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【巻頭言】地球温暖化一考

	 気候変動に関する国連枠組条約の京都議定書が発効して 10 年が経過した昨年、新たなパリ協定

が COP21 参加国の総意の下に締結されました。京都議定書は署名から発効までに 8 年を要してい

ます。その間にも地球の温暖化は着実に進行し、今も進行しています。これから各国でパリ協定は

どのように扱われるのでしょうか。京都議定書には温室効果ガスの大量排出国である中国やアメリ

カは不参加や離脱しておりましたが、ようやくこれらの国の政府も極地の棚氷、海氷の熔解、氷河

の後退等の現実に目をつぶることが限界に来たことを悟ったのでしょうか。 

	 パリ協定では、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃以下に保つとともに 1.5℃に抑

える努力を追究することが謳われています。日本政府は早速この協定に対処すべく「地球温暖化対

策計画」の案を取りまとめました。温室効果ガスを 2030年までに 13年比で 26%削減する内容です。

これを達成するにはその約 4割を占める発電部門のエネルギー比率の見直し、電気自動車の普及や

LED照明への切り替え等多くの課題をクリアする必要があります。特に発電部門では先の関西電力

高浜原発の停止判決に見られるように、化石燃料から原子力への緩やかな移設もままならぬ事態で、

果たして実効性はあるのか気がかりなことです。 

	 今、CATVで「不都合な真実」と言う映画が放映されています。アメリカのクリントン政権下の

副大統領ゴア氏による地球温暖化問題を解説するドキュメンタリー風の構成です。同氏はこの問題

に熱心なノーベル平和賞を受賞した政治家として知られており、地球上で起こっている様々な温暖

化現象を取り上げてわかりやすく解説しています。現状からみて効果的な温暖化対策の実行は、も

はや政治課題ではなく人道上の課題であるとまで言っています。国益を優先する政治以上に事態は

深刻化しています。各自がどう受け止めるかはそれぞれあるでしょうが、一度ご覧になっていただ

きたいと思います。そしてさあ私たちには何ができるでしょうか。 

「引き継ごう	 子や孫に	 住みよい川越を」 

（かわごえ環境ネット	 監事	 板野徹）
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【コラム】川越の自然を訪ねて（42）チョウが教えるかわごえの環境	

	

	  
チョウの調査まとめ 

 
コムラサキ（左）とミズイロオナガシジミ（右） 

	 5年間、7名の観察者が川越のチョウを観察し

てきました。それぞれが身近で違う環境で 4月

から 11月までの長い期間、定点や移動して調べ

てくれました。また、観察眼を養うために 2回

の安比奈親水公園で現地観察会を行いました。

その結果、これまで渡りのチョウと迷チョウを

入れて 56 種類のチョウを観察することができ

ました。 

	 このうち毎年観察できるチョウの数は約 50

種類と変化がなくなってきました（図のとおり）。

全国で見られるチョウは約 240種類で埼玉県で

はこれまで 134種類の生息が確認されています。

川越ではわかっている文献から 71種類（図の右

グラフ）が知られています。これまで川越市内

で観察された埼玉県の 42%及び過去に見つかっ

たチョウの約 79%にまで見つかっています。 

	 チョウの種類数では減少を食い止めています。

しかし、種類数や出現数の過去のデータが乏し

いので詳しくは分かりませんが、温暖化や放チ

ョウなどで川越のチョウ相の変化が考えられま

す。 

	 川沿いに食草があるジャコウアゲハは入間川

沿いと小畔川沿いに見ることができ、安比奈親

水公園から川越水上公園まで分布しています。

また、雑木林のコナラを食草とするゼフィルス

（アカシジミやミズイロオナガシジミなど）は

下松原の（仮称）川越市森林公園計画地、今福

のヤマと安比奈親水公園に見られ、適応的な管

理がされている雑木林にまだ生存していること

がわかります。今年、ヤナギを食草にするコム

ラサキが水上公園のほかに初めて寺尾調節池で

見つかり、観察されている方の快挙です。この

ように継続して観察していると、これまで気が

つかなかったチョウに会うことができます。温

暖化による影響は、見る機会が多くなり定着し

ているチョウにツマグロヒョウモン、ムラサキ

ツバメがあり、放チョウで爆発的に増えたアカ

ボシゴマダラは市内のいたる場所で観察され、

雑木林にも進出しております。 

	 チョウの種類数は同じでも、いつの間にか置

き換わってしまう可能性があります。生物の多

様性を守るためには、川越市の本来の生態系が

残されている環境をモニタリングし、その環境

に生息する生き物を知る必要があります。そし

てその行動はすぐにも行わなければならないこ

とは温暖化で北上しているチョウが教えてくれ

ます。7 人の観察で川越のチョウの生息を少し

ずつ明らかにすることができましたが、観察者

が増えれば、チョウを通して川越の環境の現状

と変化がわかることになることが期待されます。 

	 チョウは、食草や食樹、蜜源と生息環境を必

要として、環境の変化に敏感で、その出現を通

じて私たちに環境の変化をいち早く教えてくれ

ます。 

	 暖かい春を求めて外に出る機会が多くなると

思いますが、チョウの今を見て、私たちの未来

や健全な生態系とは何かを考えてみてはいかが

でしょうか。チョウに関心をお持ちの方の観察

活動への参加や過去の観察データをお持ちの方

の情報提供をお待ちしています。 （過昌司） 
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【コラム】私のエコぐらし（20）生ごみを肥料にして 10年

