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【コラム】川越の自然を訪ねて（43）田んぼ周辺は食べられる野草の宝庫！ 
野草やミツバチから学ぶ川越の自然

 
田んぼでの野草の採集（吉田地内） 

 
田んぼでの野草の採集（吉田地内） 

 
ニホンミツバチを待つ巣箱（福田地内） 

	 昨年、かわごえ里山イニシアチブでは、吉田

地区の無農薬田んぼ周辺で野草を採集して調理

して食べる「田んぼの生き物調査（植物）と野

草料理を食べよう!」というイベントを行いまし

た。このイベントで川越の田んぼには、実に数々

の自然に自生する食べられる野草がたくさんあ

ることを知りました。 

	 また、散策をしながら、野草の特徴や日本の

食としての伝統的文化のお話しや、摘む際の注

意点など実に様々なことを学び、野草を通して

自然環境を考えさせられました。 

	 企画当初は、食べられる野草って本当にある

のかな、食べる生きもの調査は成り立つのかな

と不安でいっぱいでしたが、ふたを開けてみる

と、田んぼ周辺は食べられる野草の宝庫だとい

うことを知り驚きでした。 

	 見つかった食べられる野草は、カラスノエン

ドウ、アメリカフウロ、アカツメクサ、シロツ

メクサ、イノコヅチ、ハルジオン、オオバコ、

ナズナ、オランダガラシ、ハコベ、ヘビイチゴ、

セリ、カントウタンポポ、セイヨウカラシナ、

レンゲソウ、スギナ、ツユクサ、ハハコグサ、

チガヤ、ヨモギ、ノビル、ユキノシタ、ヤブガ

ラシ、ドクダミ、ノゲシ、スイバ、ギシギシ、

カタバミ等々、実に多様な野草が見つかりまし

た。 

	 しかし、採集に当たっては細心の注意が払わ

れました。毒になる野草もあり、また、無農薬

田んぼ周辺は、除草剤などの農薬が当たり前の

ように撒かれ野草が茶褐色に変色しています。

また、撒かれていなくても数メートルは農薬の

影響の範囲が及ぶということで、農薬の影響の

ない場所の野草を採集しました。このように、

除草剤の使用で採集できる田んぼが少なくなる

中、残された少しの無農薬田んぼでこれだけの

食べられる野草が採集できるということがわか

りました。 

	 話は変わって、今年 4月初めに無農薬米をみ

んなで作る「田んぼプロジェクト」の説明会を

開催しました。食や健康に意識が高い女性が多

く集まり、その中で、参加の動機などを聞いた

ところ、食と健康はもちろんのこと、経済的な

ものだけではなく、自然豊かな生活を送りたい、

不安定な経済情勢の中でも、継続的に自活して

いくことのできる道を探りたい、技術を身に付

けたいというコメントが多くありました。この

ことで感じたことは、米作りの自給の他、田ん

ぼ周辺の野草はまさに食材の宝庫であり、我々

に自然の恵みを与えてくれるに相応しい環境を

提供してくれているということでした。食糧不

足になっても野草は、我々が生きるに十分なだ

けの食材を提供してくれます。 

	 しかし、川越の農地には農薬が散布されてい

ない田んぼや畦はどれほどあるでしょうか。 

	 かわごえ里山イニシアチブでは、自然環境回

帰のバロメーターともいうべきニホンミツバチ

の巣箱を設置しました。本当の意味での川越の

自然回帰を野草やミツバチから学び、いつでも、

どこでも、だれもが安全で安心な野草を採集で

きる環境が戻ってこそ、はじめて川越の自然が

戻ったと言えるのではないでしょうか。 

（増田純一） 



月刊 かわごえ環境ネット	 2016年 5月号	 No.115 

- 3 - 

【コラム】私のエコぐらし（21）ごみの減量に向けて
スーパーマーケットのリサイクルステーション 
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	 今回は、我が家のごみ減量作戦について報告し

