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【巻頭言】2年間の新たな理事会のスタートにあたって 

 
2016年度総会（5月 21日川越市立博
物館視聴覚ホールにて開催） 

 

 
総会後の懇親会（どんぐりの木で開催） 

 

 
第三次川越市環境基本計画の推進体制 

 
 
 

	 5月 21日（土）10:00-11:30に川越市立博物館で 2016年度総会

が開催され、総会議案書が議案通りすべて承認されました。理事

会が 2年間の任期を経て新たな体制となりました。過昌司副理事

長と二見正憲理事が理事を退任され、新たに板野徹理事（前監事、

社会環境部会代表兼任）、賀登環理事（副理事長、自然環境部会代

表兼任）、武田侃蔵理事が新任理事となり、13 名が理事として業

務にあたります。どうぞよろしくお願いいたします。 

	 私（小瀬）は、引き続き理事長を務めることになりました。2004

年 6月 5日に 2代目の理事長になってからもう 12年務めてまいり

ましたが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

	 かわごえ環境ネットの目的は、「川越市環境基本計画に基づき、

市民、事業者、行政、さらに民間団体がパートナーシップを形成

し、それぞれが役割を理解しつつ実行できるよう、協働して行う

事業について情報提供や調整を図ることにより、地域ぐるみで本

市の望ましい環境像実現のための取り組みを活発にすること」に

あります。今年度、第三次川越市環境基本計画が始まり、川越市

環境行動計画「かわごえアジェンダ 21」は、この計画に基づいて

見直されます。目標年度となる 2025（平成 37）年度の「かわごえ

の環境」がよりよいものになるために、私たちのやるべきことを

考える重要な年度となりますので、できるだけ多くのみなさまの

ご協力をお願いいたします。 

（かわごえ環境ネット理事長	 小瀬博之）
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【コラム】川越の自然を訪ねて（44）川越の爬虫類

 
（仮称）川越市森林公園計画地のアオダイショウ 

（5月 9日） 

	 福原地区の雑木林は水場もなく、乾燥地質で

すが、ヘビを見ることがあります。年に数回は

落ち葉の間をカサコソと動いているのに出会い

ます。たいていはアオダイショウかシマヘビで

す。本会自然環境部会の 5月 9日の「（仮称）川

越市森林公園」計画地定例活動の日に、写真の

場面に遭遇し、みんな一瞬凍りつきました。 

	 何と、我々が掛けたシジュウカラの巣箱の上

でアオダイショウがのたくっているではありま

せんか。腹がボコンボコンと膨らんでいるのを

見て「アー・・・」とため息が漏れました。見

たくない最悪の場面です。「たたきつぶしてやり

たい！」という気持ちは次第に“自然の摂理だ

から”“生態系の一環だから”と変わっていきま

した。「食う、食われる」の関係は野生生物の間

では容赦ありません。はからずも雑木林でこの

シーンを目撃することになりました。 

	 偶然にも数日前、今福の明見院の近くの雑木

林でアオゲラがコナラに穴をあけ、子育てをし

ている木にヘビが登り、ヒナが犠牲になった話

を聞きました。その方はアオゲラがコンコンと

穴をあける時から観察し、巣作りを始めたので

雛が孵るのを楽しみにしていたそうです。アオ

ゲラは地帯別危惧種で数を減らしている野鳥で

す。それがヘビのエサになってしまいました。 

	 これらはたまたま我々の目にすることになり

ましたが、知らないところで営々と続いて来た

ことでしょう。ヘビはこの雑木林では、他にネ

ズミ、アマガエル、カナヘビ、昆虫などをエサ

にしているのでしょう。 

	 では川越の爬虫類はどんな生息状況でしょう

か。爬虫類はヘビ、トカゲ、カメ、ワニなどで

すが、日本産のワニはありません。 

	 市で集積している生き物データベースによる

と下記のようですが、ミシシッピアカミミガメ

は「侵略的外来種ワースト 100」に指定されて

います。幼体が「ミドリガメ」として販売され、

川・沼など広範囲に多数、生息しています。 

（賀登環） 
生き物データベースによる川越の爬虫類 

種類 場所 記録年 備考 
アオダイショ

ウ 
新斎場予

定地 2012 広範囲に生息 

カミツキガメ 芳野 2010 捕獲要請情報 
ニホンカナヘ

ビ 
今福・雑

木林 2014 広範囲に生息 

ニホントカゲ 
今福・雑

木林 2014 広範囲に生息 

ミシシッピア

カミミガメ 
新斎場予

定地 2012 広範囲に生息 

クサガメ 
新斎場予

定地 2012 	  

マムシ 池辺公園 2003 
湿地性場所で

は目撃あり 
ヤマカガシ 水上公園 2014 	  

シマヘビ 
今福・雑

木林 2014 広範囲に生息 

ミドリガメ 新河岸川 2015 	  

 