 
専用バケツの生ごみ 

 
コメのとぎ汁の活性液 

	 我が家が生ごみを収集に出さなくなって 10

年近くなります。そうすることができるように

なったのは、10年前にある人からおいしい野菜

を作るのにボカシがあるので使ってみたらと勧

められ、EM（有用微生物群：自然界に普通に存

在する善玉菌を集めて培養・発酵処理を行った

もの）との出会いでした。 

	 おいしい野菜を作る要素は土壌で決まると言

われ、その土地を構成しているのは色々な微生

物が作り出している。善玉菌が主流で構成され

た土地は作物が元気に育つし、悪玉菌が増殖す

れば作物は病気になり腐ってしまう。 

	 興味を持ち、知人から分けてもらい使用した

ところ、孫達がおじいちゃんの作るキュウリや

トマトはとてもおいしいとたくさん食べてくれ、

気をよくし、EMにハマってしまいました。 

	 EMの培養（活性液）、ボカシ（ヌカ、籾殻に

EM を付着させ培養した物）などを作るように

なり、今までごみとして出していた生ごみも肥

料になることを知り利用を始めました。生ごみ

処理専用バケツに生ごみとボカシを交互に入れ

て混ぜ、これを繰り返してバケツ一杯になった

ら作物の間に溝を掘り（深さ 30cm）土とスクラ

ンブルして置くと土に還り肥料となります。 

	 バケツの底に溜まる液は薄めて肥料として使

えます。今までは夏になるとバケツに入れた生

ごみが腐り異臭を発生して困っていましたが、

ボカシを入れることにより、発酵していやなに

おいも解消されました。 

	 そういうわけで、我が家では生ごみは大切な

肥料として重宝しています。 

	 また、コメのとぎ汁もそのまま流すと河川の

汚染となりますが、このとぎ汁も活性液を作る

材料として使えば一石二鳥で役に立ち、我が家

ではコメのとぎ汁も役立っています。 

	 このようにちょっと工夫することにより環境

は守れると思っています。また環境を守るのに

我慢した生活では長続きはしないし、短い一生、

楽しみながら実を得ないと本物ではないと思っ

ていますし、人間は行動したことに対価がない

と長続きしないが我流です。 

	 みなさんもご存知のように、EM は琉球大学

比嘉照夫名誉教授が発見し開発されたものです。 

	 欠点は低温では EMの働きが鈍くなり、活発

に発酵するのは 35～40℃とされています。 

	 沖縄で発見された土着菌を培養されたもので

すのでそのせいかなと勝手に思っています。 

	 その土地、その土地の土着菌を培養すればど

うなるのか興味のあるところです。 

（井口吉三郎） 
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【報告】第 14回かわごえ環境フォーラム（その 2）

 
トーキングオブジェを持ってトーク 

 
セッション終了時は手を上げて 

 
まとめ 

午後の部「かわごえカフェ 2016」
	 「かわごえカフェ 2016」には、雨の中、およ

そ 50名の方にご参加していただきました。 

	 1 テーブル 4 名ほど座って頂き、相手を変え

ながら 3回ほど話をしていただくことで、あた

かも全員と話したかのような共有感を持つこと

ができるのがこのかわごえカフェの特長です。 

	 かわごえカフェ 2016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」です。 

	 川越には、一番街のような観光スポットもあ

れば、雑木林や畑、田園風景など自然が豊かな

ことも街の特長です。「自然と街が調和する川

越」になるためには、何ができていて、何がた

りないのかに気づくことが大事だと考え、かわ

ごえカフェ 2016では、川越に住んでいて、どん

な“こまった”があり、どんな「ステキ♪」と

思うことがあるのか、知って、語り合って、街

と自然が調和する川越になるために、どんな取

組ができるかについて語り合いました。 

 

	 1 回目の問い、そして話し合うメンバーを変

えた 2回目の問いも同様に、 

「川越に住んでいて、あるいは友人・知人を川

越に案内したときに、「困った!」とか「残念!」

と思うことはなんですか？その理由も一緒にお

話ください。」 

最後の話し合いの問いは、 

「困ったことを“ステキ♪”に変えるために、

あなたならどんな工夫をしますか？」 

としました。 

	 話し合いは、それぞれ 20分ずつ。最初は自己

紹介からスタートして、問に集中して話をしま

す。しかも、まつぼっくり（トーキングオブジ

ェ）を持った人しか話すことができない！とい

うルールつきです。 

	 始めは緊張気味の空気感が漂っていたものの、

話し合いが始まると、みなさんの表情が柔らか

くなり、中には、笑い声が響くテーブルも出る

ほどで、いいアイデアが出やすいリラックスし

た空気感へと変化していきました。 

	 ひととおり話し合いが終ったら、全体共有の

時間へ。 

	 どんな“こまった！”があって、それをどう

“ステキ♪”にかえるアイデアがでたか、いく

つか発表いただきました。 

 

●川越の中心部と郊外では、街に対する意識の

温度差があるのではないか。 

→中心部と郊外とのコミュニケーションをよく

するには、その役目となるキーパーソンは「子

ども」じゃないだろうか。川越の子ども達が、

学校や家庭で川越の中心の都市の利便性や郊外

の自然環境の豊かさを学び、中心も郊外もとも

に価値ある存在として誇りをもつようになれば、

この温度差も変わっていくのではないか。 

●街中で、店が閉まる時間が早い。案内しよう

としても連れて行けない。 

→だったら、滞在型のツアールートをつくるの

はどうだろうか。宿泊場所は郊外にして、ファ

ームステイや民泊とかで、地元の人との交流滞

在型の宿泊や、農業体験といった体験型ツアー

にしてもいいのではないだろうか。 
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●一番街は車が多くて、歩いていて危険を感じ

る

→郊外に駐車場を作って、自転車で中心街に移

動するパークアンドライドということも提案で

きるのではないだろうか。例えば、中心街だけ

の自転車シェアリングのサービスを、水上公園

やなぐわし公園など郊外にも広げ、そこに車を

停車して、自転車で中心街へ移動。夕方には自

転車で駐車場に来るのもいいし、あるいは郊外

に体験型ステイをするのもいいのではないだろ

うか。 

●川越には、赤間川や濯紫公園とか、中心街以

外にもいいところがある。もっとそういうとこ

ろも観光スポットとして活用できないだろうか

→川をきれいにするイベントやごみ拾いを楽し

く体験するイベント。これらをただのイベント

にしないで、市民も観光客も一緒にできるイベ

ントとして継続していけば、市民と観光客との

つながりができ、そのつながりはそれぞれの物

語をつくりあげていくことになるので、イベン

トを通して思い出ができ、絆ができるようにな

るのではないだろうか。 

●川越の住民だけで川越のことを考えては視野

が狭くなるかもしれない

→SNS を使っての情報発信や、情報共有のしく

みを作ったり、川越の周辺の街とも連携して広

域での活動もするといい。それぞれの地域から

の見方・価値感が異なる。そういった意見交換

をしながら、川越だけでなく、周辺の街ととも

に人と街が調和していくようにしていくといい

のではないだろうか。 

●川越は公園が少ない。緑も少なく感じる。

→川越に住んでいない者から川越をみると、川

越は緑が多いと感じる。意外と自分の住む街の

良さは住んでいる人が気づかないかもしれませ

ん。もっと人同士がコミュニケーションをする

機会を作り、川越の住民同士ではなく他の地域

の人との交流でお互いの街のよさに気づくこと

もあるかもしれない。知らないことを知ること

も大切ですね。 

かわごえカフェ 2016では、参加者のみなさま

に、「発見シート」を書いていただいています。

参加してどんな印象だったか感想を記入いただ

きました。その内容を一部紹介します。

「かわごえカフェ 2016」に参加した感想 

○川越が農業の街ということを初めて知りまし

た。観光スポットだけでなく、公園など自然施

設のつながりを考えることの大切さを学びまし

た。

○川越をゆっくり観光してもらえる方向に持っ

て行ってはどうだろうか？キーワードは子ども、

川、農業。体験型の観光にするといいのではな

いだろうか?  