たいと思います。 

	 川越市のごみ排出量を見ますと、10年ほど前に

は 11万 t以上あったものが、平成 22（2010）年

度には約1割減少し10万 t近くまで下がりました

が、そこからまた上昇に転じ、毎年増え続けてい

ます。また、1人あたりの排出量でもここ数年、

ほとんど横ばいであるのも残念な結果です。費用

的にも 54 億円強の貴重な税金がごみ処理経費と

して使われているのです。 

	 「容器包装リサイクル法」では、消費者は容器

包装廃棄物を分別して排出、市は分別収集、事業

者は再商品化を行うという三者の役割が定めら

れています。川越市では、包装容器は、びん・か

ん、ペットボトル、紙類、その他プラスチックに

分別され、「分別基準適合物」として再商品化を

日本容器包装リサイクル協会に委託しています。

同協会から、それぞれの再商品化事業者や製鉄会

社に引き取られます。一方、スーパーマーケット

店のリサイクルステーションでは、さらに細かく

分別回収され、それぞれの再生業者に引取られる

のです。上表のように、我が家の近隣スーパーの

分別状況を見ますと、各店により違いがあります

が、プラスチック類が細かく分別されているのが

わかります。また、“いなげや”では、自然と人

にやさしい環境づくりを推進しており、リサイク

ルステーションに「環境宣言」として「いなげや

は、①家庭ごみを減らす努力を致します。②廃棄

物はリサイクルし、極力ゼロに挑戦致します。（以

下略）」と明示し、廃棄物削減に取り組んでいる

ことをアピールしています。我が家では、食品ト

レー（発砲スチロール）は必ず分別するほか、透

明食品トレー（透明蓋等）であれば“エコス”に、

レジ袋であれば“いなげや”に、ペットボトルも

月 2 回の市の回収では間に合わないので、適宜、

スーパーのリサイクルステーションに出してい

ます。ちなみに、スーパーでの回収品は直接再生

業者に引き取られ資源化されるため、市のごみ排

出量にはカウントされませんので、市のごみ減量

につながるのです。ちなみに、我が家のプラスチ

ック排出量は、週 1回、中程度のレジ袋一杯位で

す。（約 600g） 

	 また、生ごみの減量では「ミミズコンポスト」

もやっています。しかしながら、シマミミズは好

き嫌いがあり、果物の皮（メロン、スイカ、オレ

ンジ、バナナ等）や茶殻、コーヒー豆残殻等は良

く食べますが、葉物はあまり好みません。生ごみ

は、一部庭にも埋めたりしますが、週に小袋一杯

位は出すことになります。（約 700g：水分を含む） 

	 我が家のごみ排出量は、生ごみ以外の燃えるご

み（雑紙等は全てリサイクルに回している）が週

当たり 1500g位ありますので、総計で 2800g/週と

なります。また、夏から秋冬にかけては、剪定枝

等の草木が平均 6kg/月程度（年間 36kg）出ます。

今は 2 人住まいですので、計算上は 250g/人・日

（紙・不燃物は含まず）となり、川越市の家庭か

らの平均排出量 616 g/人・日（平成 24 年度家庭

系ごみ排出量 78,791t より算出）の半分以下と自

負している次第です。 

	 みなさん、スーパーのリサイクルステーション

を大いに活用して、ごみ減量に取り組んではいか

がでしょうか。（スーパー各店のご協力よろしく

お願いします。） 

（宮﨑誠） 
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【報告】かわごえ環境ネットの活動

講座「かわごえの生き物をたずねて」―生物多様性について考えようー 自然環境部会

 
講義の様子 

	 この講座は川越市環境政策課が主催、本会自

然環境部会が協力しました。生物多様性という

言葉は一般に理解されているとは言い難く、市

の方でもまず市民に知ってもらいたいというス

タンスから始まり、今年で 4回目になります。 

	 3月 26日（土）、まだ寒さの残る時期ですが、

当日は暖かな日よりでした。水上公園に 9時集

合で参加者は 23名。環境政策課職員 6名、自然

環境部会スタッフ 4名です。始めは講義で「生

物多様性のはなし」。昨年に続き牧野彰吾氏が講

師を務められましたが、すばらしい内容でした。

右枠内がその概略です。 

	 この講義のあと、牧野さんの解説で水上公園

の河畔林の自然観察です。この時期はちょうど

ヤマエンゴサク、ジロボウエンゴサク、アマナ

が開花しており、3 種のスプリングエフェメラ

ルに出会えました。キツネノカミソリもあちこ

ちに展葉していました。入間川に近い所にはオ

ニグルミ、エノキ、ニワウルシ、ヤナギ類など