 

 

 

 

 

◆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。また、委員会活動、研修行事に参加できます。

さらに環境に関する人的なネットワークも構築できます。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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【報告】かわごえ環境ネットの活動

緑のカーテン講座 社会環境部会

 
講座風景（大東南公民館） 

 
苗配布風景（南古谷市民センター）

	 連休に挟まれた 5月 6日、緑のカーテン講座

を市の環境政策課と協働で、午前 10時から南古

谷市民センター、午後 2時 30分から大東南公民

館で開催しました。 

	 午後、雨を心配していましたが降ることもな

く無事終了することができました。 

	 今回は、各会場 45名での募集で、募集当日 1

1 時ごろまでで定員をオーバーする申し込みが

あったようです。 

	 当日は南古谷市民センターに 38名、大東南公

民館に 36 名と欠席者が思ったより多くなりま

した。原因は連休の中日のせいではないかと考

えられますので、次回は連休を外した開催日を

検討する必要があるかと思われます。 

	 当日は環境政策課から 4名、社会環境部会か

ら 5名の方に協力をいただき、開催できました。 

	 残念だったのは、今年のパッションフルーツ

の苗の成長が悪く、予定の本数が揃えられず 60

本の出荷となり、足りない分は市の方で購入し

ての配布ということになりました。 

	 原因はわかっていますので来年は問題ないと

思っています。今回の配布苗はパッションフル

ーツ、アピオス、ゴーヤでした。 

	 またフウセンカズラ、アサガオの種も宮崎さ

んが希望者に配布してくれました。 

	 ゴーヤの苗は原嶋さん、渡辺さんが育ててく

れました。 

	 緑のカーテン講座もみなさん熱心に聞いてく

ださいました。当日も質問が出ましたが後日も

電話で 3名の方から連絡をいただきました。 

	 環境政策課が実施したアンケート結果もいた

だきましたが、予想以上に参加者のみなさんか

ら好評の言葉をいただき感激しています。 

	 参加者のみなさんが緑のカーテンに興味を持

っていることを知り、来年の苗作りに意欲が湧

いてきました。苗作りは時間がかかりますが励

みになります。 

	 次回は今までの経験を生かして、皆さんに喜

んで貰える苗作りを今から心がけていきたいと

思っています。 

	 ご協力いただいた皆さんに感謝!! 

（緑のカーテン担当	 井口吉三郎） 

「新緑の雑木林観察会」報告 自然環境部会

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 

参加者：16名（スタッフとも） 

講師:菅野仲夫氏 

	 当日は天気も快晴、吹く風も心地よく森林浴日和

でした。5月も中旬となり緑もすっかり出揃い、空

を見上げてもあまりギャップがありません。「森の

さんぽ道」を歩き始めると白い花びらがじゅうたん
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のように広がっています。エゴノキの花が満開で落