○世代間交流や地域交流をもっとやるといい

地域によって情報のギャップが多い。今日参加

した方々は今までの情報ギャップを埋められた

と思うが、一般の市民の方々に川越を知っても

らうことが必要。知ってもらうために、Facebo

okや広報、市民向けのイベントが必要です。そ

れに川越のよさを将来の担う子どもたちに知っ

てもらう。

○初めて参加させていただき面白かったです。

川越に住んでずいぶんたちますが、考えている

ことは意外とみんな同じだなと実感しました。

どう進めていくかの課題を持ち帰り、友人と話

す場を持ちたいと思います。

○地域間、地域内の新・旧住民や世代間のギャ

ップをどう埋めていくかが、「ステキ♪」な街づ

くりに必要なことであると気づきました。

○世代の違う方々と意見交換ができて良い経験

になりました。

○提案として、本川越のバス乗り場で、バスの

時刻表を見るが、あれを電光掲示板にすれば時

刻がわかる。

○未来の街づくりのポイントは「子ども」だと

思う。家庭や学校で川越の魅力や素晴らしさを

教えることが大切。

○かわごえカフェのような日常的な意見交換の

場が大事だと思った。
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○市街地や観光客や住民で賑わっているが、郊

外に行くと、少子化問題が結構深刻化している

ことにびっくりしました。

	 参加してくださったみなさんからいただいた

発見シートを見ると、「知らなかったことを知っ

た」とか、「世代間交流ができてよかった」、「世

代間・地域間交流が大切」という感想をいくつ

もいただきました。これは、どうすればいいか

その課題解決にむけてのアイデアが生まれる前

には、まずは現状を知る大切さ、そしてそれぞ

れの地域や世代の価値感を理解することが土台

になるように感じました。川越という街にはい

ろいろな世代の方が住んでおり、多様な価値感

のもとに調和しながら住んでいるので、まずは

お互いを知って、語り合うことができる、かわ

ごえカフェという場は今後も継続していきたい

と思います。

昨年の「かわごえカフェ 2015」は、「川越を

知ろう・学ぼう・語り合おう」という大きなテ

ーマで開催しました。そして今年のかわごえカ

フェ 2016は前進し、「川越を知ろう・語ろう・

伝えよう」というコンセプトのもと開催しまし

た。

	 まずは、知り・語り合ったこと、そこで知っ

た現状を伝えていくことがより多くの人が知る

きっかけにもなります。かわごえ環境ネットで

は今後も一歩一歩前進していきたいと思います。

かわごえカフェ 2016 で共有したアイデアを少

しでも形にしていけるよう今後理事会を含め、

さまざまな場で検討をしていき、本紙を通して

お知らせしていきたいと思います。来年も、ま

たテーマをかえて語り合うかわごえカフェを開

催する予定ですので、ぜひ楽しみにしていてく

ださい。            （飯島希）

【報告】会員・流域の活動

水辺再生 100選と（仮称）河南親水公園について 南小畔親水クラブ

（仮称）河南親水公園全景

1．現状といきさつ 

毎年行っておりますこの親水公園の整備を今

年は 4名にて、2月 22日（月）に実施しました。 

藤棚から垂れ下ってしまっている藤蔓の整理と、

萩の枝の刈り込みを主体に行いました。この場

所は、埼玉県の水辺再生 100選で選ばれ、2010

（平成 22）年 11 月に完成した場所で、今年も

川越県土整備事務所で河川敷、土手等の草刈り

をしていただき、よい環境になってきました。

しかし、あまり活用されていないのが残念でな

りません。

そもそも、2008（平成 20）年 7月に、県で水

辺再生 100プラン事業実施候補個所を公募して

いるのを知り、こんな小さな場所の入選は困難

だろうと思っていましたが、締切寸前の 8月 25

日に、意をこめて応募してみました。

結果は、2009（平成 21）年 3 月 30 日付けで

通知をいただき、応募総数 243通のうち 37か所

（うち 10か所が農業用水）が選ばれ、その中に

入っていました。嬉しさと、先の心配が半々で

した。

同年8月3日付で近隣自治会長、小中学校長、

専門家等が私を含め検討委員として川越県土整

備事務所長の委嘱を受けて、検討会が発足しま

した。8月 26日の第 1回検討会から数回の検討

会を重ね整備内容の検討から、アンケート調査、 
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現地調査等を行い、その後工事開始となり 1年

弱で完成し、2010（平成 22）年 11月 27日に完

成記念・現場披露会となった次第です。 

	 埼玉県内で、100 か所の整備が行われたわけ

ですが、この個所は規模の小さい方であり、活

用度も少ない方であると思われます。 

2．課題 

	 いかにしたら活用されるようになるのだろう

か？ 

	 近くの住民のみならず、ほとんどの人（年齢

にかかわらず）川に興味を示さない。 

1）川に興味をもってもらうには 

	 川遊びができる。魚が釣れる。景観がよい。

休息が出来る。適切な散歩コース。水がきれい

等、関心をもたれるものがあると良いが、今一

歩といったところです。 

2）2020 年東京オリンピックのゴルフ競技を開

催する予定の霞ヶ関カンツリー倶楽部がすぐ近

くにある。 

何か方策はないものか。ゴルフの観客は、ゴ

ルフを見に来るので、周辺にはほとんど関心が

ないと想定されますが、美化の一環として当地

にカワラナデシコ（当地に自生していた自然種）

を植えようとの計画があります。 

3）ハイキング 

	 当地は、川越市では一番の高地にあり、多少

のアップダウンもあり、ハイキングコースにな

るのではないかと思います。例えば、 

	 笠幡駅―白鬚神社―福祉散策の森－旧西清掃

センター―霞ヶ関カンツリー倶楽部正門―河南

親水公園―練習場外周－ゴルフ場から流出の湧

水掘り―ゴルフ場コースの外周（西コース 15、

17番）―笠幡駅（通算距離：8～10Km程度、時

間：3時間程度 

3．埼玉県の動向 

	 川の国応援団の窓口である埼玉県環境部水環

境課でも、川の国応援団の団体員の高齢化を危

惧しており、3 月 2 日付でアンケート調査が届

きました。県としても高齢化、活性化対策を検

討しているようで、 

アンケートの部分に 

	 公民館等における川の再生講座 

	 外部講師を招いた団体内部向け勉強会 

等が含まれており、対策を考えているようです。

	 県の動きも感じられますので、川越地域の川

の活動の活性化が図れないものかと思案してい

る昨今です。 

（代表	 原嶋昇治） 

 
パーゴラ 

 
藤蔓の整理 

 
萩の枝切り

 