が多く、1 本だけあるジャヤナギは珍しいとの

ことです。事前の下見調査では 67 種のうち 20

種が外来種で、それらも注目しながらの観察で

した。ここでお昼になり昼食・休憩のあと、市

のバスで安比奈親水公園に向かいました。 

	 安比奈親水公園はどちらかというと運動公園

というイメージですが、水辺も近く河畔林も形

成されていて画一ではない環境です。本会自然

環境部会のチョウ・トンボの調査の観察地でも 

①生物多様性とは？	 ○生物の種類が多い	

○同じ種類でも遺伝子は違う	 ○いろいろな

生態系がある 

②地球上に 38 億年前に 初の生命が誕生して

以来さまざまに進化した。未発見を含めると 3

千万種ともいわれる。 

③生物は生物どうしの係わり合いをもって生

きている。…食う・食われる,の食物連鎖…これ

が崩れると例えばアライグマの横行となる。

（人里近くにはエサがたくさんあるが、敵がい

ない。どんどん増える） 

④生態系のバランスと生物多様性…生態系の

中で生物はそれぞれ自らの居場所をもってい

る（ニッチという）ニッチがうまく組み合わさ

って生態系のバランスが保持される。 

⑤ところが、人類による大規模な環境改変がお

きた…ヒトの増加のみが許される生態系への

改変、生物多様性は単純化・消滅の方向へ 

⑥自然が撹乱されたところへ外来種の侵入、在

来種の消滅 

⑦生物多様性の豊かさを維持する必要がある。

…○進化の原動力になる 

○新しい利用価値が発見されるかも 

○画一化すれば取り合い、そして自滅 

○単純化・単一化は絶滅の危険 

あります。着いてさっそく、牧野さんの解説で

ヤナギに注目です。シダレヤナギは枝にリグニ

ンが足りなくてしだれる、ほとんどが雄株で雌

株は滅多にない。実際に房状の花を手に取って

みると おしべばかりです。「古い時代に中国か

ら帰化したらしいけど、夫婦一緒に来ればいい

のに片方だけがきた。」とジョークで分かりやす

い。河畔林の道側はパイオニアプラントのニワ

ウルシの群落、そこを入っていくとジロボウエ

ンゴサク、キツネノカミソリ（葉のみ）、ノカン

ゾウ、ツルボと水上公園と入間川沿いの関連を

感じさせます。 
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	 午前、午後と 1日がかりの講座でしたが、牧

野さんの名解説もあってとても充実した内容で

した。環境政策課がまとめたアンケートによる

と、今後も雑木林、川や虫をみる講座を、親子

で貴重な体験ができた、昔の生態系を残すこと

が大切、など多くの感想が寄せられたそうです。

（賀登環） 

 
水上公園の観察 

 
外来種の観察 

 
安比奈親水公園 

【報告】会員・流域の活動

4月 16日	 有機稲作ポイント研修会を開催！ かわごえ里山イニシアチブ

 
午前座学	 稲葉光國氏 

 
午後実習	 高梨耕治氏 

 
ポット苗播種機 

 
置き床に苗箱を並べ潅水 

（写真提供：カワゴエ・マス・メディア	 白井紀行氏） 

	 私たち「かわごえ里山イニシアチブ」は、4月 1

6 日（土）“誰でもできる	 いのち育む有機稲作”

の栽培研修会を行いました。シーズン中に行う 3回

の実習+座学研修の初回。参加者は非農家と農家を

合わせて 30数名ですが、非農家は今年度からスタ

ートした当会の新たな事業「田んぼプロジェクト 2

016」参加者が多数です。 

	 農薬・化学肥料を使わずに資源循環利用（日光・

水、土を含む）と稲の植物生理を理解、自然環境に

生きている動植物の相互作用（「田んぼの生きもの

調査」により理解が進む）・利活用によります。生

物多様性農法とも言われています。このことにより、

健康なミネラルたっぷりの旨味あるコメ、田植え以

外収穫まで一度も他の草取りに入らない抑草され

た田んぼ状態を作り出します。 

	 今回は、5 月 21 日（土）田植えに向けた①田ん

ぼの管理の方法、②種まきから苗づくりについて座

学と実習を行いました。講師は稲葉光國氏（NPO

法人	 民間稲作研究所）、高梨耕治氏（耕福米高梨

農園主）の 2人です。 

①秋から春に散布した元肥等資材を稲が栄養とし

て充分に吸収可能な土づくりと、雑草を抑える抑草

状態にする水管理（はるみず田んぼ・ふゆみずたん

ぼ）は、田植えの 35～40日前に行いますが、その

仕組みについて学びました。方法については本田が

まだ入水しておらず実習はできませんでしたが、後
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日（4/17・18）に高梨さんが実践してくれています。 