ち始めています。林床に目をやるとフタリシズカ、

コウヤボウキ、イチヤクソウなど雑木林ならではの

にぎわいです。フユノハナワラビ（シダの仲間）の

葉も残っていて、これは次第に増えていっているよ

うです。環境がピッタリなのでしょう。 

	 明るい開けた所ではハルジオン、オニノゲシなど

道端雑草（失礼！）が旺盛な繁茂ぶりです。ヤブガ

ラシもどんどん伸張しており、その間からわずかに

アマチャヅルが見えます。その見分け方も分かりや

すく説明がありました。片や邪魔者、かたや薬草と

似た者でも運命は分かれます。 

	 「武蔵野ふれあいの森」でひと休止、本会がここ

で展開している保全活動なども紹介させていただ

きました。このあたりからは雑木林ならではの希少

種がいろいろと見られます。ウメガサソウは小さな

星のような花が終わりに近づいています。ヤマユリ

はぐんぐんと茎を伸ばし、オオバノトンボソウはも

うすぐトンボのような花を咲かせます。クチナシグ

サは花が終わり、名前の由来となるクチナシの実そ

っくりの実をつけています。潅木ではガマズミ、カ

マツカが白いバラ科特有の花、ネジキがスズランの

ような花をつけていて見ごろでした。 

	 5月 9日に定例活動でこのエリアに入った時、巣

箱の上にヘビがとぐろを巻いていて、腹のふくらみ

様から雛を飲み込んだらしいのです。この時の写真

をみなさんにお見せすると、一様に「エーッ、かわ

いそう！」という声でしたが、やはり、自然の摂

理・・・なのです。このことから、普段目にしなく

とも様々な動物が生息していることがわかってい

ただけました。 

	 この日は野鳥の鳴き声の話、キノコで誤って命を

落とした例など事実に基づいたトピックなども交

え参加者の方々と楽しい時間が過ごせました。 

（賀登環） 

 

大勢に観られ恥ずかしコアジサイ 

（鶴巻史朗	 作） 

 
観察会の様子 

 
観察会の様子 

 
ウグイスカグラの実 

 
コアジサイ
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トンボのヤゴ調べ 自然環境部会

 
安比奈親水公園内を流れる小河川 

 
サナエトンボのヤゴ（左）とハグロトンボのヤゴ（右）

	 5月 20日、安比奈親水公園内を流れる小河川

でトンボのヤゴ調査を実施しました。水際の草

の下にはミミズのように長く、触覚が細く長い、

尾鰓（びさい）が 3本あるハグロトンボのヤゴ

が多く見つかりました。次に足で小石の河床を

かき回し、舞い上がった泥と一緒に網ですくう

とサナエトンボのヤゴが見つかりました。触角

の特徴からサナエトンボ科までは判明しました

が、種までは同定できませんでした。 

	 このほかの水生昆虫としてアメリカザリガニ

の幼体、カワニナを多く見つけました。特にザ

リガニはヤゴの天敵となるので気になります。

この後もトンボとヤゴの調査を続けます。 

（過昌司） 

自然観察研修会	 ラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地を訪ねて」 自然環境部会

	 私たち自然環境部会（賀登環部会長）は、今

年度のテーマとして生物多様性保全の実現「生

き物との共存、生き物の賑わいのある川越」を

めざして活動を開始しています。今回の研修会

はそのテーマにふさわしいでものであったので

しょう。わずか 1週間程度で定員となりました。 

	 5 月 26 日、まだ涼しい早朝 8:00 にウエスタ

川越前に集合、大型バスに定員いっぱいの会員

44名を載せて出発、1時間半で埼玉県加須市の

渡良瀬遊水池南端の谷中湖（ハート型の渡良瀬

貯水池）に隣接する「道の駅きたかわべ」に到

着。バスに同乗・案内してくださる“ラムサー

ル湿地ネットわたらせ（旧：渡良瀬遊水池をラ

ムサール条約登録する会）”の楠通昭代表、浅野

事務局長と合流して、観察会・見学会がスター

トしました。 

	 2012 年にラムサール条約登録された渡良瀬

遊水地は関東平野の中央に位置し、栃木県・茨

城県・群馬県・埼玉県の 4県の県境 6市町にま

たがる 3,300haの低層湿原・人工湿原地帯です。

この地域の歴史について学び、自然環境の保

全・再生の在り方について考えていくことを目

的としています。 

	 明治政府の近代化・富国強兵により足尾銅山

の飛躍的採掘増、製錬所拡大が行われ、同時に

亜硫酸ガス煙害・鉱毒被害が発生、足尾周辺の

山林農地は枯れ、保水力を失い、たび重なる大

洪水を引き起こし、豊かな山地農村地帯であっ

た渡良瀬川上流の松木村が廃村、中・下流域は

いくつもの沼や湿地帯で農業・内水面漁業・マ

コモ、スゲ笠つくりの豊かな暮らしをしていた

谷中村が、政府により鉱毒溜とする谷中村遊水

池化、河道の付け替え強行を進め、家屋を破壊

する強制廃村となりました。田中正造は足尾銅

山の操業停止と森林復活など自然再生を求めて

政府と闘いました。その活動は「谷中村遺跡を

守る会」による座り込み、「利根川流域住民協議

会」による自然破壊となる開発計画を断念させ
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る活動として引き継がれ、治水と利水を踏まえ、