「かわごえ里山 2016田んぼフォーラム」 かわごえ里山イニシアチブ

	 3月 5日（土）に「かわごえ里山 2016田んぼ

フォーラム」を皮切りに、3月 13日（日）に「生

きものを育む田んぼプロジェクト」の第 1回説

明会を開催しました。今年の田んぼ活動がいよ

いよ始まります。 

	 「かわごえ里山 2016田んぼフォーラム（後援

 かわごえ環境ネット・川越市）」では、蔦谷栄

一氏による「国民皆農から地域コミュニティ再

生」と稲葉光國氏による「誰でもできる、いの

ち育む有機稲作」の基調講演が行われました。 

	 「国民皆農からの地域コミュニティ再生」で

は、国民皆農により農が持つ社会デザイン能力
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を生かしていくことが重要な鍵を握るとの講演

をいただき、「誰でもできる、いのち育む有機稲

作」では、日本の豊かな自然と先人の知恵を現

代の科学でさらに発展させ、豊かな生物多様性

を復活させることにより、雑草や病害虫からイ

ネを守ってもらう栽培法でその成功のためのポ

イントが講演されました。 

	 この後、蔦谷栄一氏をリーダーとする食楽風

土（クラフード）代表の林鷹央氏による“百生

一喜”バンドが、農と自然の恵みを伝える生物

多様性トークを織り交ぜながら生きもの賛歌や

里山の情景をうたいあげました。 

	 また、フォーラムでは「いのち育む有機稲作」

すべてのノウハウが盛り込まれた冊子が配布さ

れました。今後、この貴重な冊子は希望者に 50

0円で頒布されます。 

	 かわごえ里山イニシアチブでは、この田んぼ

フォーラムを皮切りに、「生きものを育む田んぼ

プロジェクト」で、みんなで安心・安全な無農

薬のお米づくりにチャレンジする会員を募集（3

0口）し、いよいよ有機稲作ポイント研修会（第

1回：4月 16日（土）、第 2回：5月 21日（土））

が実施されます。 

	 この田んぼプロジェクトは、川越市の北部に

拡がる福田の田んぼの耕福米高梨農園と民間稲

作研究所代表の稲葉光國氏の指導・協力のもと、

農薬も除草剤も使わない 4反のはるみず田んぼ

でお米作りを行うものです。 

	 このような活動が、休耕田を作らず農家を応

援する一方で、トンボやカエルやドジョウがい

っぱいの生物多様性豊かな田んぼを甦らせ、い

のち育む田んぼでコウノトリを呼び込むことを

期待して活動を続けています。みなさまも、1

口 13,000円（25kg玄米配布）でぜひこのプロジ

ェクトに参加されてはいかがでしょうか。 

お問い合わせは、メールで増田にお願いします。 

kawagoesatoyama@gmail.com 

Facebookページは、以下の URLです。 

http://www.facebook.com/kawagoesatotyama 

（増田純一）

 
蔦谷栄一氏による基調講演 稲葉光國氏による基調講演 生きもの賛歌をうたう百生一喜バンド

ニホンミツバチさん、いらっしゃい!! かわごえ里山イニシアチブ

	 生きものの賑わいを取り戻す田んぼ活動の一

環としてかわごえ里山イニシアチブでは 3月 19

日（土）、北部地域ふれあいセンターにおいてニ

ホンミツバチの巣箱作りをしました。 

	 川越市福田の田んぼでマコモダケを栽培して

いるときに、花もないのにミツバチがやってく

ることを不思議に思った谷道輝夫さんがマコモ

ダケの根元の方に出る蜜を集めにきているので

は？と注目したのがきっかけです。この蜜の部

分はウンカの幼虫も大好きで舐めにきます。な

ぜニホンミツバチかというと・・・ニホンミツ

バチは古来より日本にいた在来種でセイヨウミ

ツバチは明治時代に輸入されました。ハチミツ

採取量が多く、単一の花事に採蜜させることが

でるため「オレンジ」や「アカシア」などその

花の特徴のあるハチミツを楽しむことができ一

般的な養蜂ではセイヨウミツバチが飼育されて

います。 

	 ニホンミツバチは野生の生きものであり、自

然界では木のうろなどに巣を作っています。環
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境が整っていないと住み着いてくれません。そ

して、セイヨウミツバチと違い、お気に召さな

いことがあるとすぐに逃げ出してしまいます。

ニホンミツバチが巣を作り住み続けることは他

の生きものや人にも優しい環境であるバロメー

ターの一つとなり得ます。 

	 かのアインシュタインはミツバチが地球上か

らいなくなると人間は 4年も生きてはいけない

と言いました。100種類の作物が世界の食料の 9

0%を占めているといわれていますがそのうち 7

0%はハチが受粉を媒介していると考えられて

います。例えばイチゴが大きくて形の整ったき

れいな実をつけるには蜂や昆虫類による受粉が

必須です。 

	 近年、ネオニコチノイドなど神経系に影響を

与える農薬の使用や環境の変化でミツバチが激

減しており、イチゴ農家では筆などを使って人

が受粉させることもあるそうですが、1 つの花

ごとに手作業で行うのは骨の折れる大変な作業

です。確実に受粉ができていないと実ができな

かったりいびつな形のイチゴができたりするの

で、最近ではミツバチを巣箱ごとレンタルする

システムもあります。 

	 総勢 20名での巣箱作りは、関心の高い方が多

く参加されており、協力して予定より早くスム

ーズに終了しました。飼い方やニホンミツバチ

が住み着きやすい巣箱の設置の位置、スムシや

ダニ、スズメバチ対策なども教えてくださり、

みなさんメモを取ったり写真に記録したりしな

がら真剣に聞いていました。時間に余裕ができ

たので巣箱を囲んでたくさんの質問やハチミツ

当てクイズ、最後はひとりずつ感想を述べたり、

交流したりと充実した時間が過ごせました。 

	 できあがった巣箱は、髙梨農園でかわごえ里

山イニシアチブが取り組むマコモダケ田んぼに

設置してニホンミツバチがやってくるのを待ち

ます。ハチミツももちろん、楽しみではありま

すが、1 匹の蜂が一生に集められる蜜はティー

スプーン 1杯ほど。蜂にとっては子育てや冬を

越すため、生きるための貴重な資源であり、そ

のような背景も理解した上で分けていただくと

いう気持ちで頂戴したいものです。 

	 生きものも人も、協力して共存共栄できる素

敵な地域をめざして。生きものを育む田んぼの

取り組みが、環境保全や食の安全、地域活性化、

地産地消、仲間づくりなど多様な広がりを見せ

てくれています。かわごえ里山イニシアチブで

は一緒に楽しく活動してくださるミツバチさん

と仲間を大募集中です。   （柏井喜代恵） 

編者注：カワゴエ・マス・メディアでも、詳し

い記事を掲載しています。ご覧ください。 

http://koedo.info/160325nihonmitubachi/ 

	
巣箱の製作	

（写真提供：カワゴエ・マス・メディア）	

	
ハチミツ当てクイズ	

（写真提供：カワゴエ・マス・メディア）	
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第 20回	 荒川流域再生シンポジウム	 報告