②ポット苗（手植え）、マット苗（田植え機）の 2

通りの実習を行いました。手植えにはポット苗シー

トに 1粒播きで 11g、マット苗箱には 60g（一般農

家は 180g）の薄播きです。いずれも有機資材を床

土に入れ、ポット苗用播種機、マット苗用播種機に

よる種まきです。苗場（置き床）に並べ、充分な水

やり（苗づくり開始）をして発芽を一様にするため

保温と鳥対策としてシルバーラブ（今回は代替え品

ビニール）、防鳥ネットを被せ完了しました。 

	 ネット類については、2 葉になったら外し、4.5

葉から 5葉（成苗）までゆっくりと 35～40日、15

～20cmの高さまで育てていきます。 

	 次回、第 2回有機稲作ポイント研修会は 5月 21

日（土）です。午前中に田植え、午後は座学で田植

えから収穫までの生育管理について学びます。 

※田植えは 5月 21日～28日まで漸次予定します。 

（田崎愛知郎）

黒目川の自然、歴史散歩

 
代官山湧水地 

 
わくわく田島緑地（現地説明） 

	 新河岸川広域景観連絡会主催の見学会が黒目

川で 3月 28日(月)行われました。雨で順延された

事業で「川のまるごと再生事業が完成に近づいた

現状を景観の視点で見学する」のが目的です。「わ

くわく新河岸川みどりの会」の山本さんの案内で

桜が咲き始めた川と市内の歴史を訪ねました。 

	 歴史的古刹の東園寺は湧水がありホタルが自

然発生している場所です。城山公園は台地の先端

にあり、北斜面にはカタクリとニリンソウが自生

しています。下には貝塚が見つかっており、縄文

時代に海が来ていたことを教えてくれます。斜面

に沿って歩き湧水水路をさかのぼると“代官山湧

水地”に着きます。斜面林は市が買い上げて市民

団体が保全活動をしています。湧水は都市化で水

量を減らしているそうです。 

	 前方後円墳の古墳遺跡がある柊塚公園から黒

目川を真下に眺めることができます。公園は崖線

上に残されており、地誌的な地形がわかるように

なっています。ここから黒目川の散策になり土手

を歩きます。まるごと再生の工事で河川内にアス

ファルト舗装の遊歩道を設置しています。 

	 合流点近くに“わくわく田島緑地"があります。

土手下から湧水がわいており、これを用いてビオ

トープ池をつくりカワニナを育て、ホタルの復活

に市民団体が取り組んでいます。また、70cm に

なる潮差を利用してワンドをつくり、魚や水生生

物の「ゆりかご作り」も行っています。 後に旧

水路の採泥場所を見て市民の憩いの場所で昼食

をとります。 

	 合流点は昔、河岸があってコメや物資を江戸に

運んだ説明文が立てられていますが、自然の護岸

になっており、ヤナギやエノキが生育して、景観

として心が癒されます。 

	 帰りは新河岸川の自然保全河川敷でアオサギ

とカワセミを見て、ツクシやカラシナを採集しま

した。 後に黒目川まつりの会場を見て出発地点

で解散しました。 

（過昌司）
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【報告】理事会・専門委員会

理事会

	 4月 12日（火）に第 1回理事会、4月 26日（火）

に第 2回理事会を開催しました。主に総会議案

書の作成・確認について審議しました。 

	 その他、エコプロダクツ川越 2016の出展につ

いて、川の一斉水質調査について、ウェスタ川

越との協働事業についての審議・報告がありま

した。26 日（火）には、川越市より「（仮称）

環境行動計画（案）の作成について（依頼）」を

受けました。 

	 4月 26日現在の会員数は、個人 113、民間団

体 27、事業者 25、行政 1の合計 166となりまし

た。             （小瀬博之） 

 