遊水地の歴史文化と 2次的自然を守り・創造す

る活動として地域行政、市民団体が一緒に開始

しています。ごく 近の 1990年のことです。 

	 現在、多くの沼は土砂で埋没し消え、付替え

られた河道、堤防で仕切った 3つの調整池、谷

中湖、田畑人家跡が一面のヨシ原となりました。 

	 午前の見学・研修は「渡良瀬遊水地湿地資料

館」でその歴史、生育生息する生きもの資料展

示を見学、「旧谷中村合同慰霊碑」「谷中村史跡・

谷中湖」「ウォッチングタワー」を、谷中村遺跡

を守る会の元村民の地縁者を含む 4名の方の案

内で歴史、遺跡、自然について学びました。ヨ

シ原の静寂、風の音、オオセッカの声、説明し

て下さる希少種の植物群、風景の拡がりを見つ

つ、また、一瞬の静寂を歩くとき重い歴史と自

然とともに生きる人の暮らし方とは、と思いを

巡らせます。 

	 昼食後は、小山市にある「部屋南部桜づつみ」

堤防にバスで半周して到着。第 2調整池全体が

見渡せ、遠くに谷中湖がある第 3調整池が望め

ます。ここではラムサール湿地ネットわたらせ

のガイドさんからお話を伺いました。調整池は

乾燥が進み、セダカアワダチソウ、ヤナギが繁

茂していることから、それらを取り除き、掘削

して湿地を取り戻す事業が進んでいること、小

山市及び市民団体、農家では渡良瀬遊水地及び

周辺水田を「ふゆみずたんぼ」「なつみずたんぼ」

を進めることで生物多様性を豊かにしてコウノ

トリ・トキ、シギ・チドリを地域に呼ぼうとし

ていること、「賢明な利用」として次世代への環

境教育はじめエコツーリズム、食のブランド化

を目指しているとのことです。そのためにもガ

イドさんの育成・雇用を始めています。 

	 私たちかわごえ環境ネットは、川越市が持つ

歴史と自然を振り返り、人と生きものにやさし

い地域づくりをさらに具体的に、そして積極的

に進めていきたいと思い描きます。そして今回

のツアーは急ぎとなりましたが、参加者からは

「今度は季節を変えてまた来てみよう！」など

の声もありました。 

	 準備から下見、当日の案内まで全体を通して

お世話いただき、ラムサール湿地ネットわたら

せ事務局長の浅野正富様においては、本当にあ

りがとうございました。   （田崎愛知郎） 

 
参加者の集合写真 

 
旧谷中村合同慰霊碑 

第一調整池内の谷中村に点在した墓石

類を集めた慰霊碑敷地で「谷中村遺跡

を守る会」ガイドさんによるお話。 

 
部屋南部桜づづみ 

第三調整池で渡良瀬遊水地についてお

話するラムサール湿地ネットわたらせ

浅野事務局長とガイドさん 

【報告】会員の活動

2016生きものを育む田んぼプロジェクト	 かわごえふる里田んぼ（小江戸耕福米）田植え
＆第 2回有機稲作ポイント研修会 かわごえ里山イニシアチブ

	 私たち「かわごえ里山イニシアチブ」は、田

植えを 5 月 21 日（土）～23 日（月）までの 3

日間、そして第 2回有機稲作ポイント研修会を

21日午後に行いました。 

	 田植えする苗は、4月 16日「種まき」から 3

5 日目の苗づくりは一本植え用ポット苗、田植
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え機用 60g播種のマット苗の 2種類を作りまし

た。 

	 今年は 4反田んぼを 3つに区切り、21日は手

植え1反を会員家族一般からの参加者40名で行

い、22日は 2反田んぼを、田植機実習を協力農

家指導で、一部手植えを、一般参加者を含めて

行い、数種類の栽培方法の違いを研究する生

育・収量調査を行う研究事象圃の手植えによる

田植えを含めて 20 名で行いました。23 日は 2

名で 1反の田植機実習を行いました。そして抑

草効果を期待して大豆・米糠発酵肥料を全面散

布して完了しました。 

	 田植機の扱いは 2名が行いましたが、手植え

に比べ揃った形にはならず補植により修正が必

要です。しかし、自らによる生物多様性農法の

実践拡大、農家経営としての機械化作業を当た

り前にしていくことを目指し奮闘していきまし

ょう!! 