 
会場の様子 

	 今年のシンポジウムのテーマは「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」で、3月 13日（日）国立女性教育会館にて

行われた。「NPO 法人荒川流域ネットワーク」

（以下「荒川ネット」）は入間川水系に魚類の自

然遡上を阻んでいる堰などの横断構造物に魚道

を設置するよう県に働きかけてきた。今回はそ

の 6年間にわたる活動の報告である。 

1.「2015年度のアユ遡上調査結果と越辺川水系

の遡上調査」	 金澤光氏報告 

	 春先に東京湾から荒川を遡上したアユが入間

川に入ると、程なく菅間堰が行く手を阻み堰下

がアユの溜まり場になっていた。堰に魚道を作

れば入間川水系の魚類環境は確実に改善される。

「荒川ネット」の呼びかけで周辺の市民団体が

動き、2009 年 4 月にプロジェクトが始動した。

菅間堰に魚道ができればアユはどこまで上れる

か、を調査するためアブラビレをカットした「指

標アユ」を 5,000匹以上、堰の上流に放流した。

これらのイベントには多くの市民が参加した。

入間川には上流に寺山堰、浅間堰、奥富堰と続

く。これらを超えられるかどうかもその後追跡

調査された。 

	 2009年に始まった水辺再生 100プランに、流

域 13 か所の取水堰と床固め工に対する魚道設

置を申請。知事あてに意見書を提出し、直接会

見して魚道設置を請願した。その後、「川のまる

ごと再生プロジェクト」の事業で入間川の菅間

堰、寺山堰、浅間堰、上奥富堰、田島屋堰、笹

井堰に魚道設置が行われ 2015 年度には完了す

る。 

2.「ときがわ町での宮ヶ谷戸前堰の魚道設置計

画とその経過報告」	 山本悦男氏 

	 ときがわ町が都幾川にかかる堰に、住民と協

議しながら専門家を交え魚目線の魚道を作り上

げるまでの 5年間にわたる報告。 

3.「2015年度の荒川流域一斉水質検査の結果報

告と Googleマップを使った調査のまとめ」	 	

渡邉勇氏報告 

	 例年ペーパーベースで報告しているデータを

Google マップでよりピンポイントで見られる

試み。現在作成中。 

4.「入間川における魚道設置事業の計画と進捗

状況」	 君嶋克一氏（東松山農林振興センター） 

	 魚道は川の状況により試行錯誤で難しい。今

回施行したものもすべて形態が違っている。菅

間堰のように再度工事が必要だった例もある。 

 

	 報告は以上の 4本で、この後「みずかけ“サ”

論」に入り流域再生など参加者が意見交換した。

この数年の取り組みで、川環境が次第に生気を

取り戻しつつあるようです。   （賀登環） 

 
菅間堰魚道（手前）現在再工事中 

 
田島屋堰の棚田式魚道 

 
上奥富堰	 ユーコーン型魚道 
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【報告】理事会・専門委員会

理事会

	 期日を変更して 3 月 18 日（金）10:30-12:20

に5名の理事が出席して第12回理事会を行いま

した。主な議事は次のとおりです。 

①時年度の事業計画について、参加料等の収入

も見込んで作成する。エコプロダクツ川越 2016

への参加は 4月中に参加者を募集する。 

②総会議案書の分担の確認を行い、3 月 31 日

（木）までに執筆者から事務局に原稿を提出す

ることにした。 

③総会について、会費納入と総会の案内につい

ての通知文を確認した。会員同士の情報交換と

会員への情報配信のため、メーリングリストと

メールマガジンの作成を検討する。総会出欠の

返信はがきにこれらの申し込みチェック欄の作

成を検討する。 

④3月 18日現在の会員数は、個人 122、民間団

体 26、事業者 25、行政 1の合計 174となった。 

（小瀬博之） 

 

事業運営委員会

	 第 10 回事業運営委員会を 3 月 18 日（金）9:

00-10:30 に福田ビル 3F 会議室において開催し

ました。出席者は 3名でした。主な議事は次の

とおりです。 

①第 15回かわごえ環境フォーラムは 2018年 2 

月 25日（土）開催とする。 

・8月に実行委員会を発足させる。 

・テーマ：アジェンダ報告会とかわごえカフェ

2017「川越を語ろう、伝えよう、行動しよう」 

・協賛企業へのアプローチ、発表者募集、プロ

グラム、会場など検討課題。 

②水辺と川の活動 

ⅰ）4～5月交流会を予定する。 

ⅱ）6月 5日（日）第 11回川の一斉水質調査 

③まち美化活動の活動予定 

ⅰ）7月 18日（月）夏の郊外クリーン活動 

ⅱ）10月 15・16日川越まつりクリーン活動 

ⅲ）12月 23日（金）歳末まち美化活動 

④出展行事 

	 7 月 24 日（日）エコプロダクツ川越 2016 出

展を予定する。横山氏が出展申込書作成。 

（村上正明）

社会環境部会

	 3 月定例会は 3 月 11 日（金） 福田ビル 3 階

にて 9 名の参加で行われました。まず 2 月 26

日（金）行われた理事会の報告が原嶋代表より

ありました。 

○次期理事及び監事の報告、理事に板野さん、

原嶋さん、監事に宮崎さんより了承いただいた

との報告を受けました。 

○予算の配分について、かわごえ環境フォーラ

ムの協賛企業が減り、厳しいとの話がありまし

た。 

	 先日行われたかわごえ環境フォーラムの報告

と反省で次のような意見が出ました。 

○反省として、環境活動報告は一人 10分では短

過ぎて、中途半端になってせっかく発表してい

ただく方に申しわけないのではないか等の意見

が出ました。今後このあたりのことは理事会に

検討をお願いすることにしました。 

	 2016年度社会部会活動計画を検討し、担当者

を決め取り組んで行くことにしました。 

○環境施設めぐり（担当-原嶋さん） 

○環境講演会（担当-宮崎さん） 

○緑のカーテン（担当-井口） 

	 エコドライブは市の計画に協働で取り組んで

いくことになりました。 

	 「私のエコ暮らし」は、協議した結果、視点

を広げて継続していくことになり、半年先まで
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の担当者の割り振りを決めました。同じく、部