事業運営委員会

	 2016 年度第 1 回事業運営委員会を 4 月 26 日

（火）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 5名でした。主な議事は

次のとおりです。 

1.検討事項 

①水辺と川の小委員会 

ⅰ）交流会を 4～5月に予定していたが、川越県

土整備事務所と協議し開催したいと考えている。 

ⅱ）6月 5日（日）第 11回川の一斉水質調査を

実施する。測定地点は例年通りであるが、試薬

の数により調整する。賀登氏（荒川流域）、過氏

（新河岸川流域）が試薬の調達を行う。 

②エコプロダクツ川越 2016 

ⅰ）出展者募集をしている。（5月 2日（月）ま

で）石鹸作りはないが、新しくボカシ作り、竹

とんぼが加わる。あとは昨年並みの出展となる。 

	 ⅱ）出展申込書は横山氏に作成していただい

た。内容は承認され、理事会に諮る。 

③第 15回かわごえ環境フォーラム（2月 25日） 

ⅰ）8月実行委員会発足予定 

ⅱ）会場は午前南公民館、午後ウェスタ川越と

なる。 

ⅲ）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」

（キャッチフレーズ、カフェとも未定） 

ⅳ）講師、協賛企業へのアプローチ、発表者募

集、プログラムなどが検討課題。 

④まち美化活動の活動予定 

ⅰ）7月 18日(月・祝)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 

⑤アースデイ・イン・川越 立門前 2016 

	 10月 2日（日）予定。実行委員会はまだ開催

されていない。   （副委員長	 村上正明）

社会環境部会

	 4 月定例会は 4 月 8 日（金）福田ビル 3 階に

て 8名の参加で行われました。 

○理事会の報告について、今回は事情により、 

4月号 11ページ理事会報告を参照願いたいと代

表からあった。 

○新年度事業予定等の説明があり、その進め方

について話し合った。 

①緑のカーテンについて、市の担当者と打ち合

わせを行い進める。5 月 6 日（金）に午前、午

後 2か所の公民館にて講座と苗の配布を行う。 

②環境施設めぐりについて、次の 4地区を候補

に検討することとした。寄居町近辺、群馬県太

田市、秩父市近辺、群馬県前橋市。 

③環境講演会について、土曜日としたい。 

10月 22日、10月 29日、11月 5日（土）を予

定して、まずは会場を決めることにした。 

④エコドライブ教習について、学習を含む検討

をする。 

○エコプロダクツ川越 2016 の共同出展につい

て、社会環境部会として昨年出展に「ボカシ作
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り」を加えたい。 

○5月部会進行担当（原嶋さん）、5月号原稿担

当（宮崎さん） 

（社会環境部会	 代表：原嶋昇治 

報告：渡辺利衛） 

 

 

自然環境部会

	 4 月例会は 8 日（金）福田ビル 3 階にて 7 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	 3/14（月）雨のため中止、3/28（月）

13名参加。春一番のシュンラン、スミレ類調査 

②「池辺公園」定例活動	 4/5（火）6名参加	

（アズマイチゲの展葉、アマナの開花確認） 

③生物多様性講座（市主催、自然環境部会協力）

3/26（土）は好評であった 

2．協議事項 

①今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確認 

②「渡良瀬遊水地自然観察研修会」（5/26（木）

実施）について参加者確認 

③今年度予算について・・・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 

④購入した物品の在庫リストの作成について審

議。様式については理事会で検討してほしい。 

⑤「エコプロダクツ川越 2016」への出展につい

て検討    （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 1回（仮称）かわごえアジェンダ 21作成委

員会を 4 月 25 日（月）17:30-19:30 に川越市役

所 3A 会議室で開催しました。出席者は 7 名で

した。3 月に策定された「第三次川越市環境基

本計画」と「かわごえの環境（第 9号）」のチェ

ックシートの実施結果を参照しながら、作成内

容について検討しました。 

	 現在のところ、「市民がすべき環境行動 50」

（＋「子ども編」を作る）、「協働して取り組む

べきプロジェクト」の 2つを作成する方向で検

討しています。これらは、環境基本計画の 5つ

の環境目標である 

環境目標 1	 地球環境にやさしく、豊かさを実

感できる二酸化炭素排出の少ないまちを実現し

ます「低炭素」 

環境目標 2	 資源の循環的な利用を促進し、ご

みを減らした美しいまちを実現します「循環」 

環境目標 3	 自然を大切にし、ともに生き、次

の世代に引き継ぎます「自然共生」 

環境目標 4	 健やかな暮らしのできる環境を確

保し、市民の健康を守ります「安全・安心」 

環境目標 5	 市民、事業者、民間団体との協働

により、歴史と文化を生かし、快適に暮らせる

まちを実現します「地域づくり・人づくり」 

を共有するとともに、施策に対応させる形で具

体的な行動やプロジェクトを検討していくこと

になります。 

	 詳しい審議結果については、Wiki（http://wiki.

kawagoekankyo.net/）の「（仮称）かわごえアジ

ェンダ 21作成委員会第 1回（20160425）」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】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）10:

00-11:30）のご案内と、会費納入についてのお

願いを、別送で 4月にお送りしました。総会の

出欠をご返信いただいていない方は、総会通知

に同封した返信用はがきを用いて、至急ご連絡

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 2,00

0円です。5月 20日（金）までにゆうちょ銀行

の口座［口座番号 00180-2-13880（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］にお願いいたします。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:

00-13:30）に懇親会（川越市市民会館前のどん

ぐりの木、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（要事前予約）。

【トピック②・会員向け】委員公募のおしらせ

	 委員制を取っているかわごえ環境ネットの 3

つの専門委員会「事業運営委員会」「広報委員会」

「かわごえアジェンダ 21推進委員会」の今年度

の委員を、本会会員を対象に公募します。 

1.広報委員会 

業務：本誌の執筆・編集・印刷・発送、Webサ

イトの運営 

会合：毎月 1回 

	 Microsoft Word による文書の作成・編集、E-

mailのできる方を歓迎します。 

2.かわごえアジェンダ 21推進委員会 

業務：川越市環境行動計画「かわごえアジェン

ダ 21」の推進（チェックシートの実施・集計、

同計画に基づく事業の実施など）と新しい計画

の作成 

会合：今年度は（仮称）かわごえアジェンダ 21

作成委員会を 3週間に 1回のペースで開催しま

す。 

3.事業運営委員会 

業務：本会の全体事業（第 15回かわごえ環境フ

ォーラム）、協働・参画事業（水辺と川の小委員

会、エコプロダクツ川越 2016、まち美化活動）

等の企画・運営 

会合：年間 6回程度 

	 応募・問い合わせは、社会・自然環境部会開

催時または事務局（環境政策課環境推進担当）

へお願いします（特に期限は定めませんが、で

きるだけ早いほうが望ましいです）。 

 