	 さて 21日の田植えは穏やかな天気に恵まれ 1

0 時から全員集合しての開会式。園主の高梨さ

んのあいさつ、有機稲作ポイント研修講師の稲

葉さんからのあいさつとポット苗が4, 5葉と第

一分けつし、直立した丈夫なたいへんよい苗が

育ったとの評価をいただき、いよいよ田植えの

開始。“かわごえ里山方式”とも言えるロープを

30センチごとの目印で植えられように張り、可

動ロープを両端で 2人が持ち、目印に沿って一

斉に植えて後退しながら繰り返す方法で、約 2

時間で 1反が植え終わりました。 

	 21日午後は、場所を川越市北部ふれあいセン

ターに変え、稲葉光國民間稲作研究所理事長か

ら稲の生育から収穫までの管理及び稲の生理を

分かりやすい説明を座学として学びました。参

加者は 21名でした。     （田崎愛知郎）

 
協力農家の高梨さんから 1本植え田植えの仕方を説明。 

 
約 30名が横一列に並び、ロープ目印を見て 1本づつ 2～3

列を植え、後退しながらひたすら繰り返す。 

 
開始 1時間もすると子どもたちは、田んぼでオタマジャク
シと一緒に泳ぎだす。背泳ぎには大人たちは大笑い。 

 
午後、稲葉講師の座学にて生物多様性農法、稲の生育、生

きものの不思議さについて学ぶ。 
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スミレが教えてくれる林の環境

今福のヤマで見つけたスミレ（4月 16日） 
スミレの種類 見つけた個体数 同定方法 生育環境 
タチツボスミレ 多数 花	 托葉 いたるところに 
コスミレ 5株ほど 花柄	 葉裏 日当りの良い斜面 
アカネスミレ 3株 花	  明るい林 
マルバスミレ 10株以上 花 水際	 竹林の下 
ツボスミレ 2株（早すぎた） 花 水が溜まりやすい林の中 
フモトスミレ 140株以上 花 ヒノキの林そば	 薄暗い道端 