会進行担当者の割り振りも下記の通り決定しま

した。 

0 8 47 5 6

47 5 6 9

1   

○4月担当 

部会進行-武田さん、5月号原稿-宮崎さん 

○次回の社会部会までに環境施設めぐりの候補

地と環境講演会の題材を各自提案して検討する

ことになりました。 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治 

報告：井口吉三郎） 

 

 

自然環境部会

	 3月例会は 11日（金）福田ビル 3階にて 9名

の参加で開催された 

	 奇しくも 5年前の東日本大震災と同じ日、同

じ曜日である。その日の 3時少し前、私達は市

役所 5階で、環境政策課のみどりの担当の方と

の話し合いが終わり、次の自然環境部会に移ろ

うとする時、激震がきた。役所の棚から物が落

ち、壁には亀裂が入り、もしかして・・・と覚

悟をした。それから早くも 5年である。環境や

防災への手探りが続いている。 

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	 2/22（月）15名参加	  

	 （野鳥の森	 道路側はほぼ作業終了、あとは

林内の枯損木整理）3/14（月）	 雨のため中止 

②「池辺公園」定例活動	 3/1（火）9名参加	

（アズマイチゲの開花、キツネノカミソリ葉の

確認、枯損木除伐など） 

③キノコ学習会	 3/14（月）ジョイフル	 8 名

出席 

2．協議事項 

①来年度の事業計画について・・・行政との協

働、調査活動、保全再生活動、自然観察会、イ

ベント、学校支援などの具体的な内容検討 

②例年、一般募集しているバスツアーは、2016

年度は会員のみの周知・参加とする。行く先は

「渡良瀬遊水地」を予定。 

③来年度予算について・・・事業計画に基づい

て配分を検討、予算枠がかなり厳しいことを確

認。     （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 12 回新かわごえアジェンダ 21 検討会を 3

月 18 日（金）17:00-19:00 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 5

名でした。今後の組織体制・日程の検討と今年

度の話し合いの総括を行いました。 

	 新しい委員会組織は、川越市からの正式な依

頼を受けてからスタートさせますが、4月 25日

（月）から準備会として委員会を開催すること

にしました。場所は市役所内で行う予定です。 

	「ローカルアジェンダ 21」の現在の位置づけ、

川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ 21」

の位置づけ・目的・推進体制・構成について今

年度の総括を行い、次年度に取り組むべき内容

を検討しました。 

	 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 12回（20160318）」をご覧ください。 

（委員長	 小瀬博之）

 
◆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。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に問い合わせるか、Web サイト

（http://kawagoekankyo.net）をご覧ください。 
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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・会員向け】エコプロダクツ川越 2016共同出展者募集（5月 2日まで）

 
前年の「エコプロダクツ 2015」出展の様子 

	 4 回目を迎える「エコプロダクツ川越」の出

展募集が始まりました。今年は、7月 24日（日）

10:00-15:00開催です。 

	 かわごえ環境ネットは、今年も出展します。

個人会員、民間団体、事業所で「こんな展示、

参加をしてみたい」方は、おしらせください。

当日の参加が難しくても、環境に関する展示等

は可能です。夏休みに入った児童、保護者対象

のワークショップもできます。もちろん、環境

活動への参加募集的なことも。日ごろの発表の

場として、活用してください。ちなみに、昨年

の内容は次の通りです。 

展示 

・ミミズによる生ごみの堆肥化 

・生ごみの減量化 

・事業所のエコ活動ポスター 

・環境家計簿 

・緑のカーテン 

ワークショップ 

・天ぷら廃油を使った石けん作り 

  ・アクリルたわし 

  ・キャンドルづくり 

・間伐材を用いたはしづくり 

・ペットボトルロケット制作と飛ばし実験 

・東洋大学構内の保全活動と（仮称）川越市森

林公園計画地で発生した間伐材を使った工作 

・各種発電型による電気の勉強 

・ワットチェッカーによる節電実験  

	 主催者側の申し込みの期限が 5月 16日（月）

ですので、お早めに。5 月 2 日（月）をめどに

事務局または横山（049-246-9319）までご連絡

ください。行事の詳細は、川越市ホームページ

「エコプロダクツ川越 2016出展募集募集」http:

//www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/gomi/kanky

okanren/kankyoplaza/ecoproducts_boshu.html をご

覧ください。

【トピック②】チョウとトンボの調査をしませんか－2016年モニタリング－
チョウ・トンボの調査シート 2016         かわごえ環境ネット自然環境部会

月 日 チョウ・トン

ボの名前 頭数 観察した場所 その環境 チョウの行動 写真の

有無 その他 

         

         

         

         

         

         
＊チョウ・トンボがいた環境は、林・林縁、河川敷、草地、畑･水田、住宅地、などです 
＊チョウ・トンボの行動は見たままを書いてください。複数の行動があればすべてを

	 身近に見られる生きものを指標にして川越の

環境を見つめて 7年目になります。今年は水辺

と林をつなぎ多様な環境を必要としているトン

ボを加えて調査します。気をつけて観察してい

ると驚くほど多くのチョウやトンボに合うこと

ができます。初めての人にも簡単に取り組めま
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すのでぜひ参加してください。多くの人の目と

関心が川越の生き物を守ることになります。 

調査期間：4月から 11月 

観察場所：自宅周辺および活動地域 

	 観察シートを送りますので記入して 2か月ご

とに報告を 

申し込み送付先：過（電話・Fax.049-246-1155） 

 