【トピック③】トンボのヤゴ調べ

	 水温み、水生生物が活発に活動し始めます。

昨年の水田から今年は河川でのトンボのヤゴを

調べます。ヤゴを知っている方の参加を期待し

ています。もちろん初めての方も大歓迎です。 

日時：5月 20日（金）10:00から（12:00前に終

わります） 

場所：安比奈親水公園（川越市安比奈新田 140-

1地先）内の親水河川で（親水公園入口に集合） 

用意：ぬれても良い服装、水、履き物、タオル 

担当：過（連絡は 049-246-1155へ） 

 

【トピック④】川の一斉水質調査（6月 5日）にご協力を
	 毎年 6月に全国で川の水質調査を行っていま

す。今年は 6月 5日（日）午前に行います。川

越では荒川水系と新河岸川水系で協力。川越の

川は 8河川が流れており、31か所で水質分析を

行っています。市内を流れる水質は改善されて

きて、アユの遡上が確認されるなど、川の再生

や生物の多様性になくてはならない役割を果た

しています。この機会に川に触れて川の未来を
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考えてみませんか。参加できる団体・個人の方

は 21日までに申し込みください。実施要項は後

日お知らせいたします。 

申込は、川越市環境政策課（Tel.049-224-5866）

もしくは過（Fax.049-246-1155）まで。 

 

【トピック⑤・会員向け】自然観察研修会開催

 
渡良瀬遊水地 

（出典	 ラムサール条約登録湿地関係市町村会議：渡良瀬

遊水地、http://www.ramsarsite.jp/jp_45a.html） 

	 自然環境部会では 5月 26日（木）に「かわご

え環境ネット」会員向けに、自然観察研修をラ

ムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」で行います。 

4月 7日（木）より先着順で受付をしたところ、

多くの参加申込みがあり大型バスに変更、スタ

ッフを含め 45人の参加者があり、おかげさまで

募集は終了いたしました。 

	 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。 

	 今回は、「ラムサール湿地わたらせ」のご案内

により行い、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の

目的としております。 

■開催日時：5月 26日（木）少雨決行 

■スタッフ：かわごえ環境ネット 

	 賀登	 携帯:080-1158-9673 

	 菊地	 携帯:080-5546-2362 

■行程：7時 45分 集合、会費 3500円徴収 

川越駅西口ウェスタ川越前 

8時 00分  出発	 休憩あり 

10時 00分  渡良瀬遊水地到着 

      現地視察・昼食 

15時 00分  渡良瀬遊水地出発 

17時 00分  川越駅西口到着予定 

（自然環境部会	 菊地三生） 

会合 
◆広報委員会（2016年 5月度） 

日時：5月 11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） 

＊次回は 6月 8日（水）同所 

●社会環境部会（2016年 5月度） 

日時：5月 13日（金）13:00-15:00 

●自然環境部会（2016年 5月度） 

日時：5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 6月 10日（金）同所。 

◆（仮称）かわごえアジェンダ 21 作成委員会

（第 2回） 

日時：5月 16日（月）17:30-19:30 

場所：川越市役所本庁舎 3 階 3A 会議室（川越

市元町 1-3-1） 

＊以降、6月 7日（火）・6月 27日（月）に同所

で開催予定。 
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◆事業運営委員会（2016年度第 2回） 

日時：5月 24日（火）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 6月 22日（水）同時間同所 

◆理事会（2016年度第 3回） 

日時：5月 24日（火）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 6月 22日（水）同時間同所 

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： 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： 5月 10日・6月 7日（火）9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

問い合わせ：菅野 

★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：川越市環境政策課（049-224-5866） 

	 新緑の樹木や林床の花々の観察です。 

【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 

①5月 17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 14:30ごろ終了解散、雨天決行。入園

料要、参加費無料、お弁当持参。園内レストラ

ンもあります。 

	 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。 

②6月 10日（金）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、雨天決行。入園

料要、参加費 200円、お弁当持参。 

	 初夏の公園では、そろそろヌマトラノオの花

やコウゾの赤い実を楽しめる季節です。水辺で

は、サラサヤンマやイトトンボを観察しましよ

う。 

③6月 26日（日）公園と考える会共催 

国営武蔵丘陵森林公園南口（入園前受付）9:50

集合、14:30頃終了解散、雨天決行。入園料要、

参加費、無料、お弁当持参、園内レストランも

あります。 

	 梅雨の季節、ギンリョウソウの咲く雑木林で

ススキなどに網をはるコガネグモを探しましょ

う。解説は、クモ研究家の新井浩司さんです。 

 