	 スミレの記事を見て今福のヤマでスミレを探

してみました。6種類のスミレを見つけました。

花が終わっていたスミレもあり正確な同定は来

春のお楽しみになりました。雑木林とその周辺

に分布するスミレとその生育環境との関係が少

しわかりました。 

	 川越では珍しいフモトスミレは 140株以上が

花を咲かせ安定した環境が保たれています。 

（福原水と緑の会	 過昌司） 

【報告】理事会・専門委員会

理事会

	 5月 24日（火）に第 3回理事会を開催しまし

た。2 年任期の新たな体制になって初めての理

事会となり、13名の理事のうち 6名が出席して

福田ビル 3階会議室で開催されました。 

	 主な議事は次のとおりです。 

①川越市が発行する「かわごえの環境（第 10

号）」の理事の執筆分担について決定しました。

各部会の分担については、6 月の部会で話し合

うこととしました。締切は 7月末です。 

②理事の担当について次の通り分担案を決めま

した。本人の了承を得て確定します。 

事業運営…横山副理事長、村上理事、飯島理事、

原嶋理事 

広報…小瀬理事長、安藤理事、武田理事 

渉外…菊地理事、鎌田理事、小笹理事 

社会環境部会…板野理事 

自然環境部会…賀登副理事長 

庶務…箕輪理事 

	 会員となっている団体は、荒川流域ネットワ

ークは賀登副理事長、環境ネットワーク埼玉は

板野理事、新河岸川水系水環境連絡協議会及び

新河岸川広域景観づくり連絡会は武田理事が担

当します。かわごえ環境フォーラム実行委員会

等、特定の事業のための委員会の体制について、

より明確化を求める意見があり、今後の検討課

題としました。 

③メーリングリスト、メールマガジンの設置に

ついては、まずは理事で試行することにして、

会員への拡大は継続課題としました。 

④6 月 5 日に実施する川の一斉水質調査の分担

を決定しました。 

⑤川越市が主催する「川越市環境月間ポスター

コンクール」について、今年度も環境ネット賞

（小学生 2人、中学生 1人）を設けることとし、

理事の中から 3名審査員を決定しました。 

⑥総会議事録を確認しました。なお、出席数 22

名、委任者 89名、合計 111名（会員数 166名）

で総会は成立しました。 

⑦川越市が主催する 8月 3日（水）開催予定の

平成 28年度市民環境調査「まち歩き気温等観測

調査」について参加の呼び掛けが事務局よりあ

りました。 

⑧5月 24日現在の会員数は、個人 115、民間団

体 28、事業者 24、行政 1の合計 168会員となっ

ています。 

（理事長	 小瀬博之） 
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事業運営委員会

	 2016 年度第 2 回事業運営委員会を 5 月 24 日

（火）9:00-10:30 に福田ビル 3 階会議室におい

て開催しました。出席者は 4名でした。主な議

事は次のとおりです。 

①水辺と川の小委員会 

	 組織見直しも検討しましたが、活動の必要性

はあり継続することにしました。 

②第15回かわごえ環境フォーラムは8月に実行

委員会を発足させます。ウェスタ川越の多目的

ホールが確保されており、アジェンダ 21の報告

会が予定されています。基調講演の講師の検討

を行いました。 

（委員長	 小瀬博之） 

 

社会環境部会

	 5月の例会は、5月 13日（金）福田ビル 3階

会議室にて行い、出席者がわずか 6名でしたが、

活発に意見交換ができました。 

	 理事会・事業運営委員会の報告は、本日の議

題関連であり、簡単に済ませました。 

1）総会関係では、極力参加することとし、役割

分担についても積極的に担当することにしまし

た。 

2）荒川・新河岸川流域水質調査は、基本的に昨

年同様に担当することとし、総会時に確定する

こととしました。 

3）夏の郊外クリーン活動、川越まつりでのクリ

ーン活動、歳末まち美化活動等は、本会全体活

動なので極力参加することにしました。 

4）エコプロダクツ川越に出展、来場者参加のイ

ベント等の確認を行い、具体策を協議しました。

川越の川の写真展示をしたく、パネル 1台を追

加依頼することにしました。 

5）環境施設めぐりは、板野部会代表がいろいろ

調査し、リストを作って頂いた候補地を、議論

した結果、電力中央研究所環境科学研究所（千

葉県我孫子市）を第 1 候補に選び、9 月前半に

実施することにして、6 月の部会でまとめるこ

ととしました。 

6）環境講演会は、10月 29日（土）に中央図書

館の視聴覚ホールを申し込み、推進することと

しました。 

	 部会メンバーの増員は、なかなか難しく、抜

本的対策が必要ではないかと、思案しています。 

（社会環境部会	 代表：板野徹 

司会・進行：原嶋昇治） 

 

 

自然環境部会

	 5月例会は 5月 13日（金）福田ビル 3階にて

9名の参加で開催されました。 

1.活動報告 

①「（仮称）川越市森林公園」計画地定例活動 9:

30～12:30 

	 4/11（月）	 18名参加	 スミレ類など早春の

花観察、4/25（月）	 17名参加	 希少種株数調

査、5/9（月）	 16 名参加	 トンボソウ、クチ

ナシグサ株数調査 

②「池辺公園」定例活動	 5/10（火）7 名参加

	 植物調査 

③城山観察会（坂戸） 4/17（日）「サワギキョ

ウの会」の案内	 7名参加 

④仙波河岸史跡公園	 植物調査 4/21（木） 

⑤寺尾調節池・新河岸川岸	 植物調査 4/27（水）

	 7名参加 

⑥キノコ勉強会「（仮称）川越市森林公園」計画

地	 4/18（月）	 7名参加 

2.協議事項 

①今年度の県民参加モニタリング調査につい

て・・・特定外来種などが調査対象になる。調

査対象地を 6か所検討。それ以外のポイント的
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な場所も報告します。 

②「川越の自然を訪ねて」の 6月以降の執筆に

ついて検討。近隣の鶴ヶ島、坂戸エリアまで紹

介します。  （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 2回（仮称）かわごえアジェンダ 21作成委

員会を 5 月 16 日（月）17:30-19:30 に川越市役

所 3A 会議室で開催しました。出席者は事務局

も含めて 6名でした。 

	 「市民がすべき環境行動 50」（＋「子ども編」

を作る）ということで、現行の「第三次川越市

環境基本計画」の内容から市民の行動に関係す

る施策を確認しました。 

	 今後、会員へのアンケート・調査・提案協力

などを検討します。 

	 今後は、6 月 7 日（火）・6 月 27 日（月）・7

月 19日（火）と 3週間に 1回のペースで川越市

役所 3 階 3A 会議室で開催していきます。第三

次川越市環境基本計画の第 5章「施策の展開」

と個人の行動の関わりを検討する（環境目標 2

以降）とともに、環境行動の具体的な頭出しを

していきます。 

	 委員公募を行いましたが、立候補された方が

いらっしゃらない状況です。できるだけ多くの

方の考え方を採り入れたいと考えておりますの

で、興味がありましたら委員に限らずぜひご参

加ください。 

	 詳しい審議結果については、Wiki（http://wiki.

