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 3月 11日（金）同時間。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 

●新かわごえアジェンダ 21検討会（第 11回） 

日時：2月 25日（木）17:00-19:00 

場所：東洋大学川越キャンパス福利厚生棟第 5

会議室 

＊会員であればどなたでも参加できます。 

＊次回は 3月 18日（金）17:00-19:00同所 

◆事業運営委員会（2015年度第 9回） 

日時：2月 26日（金）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 3月 25日（金）9:00-10:30同所（専門

委員会との事業計画調整会議として開催） 

◆理事会（2015年度第 11回） 

日時：2月 26日（金）14:30-16:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 3月 25日（金）10:30-12:00同所 

自然環境部会主催事業

★池辺公園定例活動（定例毎月第 1火曜日） 

日時：3 月 1 日（火）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：2月 8・22日、3月 14日（月） 

9:30-12:30 

集合：9:30川越南文化会館（ジョイフル） 

（川越市今福 1295-2） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 
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【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 

①2月 21日（日）考える会主催 

要項：国営武蔵丘陵森林公園南入口（入園前受

付）10:30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。 

	 野鳥や冬越しのオオムラサキの幼虫を調査し

ましょう。暖かい服装でお出かけください。 

②3月 1日（火）考える会主催 

国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所（入園前受付）

10:20集合、15:00頃終了解散、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。 

	 野鳥や春の訪れを知らせる野草やカエルやト

ウキョウサンショウウオの観察と調査を行いま

しょう。 

③3月 20日（日）公園主催、考える会協力 

要項：国営武蔵丘陵森林公園南口（入園後受付）

10:20集合、15:00頃終了解散 

	 春の野草を中心に観察します。スミレやアマ

ナの花との出会いを楽しみましょう。 

 

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 

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） 

①2月 13日（土）9:30-12:30ごろ 

内容：雑木林の手入れ、焼き芋 

②3月 12日（土）9:30-12:30ごろ 

内容：雑木林の手入れ	 遊ぼうパン・スープ 

 

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：2月 12・26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。	

◎月例会	

日時：2月 12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。 

◎月例会 

日時：2月 27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土曜日に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。 
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◎かわごえ里山 2016田んぼフォーラム 	 8ページ「トピック②」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）・武田侃蔵（Tel.090-2521-5770）

◎「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：2月 18日（木） 

   3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： 2月 14日・3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： 2月 27日・3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。 

①2月 28日（日）9:00-11:00 

□新河岸川（新赤間川部分）杉下橋から琵琶橋

まで、2015 年 10 月に続いて、川中と土手をも

う一度清掃。オアシス裏でごみ分別して解散。

②3月 27日（日）9:00-11:00 

□新河岸川広域景観づくり連絡会の流域一斉清

掃に協力。新河岸川新扇橋から下流の放水路分

技橋まで。旭橋、川崎橋等に集合して活動。	

東洋大学小瀬研究室（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 森林整備施業 

	 追加で日程を組みました。今年度最後の活動

です。 

日時：2月 21日（日）9:00-12:00，12:45-15:00 

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 

＊参加いただける方は事前に小瀬までご連絡く

ださい。 

＊ブログ（http://ameblo.jp/komorebi-satoyama/） 

＊Facebookページ（https://www.facebook.com/ko

morebisatoyama） 

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

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（小雨決行）。持ち物：筆記用具、

あれば野鳥図鑑・双眼鏡・防寒具。参加費：30

0円、高校生以下 100円（保険料・資料代） 

①2月 14日（日） 

	 伊佐沼は全面氷結します。カモたちは氷の上

を滑りながらヨチヨチと歩きます。木々の羽の

落ちた公園で、コゲラ、ジョウビタキ、ツグミ

などの小鳥を探します。 

②3月 13日（日） 

	 シジュウカラのさえずりを聞きながら公園の

小鳥たちを探します。冬鳥たちも繁殖地へ向か

う途中で、思わぬ鳥と会えるかもしれません。

大きな声で鳴くコチドリがペアで飛び春の訪れ

を知らせてくれます。 
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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 20回荒川流域再生シンポジウム 