 

◆月刊かわごえ環境ネット原稿募集	 2016年 6月号（No.116，5月末発行予定）の掲載原稿は、

5 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（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。 
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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 

①5月 14日（土）9:30-12:30ごろ 

②6月 11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 
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 
8  休み月 
9 10 キャベツ畑の片付け 

 

 

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：5月 6日（金）・10日（火）・13日（金）・

17日（火）・20日（金）・24日（火）・27日（金）・

31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：5月 13日（金）10:00-12:00 

場所：地域交流センターホール 

◎どろんこ DAY	

日時：5月 28日（土）9:30-12:00 

場所：地域交流センター 

申込締切日：5月 20日（金） 

 

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

様性を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：5月 28日（土）16:00-18:00 

場所：東洋大学川越キャンパス福利厚生棟第 5

会議室（川越市鯨井 2100） 

	 毎月第 4 土曜日の 16:00 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。 

◎第 2回有機稲作ポイント研修会 

日時：5月 21日（土）10:00-16:00（9:30受付） 

場所：午前 耕福米高梨農園（川越市福田 439）、

午後 川越市北部地域ふれあいセンター（川越市

山田 1578-1）、 

内容：午前 田植え実習、午後 座学 

	 但し、午前の田植え実習は、水利状況、育苗

状況により 6/4まで変更の可能性があります。 

参加費：一般参加 1,000円、会員無料 

	 田植え後の生きものによる抑草・防除、収穫

までの生物多様性管理を実習と座学で学びます。 

◎田植え 

日時：5月 21日（土）10:00-12:00（9:30受付） 

	 有機稲作ポイント研修との合同開催です。天

候などにより 6/4 まで変更の可能性があります。 

場所：耕福米高梨農園 

参加費：一般参加 300円、会員無料 

◎田んぼの生きもの調査（動物調査） 

日時：6月 25日（土）10:00-12:00（受付 9:30） 

場所：耕福米高梨農園 

参加費：一般参加 300円、会員無料 
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内容：福田のはるみず田んぼ・マコモ田んぼや

水路の生きもの観察（調査）を行います。 

 

 

 

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） 

◎小畔川鎌取橋下流の魚類調査 

日時：5月 29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。 

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: komorebisatoyama@gmail.com, Tel./Fax.049-239-1532） 

	 東洋大学川越キャンパスの森を保全する「こ

もれびの森・里山支援隊」。今年度の活動がいよ

いよ 5月末からスタートします。定常的に参加

していただける方、ご近所の方、大歓迎です。

初めての方もぜひご参加ください。 

◎こもれびの森・里山支援隊 植物相調査（予定） 

日時：5月 25日（水）・7月 19日（火） 

9:00-17:00 

◎こもれびの森・里山支援隊 森林整備施業 

日時：6月 4・18日・7月 2・23日（土）8:30集

合-12:00、12:45-15:00（解散 16:00） 

	 手鋸、剪定鋏等を用いた小径木の下刈り、伐採、

施業のための樹木調査など。 

＜共通情報＞集合場所：東洋大学川越キャンパ

ス 4号館こもれびの道側入口付近 

費用：無料、荒天中止。 

持ち物：汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、

靴、手袋（軍手等）、手ぬぐい・バンダナ（ヘル

メットの下に身に付けます）、タオル、飲み物、

弁当など、あれば自前の道具（手鋸、剪定バサミ） 

申込・問い合わせ：開催日 2日前までにご連絡く

ださい。 

＊開催案内ブログ：こもれびの森・里山支援隊

（http://ameblo.jp/komorebi-satoyama/） 

＊中止の場合 Twitter で開催当日 6:30 ごろ通知

（https://twitter.com/toyokomorebi/） 

＊報告 Facebook（https://www.facebook.com/kom

orebisatoyama/） 

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：5月 19日（木） 

   6月 7日（火）・16日（木）13:30-15:00 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から川越市役所まで。 

②第 2日曜日 

日時：5月 8日・6月 12日（日）9:30-11:00 

	 本川越駅交番横から各方面に分かれて活動、

中央公民館でごみまとめ。 

③第 4土曜日 

日時： 5月 28日・6月 25日（土）13:30-15:00 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から本川越駅ま

で。ペペ地下のごみ収集所で分別、解散。 

◎川の国応援団・新河岸川市内流域の清掃 

	 原則として第 4日曜日 9時より 2時間。参加

できる人は、担当箇所分担の割り振りのため、

実施日の 3日前までに武田（049-2521-5770）へ

ご連絡ください。 

①5月 22日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川中流部清掃。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。 