kawagoekankyo.net/）の「（仮称）かわごえアジ

ェンダ 21作成委員会第 2回（20160516）」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】夏の郊外クリーン活動（7月 17日「やすらぎのさと」スタート）

 
	 かわごえ環境ネットは年に 3回のクリーン活

動を実施しております。暑い最中ですがエクサ

サイズの効果もあるクリーン活動に今年も多く

の方の参加をお待ちしております。 

日時：7月 17日（日）9:30-11:30 

場所：9:30川越市民聖苑「やすらぎのさと」入

口に集合 

活動道具：参加者にはトングとごみ袋を支給し

ます。 

活動内容：9:30 に 3 方向に分かれ、「やすらぎ

のさと」・「川越警察署」近辺の道路を活動しな

がら、11:30 に戻り分別し、会議室で冷えた麦

茶を飲みながら談笑し解散します。 

参加申込み：参加希望者は 7月 15日までにご連

絡ください。 

渡辺 Tel.049-242-4322 

菊地 Tel.080-5546-2362 

   E-mail: kikum.autumn@ymobile.ne.jp 

その他：案内チラシはかわごえ環境ネットのホ

ームページでダウンロードできます。 
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＊おわびと訂正：本紙 4 月号、5 月号において

開催期日を間違えていました。正しくはこの記

事の通り 7月 17日（日）です。 

 

【トピック②】7月 24日（日）「エコプロダクツ川越 2016」出展とお手伝い募集
	 7 月 24 日（日）午前 10 時から開催の「エコ

プロダクツ川越 2016」の出展が決まりました。

今年も昨年同様、2 階の 2 部屋とペットボトル

飛ばし実験のできる場所を使用できます。 

	 申込書は以下の項目で申請しています。 

当日のお手伝いはたくさんありますので、協力

してくださる方募集しています。横山（Tel.049

-246-9319）までお知らせください。 

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 

・EMボカシつくり 

・アクリルたわしづくり 

・キャンドルづくり 

・間伐材を用いたハシづくり 

・ペットボトルロケット製作と飛ばし実験 

・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 

・電気のいろいろ LEDの点灯実験 

会合 
◆（仮称）かわごえアジェンダ 21 作成委員会

（第 3回） 

日時：6月 7日（火）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） 

◆広報委員会（2016年 6月度） 

日時：6月 8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 7月 6日（水）同所 

●社会環境部会（2016年 6月度） 

日時：6月 10日（金）13:00-15:00 

●自然環境部会（2016年 6月度） 

日時：6月 10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 7月 8日（金）同所。 

◆事業運営委員会（2016年度第 3回） 

日時：6月 22日（水）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 7月 27日（水）同時間同所 

◆理事会（2016年度第 4回） 

日時：6月 22日（水）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 7月 27日（水）同時間同所 

◆（仮称）かわごえアジェンダ 21 作成委員会

（第 4回） 

日時：6月 27日（月）17:30-19:30 

場所：川越市役所本庁舎 3階 3A会議室 

＊次回は 7月 19日（火）に同所で開催予定。 

 

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： 6月 13・27日・7月 11・25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） 
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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： 6月 7日・7月 5日（火）9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

問い合わせ：菅野 

★田んぼの生きもの調査（動物編） 

日時：6月 25日（土）10:00-12:00（9:30受付） 

場所：高梨農園集合（川越市福田 439） 

かわごえ里山イニシアチブと共催（詳しくは同

団体の記事にて） 

★寺尾調節池と新河岸川河川敷生き物調査 

日時：7月 20日（水）9:00-12:00 

場所：寺尾調節池 

問い合わせ：菅野 

★仙波河岸史跡公園生き物調査 

日時：7月 27日（水）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 

 

【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 

①6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ょ

う。 

②6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。 

③7月 10日（日）公園と考える会共催 

要項は②と同じ 

	 今年も樹液に集まるオオムラサキやカブトム

シ等の昆虫をさがしませんか。ヤマユリも咲き

始めるころです。解説は、日本野鳥の会東京支

部の大塚豊さんです。 

 