日時：3月 13日（土）13:00-16:30（12:30開場） 

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：入間川での遡上環境改善事業を越辺川

水系に繋げていこう 

	 今年度は、現在県が行っている入間川での遡

上環境改善事業が一応終了します。そこで、次

年度以降の河川環境改善事業について、流域の

活動団体の皆様と一緒に話し合いたいと思いま

す。シンポジウムでは、今年度の菅間堰を対象

にしたアユの標識放流調査の結果報告と現在と

きがわ町の都幾川で進められている魚道設置事

業について報告します。また、一斉水質調査の

Google マップを使った河川の水質データ情報

の新たな共有化の手法についても、提案させて

いただきたいと思います。アユが自然遡上でき

る荒川流域の再生に向けて、関係団体の相互の

連携について語り合いたいと思っています。 

広報委員会からのおしらせ
●入会のおすすめ	 3 月までの入会がお得。会

費は 4月からの次年度の請求からとなります。

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://kawagoekankyo.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 3月号（No.113，2月末日発行予定）

の掲載原稿は、2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。 

●3つのインターネットメディアの紹介 

Webサイト（http://kawagoekankyo.net） 

Twitter（https://twitter.com/kawagoekankyo） 

Facebookページ（https://www.facebook.com/kawa

goekankyonet） 

の 3つのインターネットメディアを活用して、

本会並びに会員・関連団体の広報に努めていま

す。どうぞご活用ください。 

●本紙をカラーでご覧いただくには・・・ 

	 本紙はカラーで編集されていますが、残念な

がら印刷版はモノクロ印刷で、せっかくの写真

も判別がしにくいものとなっています。インタ

ーネットをお使いならば、カラーで見ることが

できます。Webサイトでダウンロードできます。 

●発行遅れのおわび 

	 編集者の都合により定時発行ができずまこと

に申しわけございません。早期発行に努めます

がどうぞご容赦ください。みなさまの叱咤激励

が励みとなります。よろしくお願いいたします。

なお、本紙では原則として翌月末までの行事を

カバーしております。 

●おことわり 

	 本紙の記事は、各著者の寄稿及び広報委員会

の編集によって構成されていますが、これらは、

組織の公式な見解を示すものではありません。

また、本紙は寄稿及び作成時点までの信頼でき

る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（2月 10日〜4月 3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 

2/10 
◆15:00広報
委員会 

2/11 
建国記念の日 

2/12 
◎10:00月例
会・農作業（み

なみかぜ） 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

2/13 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

2/14 
◎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 

2/15 
○本紙 3月号
投稿期限 

2/16 2/17 2/18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

2/19 
★15:00新春
講演会（川越

環境保全連絡

協議会） 

2/20 
第 14回かわご
え環境フォー

ラム 
★9:30環境活
動報告会 
★13:30かわご
えカフェ 2016 

2/21 
◎9:00こもれび
の森・里山支援隊 
◎10:30武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

2/22 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

2/23 2/24 2/25 
●17:00新アジ
ェンダ検討会 

2/26 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:30理事会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

2/27 
◎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 
2/28 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

2/29 3/1 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/2 3/3 3/4 3/5 
★13:00かわ
ごえ里山 2016
田んぼフォー

ラム 

3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

3/12 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

3/13 
◎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 

3/14 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

3/15 3/16 3/17 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/18 
●17:00新アジ
ェンダ検討会 

3/19 

3/20 
春分の日 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

3/21 
振替休日 

3/22 3/23 3/24 3/25 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:30理事会 

3/26 
◎13:30まち
美化啓発運動 

3/27 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

3/28 3/29 3/30 4/1 4/2 4/3 
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