②6月 26日（日）9:00-11:00 

 新河岸川下流部清掃。旭橋、川崎橋の 2か所か
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ら上・下流の堤防付近清掃。集積場所は 3か所 予定。事前調整武田まで。 

 

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） 

①5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。 

②6月 12日（日） 

	 カルガモは 10羽ほどの雛を連れて、カイツブ

リは親の背に雛を乗せて泳いでいます。コアジ

サシの雄は魚を捕って杭に止まる雌に与えます。

オオヨシキリはアシに止まり盛んにさえずり、

沼は活気にあふれています。 

 

広報委員会からのおしらせ
●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。特に上旬の開催予定は、

前月号に掲載できるように入稿をお願いいたし

ます。 

 

●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） 

 
かわごえ環境ネットホームページ 

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
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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 

 
かわごえ環境ネット Twitter 

（Twitterに登録しなくても見られます） 

3.Facebookページ「いいね！」してください 

	 かわごえ環境ネットは、インターネットでも

積極的に情報発信しています。ブログ、Twitter

に続き、Facebookにもページがあります。かわ

ごえ環境ネットからのお知らせだけでなく、メ

ンバー間での情報共有にも活用できます。まず

は Facebook に登録していなくてもご覧いただ

けますが、ぜひアカウント登録を。 

https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

 
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） 

 

●編集後記 

	 かわごえ環境ネットの設立は 2000 年 8 月 5

日のこと。今度の総会において第 17期目の活動

がスタートします。また、理事会としては 9期

目となり、新たな体制でスタートすることにな

ります。この数年で会員はかなり増加したもの

の、スタッフとして活動されている方は固定化

され、私を含めかなり年齢が上昇しています。

本会の活動は無報酬であり、なかなかたいへん

な部分もありますが、公益に資する活動として

やりがいがあります。本会はこれを読んでいる

みなさまの力を求めています。会員でない方は

会員になっていただけます。また、会員の方は、

専門委員会への委員公募を行っていますし、会

員になることで、2 つの部会への活動にも自由

に参加できます。ご協力をお願いいたします。 

	 川越の時の鐘が耐震化工事に入りました。観

光客にとっては残念に思えるようですが、めっ

たに見られない姿に関心が高まっているように

思えます。歴史的資源の保全も環境活動の一つ

です。直接手を入れられなくても、さまざまな

関わりの機会を作ってみてはいかがですか？ 

 
耐震化工事中の時の鐘（4月 29日撮影） 

 

●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（5月 8日〜6月 29日） 
日 月 火 水 木 金 土 

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 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

5/11 
◆9:00広報委
員会 

5/12 5/13 
◎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 

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 
◆17:30かわご
えアジェンダ2
1作成委員会 

5/17 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
◎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 
★10:00トンボ
のヤゴ調べ 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 
○会費納入期限 

5/21 
●10:00総会 
●12:00懇親会 
◎10:00田植
え・有機稲作ポ

イント研修会 
5/22 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 

5/23 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

5/24 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:30理事会 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

5/25 
◎9:00植物相調査
（こもれびの森） 

5/26 
★7:45自然観
察研修会 

5/27 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

5/28 
◎9:30どろん
こ DAY 
◎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 
5/29 
◎9:30小畔川
鎌取橋下流の

魚類調査 

5/30 5/31 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/1 6/2 6/3 6/4 
◎8:30森林整備施
業（こもれびの森） 

6/5 
★午前 川の
一斉水質調査 

6/6 
 

6/7 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◆17:30かわご
えアジェンダ2
1作成委員会 

6/8 
◆9:00広報委
員会 

6/9 6/10 
◎10:20武蔵
丘陵森林公園

かんさつ会 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

6/11 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

6/12 
◎9:30まち美
化啓発運動 
◎10:00伊佐沼でバ
ードウォッチング 

6/13 6/14 6/15 
○7月号投稿期限 

6/16 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/17 6/18 
◎8:30森林整備施
業（こもれびの森） 

6/19 
 

6/20 
 

6/21 6/22 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:30理事会 

6/23 6/24 6/25 
◎10:00田んぼ
の生きもの調

査（動物調査） 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/26 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 
◎9:50武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

6/27 
◆17:30かわご
えアジェンダ2
1作成委員会 

6/28 い ★：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 

月刊 かわごえ環境ネット 2016年 5月号 No.115 
発行日	 2016年 5月 7日	 編集・発行	 かわごえ環境ネット 広報委員会 
事務局	 〒350-8601 埼玉県川越市元町 1-3-1 川越市環境部環境政策課 

Tel. 049-224-5866（直通）	 Fax.049-225-9800	 E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 
かわごえ環境ネットホームページ	 http://kawagoekankyo.net/ 