【トピック③】緑のカーテン講座（5月 6日開催） 社会環境部会

	 前月号でお知らせした、5 月 6 日（金）に実

施する川越市と協働での緑のカーテン講座の詳

細が 3月度社会環境部会終了後、市の担当者と

の打ち合わせで決定しました。 

	 午前中の場所は南古谷市民センターで 10:00

から、午後は大東南公民館で 14:30からです。 

	 募集は一会場45名で90名を予定しています。 

	 昨年は 60名でしたので今回は 5割増しです。 

広報川越（3月 25日発行）に募集要項が掲載さ

れ、4 月 5 日（火）9:00 から環境政策課にて電

話で受け付けることになりました。 

	 当日配布予定はパッションフルーツの苗、ゴ

ーヤの苗、アピオスの苗を予定しています。 

	 当日はパッションフルーツの育て方、増やし

方の講演後、苗の配布予定です。 

（緑のカーテン担当	 井口吉三郎） 

【トピック④・会員向け】自然観察研修会開催

	 自然環境部会は、5月 26日（木）に自然観察

研修会をラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」

で行います。2012年 7月にラムサール条約湿地

（国際的に重要な湿地）に登録された渡良瀬遊

水地は、群馬、栃木、埼玉、茨城の 4県の県境

にまたがる大きな遊水地（条約対象 2,861 ヘク

タール）で、広大なヨシ原が特徴で貴重な動植

物が数多く確認されています。 

	 今回、長年にわたり活動してきた「ラムサー

ル湿地わたらせ」のご案内により、遊水地の歴

史や水辺の自然環境について学び、自然環境の

保全のあり方を研修会の目的といたします。 

	 詳細は、本号同封のちらしをご覧ください。

会員限定での参加者募集となっておりますので、

要項はこの月刊紙及びインターネットには掲載

しませんのでご了承ください。

【トピック⑤・会員向け】理事立候補者募集（4月 8日事務局必着）
	 2016（平成 28）年度は本会役員改選の年です。

かわごえ環境ネットの将来を考え、運営に携わ

る理事への立候補者を募集します。 

	 任期は 2016 年度総会開催日（5 月 21 日）か

ら 2018年度総会開催日までの 2年間で、個人会

員と団体会員（事業所、民間団体及び行政）か

ら募集します。 

	 立候補される方は、3 月の郵送資料に同封さ

れている「かわごえ環境ネット理事立候補申込

用紙」に必要事項を記入し、4 月 8 日（金）必

着でかわごえ環境ネット事務局にご提出くださ

い。 

	 詳しくは、郵送資料同封のお知らせをご覧い

ただくか、事務局にお問い合わせください。 

【トピック⑥・会員向け】総会・懇親会（5月 21日）のご案内と会費納入のお願い
	 2016（平成 28）年度総会（5月 21日土曜日 1

0:00-11:30）のご案内と、会費納入についてのお

願いを、本誌と別送でお送りします。総会の出

欠については、総会通知に同封した返信用はが

きを用いて、4月 22日（金）必着でご連絡くだ

さい。年会費の納入は、個人会員 1,000 円、団

体会員（民間団体、事業所、川越市）は 2,000

円です。5月 20日（金）までにゆうちょ銀行の
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口座にお願いいたします［口座番号 00180-2-13

880（ゆうちょ銀行以外から振り込む場合は、ゆ

うちょ銀行 〇一九支店 当座 0013880）, 加入者

名：かわごえ環境ネット］。振込方法によって手

数料がかかります。また、総会終了後（12:00-1

3:30）に川越市やまぶき会館そばにある「どん

ぐりの木」で「懇親会」（会費 1,500円）を開催

しますので、こちらもぜひご出席ください。

会合 
◆広報委員会（2016年 4月度） 

日時：4月 6日（水）9:00-10:00 

場所：ウェスタ川越 2階市民活動・情報コーナ

ー（川越市新宿町 1-17-17） 

●社会環境部会（2016年 4月度） 

日時：4月 8日（金）13:00-15:00 

●自然環境部会（2016年 4月度） 

日時：4月 8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） 

＊両部会とも会員はどなたでも参加できます。 

＊両部会は、毎月第 2金曜日 13:00-15:00, 15:00

-17:00連続開催。次回は 5月 13日（金）同時間。 

◆理事会（2016年度第 1回） 

日時：4月 12日（火）9:00-12:00 

場所：川越市役所本庁舎 3 階 3A 会議室（川越

市元町 1-3-1） 

◆（仮称）かわごえアジェンダ 21 作成委員会

（第 1回） 

日時：4月 25日（月）17:30-19:30 

場所：川越市役所本庁舎 3階 3A会議室 

＊以降、5月 16日（月）・6月 7日（火）・6月 2

7 日（月）に開催予定。今回は現メンバーでの

準備会とします。委員公募については 5月号に

掲載します。 

◆事業運営委員会（2016年度第 1回） 

日時：4月 26日（火）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

＊次回は 5月 24日（火）9:00-10:30福田ビル 3

階会議室（終了後 10:30-12:00理事会開催） 

◆理事会（2016年度第 2回） 

日時：4月 26日（火）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

＊次回は 5月 24日（火）9:00-10:30福田ビル 3

階会議室 10:30-12:00  

自然環境部会主催事業

★（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：4月 11・25日・5月 9・23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） 

★池辺公園定例活動（定例毎月第 1火曜日） 

日時：4月 5日・5月 10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 

★仙波河岸史跡公園生き物調査 

日時：4月 21日（木）9:00-12:00 

場所：仙波河岸史跡公園（川越市仙波町 4-21-2） 

問い合わせ：菅野 

★新緑の雑木林観察会（一般募集） 

日時：5月 15日（日）9:00-12:00 

場所：（仮称）川越市森林公園計画地（川越市今

福 1304-1ほか） 

参加費：100円 

申込：5 月 2 日（月）から川越市環境政策課に

て電話受付（049-244-5866） 

	 新緑の樹木や林床の花々の観察です。 
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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 

①4月 7日（木）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 14:00ごろ終了解散、入園料要、参加

費無料、お弁当持参。雨天決行。園内レストラ

ンもあります。 

	 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生息地の観察と調査を

行いましょう。 

②4月 24日（日）考える会主催 

要項は①と同じ。 

	 春の野草を中心に観察します。スミレやフデ

リンドウの花、ミヤマセセリ（蝶）との出会い

を楽しみましょう。 

③5 月 1 日（日）・④5 月 17 日（火）考える会

主催 

14:30ごろ終了解散以外は①と同じ要項 

	 春の野草を中心に観察します。スミレやフデ

リンドウの花、ミヤマセセリ（蝶）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 

①4月 9日（土）9:30-12:30ごろ 

②5月 14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） 
2016年度予定表	  

月 日 活動内容予定 
4 9 トウモロコシの植え付け 
5 14 枝豆植え付け他 
6 11 人参畑の片付け他 
7 9 トウモロコシの片付け 

 

 

 

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（毎週火・金曜日午前） 

日時：4月 5日（火）・8日（金）・12日（火）・

15日（金）・19日（火）・22日（金）・26日（火）

10:00-12:00 

	 地域交流センターに集合、農作業は近隣の田

んぼです。	

◎月例会	

日時：4月 8日（金）10:00-12:00 

場所：地域交流センターホール 

◎種まき	

日時：4月 23日（土）9:30-12:00 

場所：地域交流センター 

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：4月 23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。 

◎有機稲作ポイント研修会 

日時：4月 16日（土）10:00-16:00 

場所：午前 川越市北部地域ふれあいセンター

（川越市山田 1578-1）、午後 耕福米高梨農園（川

越市福田 439） 

内容：午前 播種&苗作り、2回代かきと抑草管

理講座、午後（実習）播種作業、置き床づくり

実習など 

参加費：会員無料、一般 1500円 

 

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：4月 5日（火）・21日（木） 

   5月 3日（火）・19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：4月 10日・5月 8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：4月 23日・5月 28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。 

①4月 24日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川（赤間川部分）八幡橋集合、三日月

橋まで。月吉陸橋下にごみを集めて解散。 

②5月 22日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川（新赤間川部分）中流部、オアシス

横の流れを清掃。杉下橋横集合。琵琶橋までの

部分、土手などを清掃。オアシス裏でごみ分別

して解散。

 
小畔川の自然を考える会 

問い合わせ・申し込み：賀登環（Tel. 049-234-9366） 

◎小畔川八幡橋下流の魚類調査 

日時：4月 24日（日）9:30-12:00 

	 網、ウェダーなどは貸し出しします。お気軽

に親子でも参加ください。 

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） 

①4月 10日（日） 

	 桜が咲き春爛漫です。カイツブリの声が聞こ

えて子育ての始まりを知ります。南の国で冬を

過したツバメなどの夏鳥が帰って込ました。シ

ギやチドリも、子育てのため北の国へ渡る途中

沼で休んでいきます。 
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②5月 8日（日） 

	 林で鳥がさえずり、沼の浅瀬で鯉が産卵に群

れています。陸地も水中も子育てが盛んです 

 

 

アースデイ東京見学実行委員会 
申し込み・連絡：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770, Fax.049-222-0786） 

◎アースデイ東京 2016見学会 

日時：4月 23日（土）・24日（日）東京代々木

会場 

	 両日とも、9:30、JR原宿駅出口の神宮橋際集

合。事前に用意したパンフレットで会場の説明。

16:00 見学終了予定。個人の自由行動も可。一

応資料代と保険で参加費 100円。申し込みと連

絡は武田まで。 

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 

	 2016年 5月号（No.115，5月 2日発行予定）

の掲載原稿は、4月 15日（金）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。 

●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 

	 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 Facebookページ 

（Facebookに登録しなくても見られます） 
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	 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 

●川越市人事異動一覧（本会関連） 

環境部長	 大野隆（保険医療部保健所副所長）

	 同副部長（環境政策課長事務取扱）	 箕輪信

一郎（環境政策課長）	 同参事（環境施設課長

事務取扱）	 福田忠博（同副参事）	 産業廃棄

物指導課長	 高橋宗人（古谷市民センター所長）

	 収集管理課長	 増田秀一（同副課長）	 以下

	 副課長・副主幹（前職略） 

環境政策課副課長	 冨田稔	 同副主幹（みどり

の担当）武藤貴子	 同副主幹	 橋本光司	 環境

対策課副主幹	 長嶋幹生	 資源循環課副課長	

波立浩一	 同副主幹	 小名木真一	 環境施設課

副主幹	 尾崎裕久	 収集管理課副課長	 矢島英

也	 環境施設課副課長	 山本勇志	 資源化セン

ター所長	 藤田雅司	 東清掃センター所長	 中

村義人 

▽関係部署の異動 

産業観光部長	 田中三喜雄	 同副部長（農政課

長事務取扱）	 相川満	 観光課副課長	 田中勝

宏	 文化スポーツ部長	 庭山芳樹	 都市計画部

公園整備課長	 小林孝至	 同公園管理事務所長

	 山口健一	 建設部河川課長	 桑原善行 

●編集後記 

	 満開のソメイヨシノが咲く中での編集作業と

なりました。毎月発行が遅れがちになっており

申しわけございません。本紙はおおよそその月

の第 2週から翌月末までの情報を主に掲載して

いますので、上旬の行事は前月号をご覧いただ

ければ幸いです。 

	 さて、私は川越市内の風景を川越市に住み始

めた 1999年から撮りためていて、最近は定点撮

影でその変化を Facebook に投稿したりしてい

ます。この写真は、2001年 3月 3日と 2016年 4

月 3日の伊勢原町にあるおいせ橋通りの比較で

す。ソメイヨシノの成長が著しいことは一目瞭

然です。自然と町並みの変化を今後も捉え続け

たいと考えています。みなさまのぜひ情報をお

しらせください。        （小瀬） 

 
2001年 3月 3日（土）15:15 

 
2016年 4月 3日（日）13:10 

●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（4月 6日〜5月 21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 

4/6 
◆9:00広報委
員会 

4/7 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

4/8 
◎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 
○理事立候補期限 

4/9 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

4/10 
◎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 

4/11 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 
 

4/12 
◆9:00理事会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

4/13 4/14 4/15 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
○5月号投稿期限 

4/16 
◎16:00有機稲
作ポイント研

修会 

4/17 4/18 4/19 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

4/20 4/21 
★9:00仙波河
岸史跡公園生

き物調査 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/22 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
○総会出欠返

信期限 

4/23 
◎9:30アースデ
イ東京見学会 
◎9:30種まき
（みなみかぜ） 
◎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 
4/24 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 
◎9:30小畔川
八幡橋下流の

魚類調査 
◎9:30アース
デイ東京見学会 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

4/25 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 
◆17:30かわご
えアジェンダ2
1作成委員会 

4/26 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:30理事会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

4/27 4/28 4/29 
昭和の日 

4/30 
 

5/1 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

5/2 
○エコプロダ

クツ川越 2016
共同出展者申

込期限 

5/3 
憲法記念日 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/4 
みどりの日 

5/5 
こどもの日 

5/6 
★10:00緑の
カーテン講座 
★14:30緑の
カーテン講座 

5/7 

5/8 
◎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 

5/9 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

5/10 
★9:00池辺公
園定例活動 
 

5/11 5/12 5/13 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

5/14 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

5/15 
★9:00新緑の
雑木林観察会 
○6月号投稿期限 

5/16 5/17 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 

5/18 5/19 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/20 
○会費納入期限 

5/21 
●10:00総会 
●12:00懇親会 
◎10:00有機稲
作ポイント研

修会 
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