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 

①6月 11日（土）9:30-12:30ごろ 

②7月 9日（土）16:00- 

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 
6 11 人参畑の片付け他 
7 9 トウモロコシの片付け（16:00-） 
8  休み月 
9 10 キャベツ畑の片付け 

10 8 大根畑の片付け 

 

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、
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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：6月 7日（火）・14日（火）・17日（金）・

21日（火）・24日（金）・28日（火）10:00-12:0

0 

	 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：6月 10日（金）10:00-12:00 

場所：地域交流センターホール 

 

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。 

◎総会 

日時：6月 26日（日）16:00-18:00 

場所：伊勢原公民館（川越市伊勢原町 5-1-1） 

	 平成 28年度総会を行います。広く意見を求め

るために議決権はありませんが非会員の方の参

加を歓迎します。 

◎田んぼの生きもの調査（動物編）  

日時：6月 25日（土）10:00-12:00（9:30受付）

集合場所：耕福米高梨農園 

参加費：300円（一般）、会員無料  

	 福田のプロジェクト田んぼ及びマコモ田んぼ

周辺及び水路の生きもの調査を行います。 

◎田んぼの生きもの調査（植物編）と野草料理 

日時：7月 30日（土）10:00-15:00（9:30受付） 

集合場所：耕福米高梨農園（川越市福田 439) 

参加費：一般 1,500円、会員 1,000円 

	 午前に福田のプロジェクト田んぼ及びマコモ

田んぼ周辺で食べられる生きもの調査を行いま

す。午後、北部地域ふれあいセンターで調査の

まとめや採取した野草を調理して食します。 

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） 

	 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：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 18日・7月 2・23日（土）8:30集合-1

2:00、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（川越市鯨井 2100） 

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。 

◎エコプロダクツ川越 2016「木工教室」出展 

日時：7月 24日（日）10:00-15:00 

場所：環境プラザつばさ館（川越市鯨井 782-3） 

◎サマースクール「大学の森で生きもの観察」 

日時：7月 24日（日）6:30-10:30 

対象：小学 1〜6年生の親子 

申込：6月 30日（木）までに下記 URLにて 

https://www.toyo.ac.jp/site/sce/101210.html 

◎森林環境教育「親子で里山体験と木工教室」 

日時：8月 6日（土）9:00-13:00 

場所：川越キャンパス 7号館「物造り工房」 

	 詳しくは 7月号で。 

＊開催案内ブログ：こもれびの森・里山支援隊

（http://ameblo.jp/komorebi-satoyama/） 
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＊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：6月 7日（火）・16日（木）13:30-15:00 

   7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：6月 12日・7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：6月 25日・7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日前までに武田（090-2521-5770）へ

ご連絡ください。 

①6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。 

②7月 24日（日）9:00~11:00 

新河岸川上流（旧赤間川）観音橋下（旧日高街

道）横集合、黄金橋まで。分別解散。 

◎7月百万灯夏まつりクリーン活動 

日時：7月 30・31日（土・日） 13:30-15:00 

	 両日とも、川越駅東口アトレ横歩道橋下から

札の辻まで。指定ごみ収集所で分別して解散。

 

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） 

①6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。 

②7月 10日（日） 

	 毎年セイタカシギが優雅な姿を見せてくれま

す。6 月に続いてコアジサシは餌の小魚を沼の

上を飛びながら探します。クロハラアジサシの

飛来も期待できます。 

 

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 7月号（No.117，6月下旬発行予定）

の掲載原稿は、6月 15日（水）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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●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 Twitter 

（Twitterに登録しなくても見られます） 

 
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） 

 

●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（6月 8日〜7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 

6/8 
◆9:00広報委
員会 

6/9 6/10 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 
◎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 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

6/14 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/15 
○7月号投稿期限 

6/16 
◎13:30まち
美化啓発運動 

6/17 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/18 
◎8:30森林整備施
業（こもれびの森） 

6/19 
 

6/20 
 

6/21 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/22 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:30理事会 

6/23 6/24 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/25 
◎10:00田んぼ
の生きもの調

査（動物編） 
◎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 
◎16:00総会
（かわごえ里山

イニシアチブ） 

6/27 
★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 

6/28 
◎10:00農作業
（みなみかぜ） 

6/29 6/30 7/1 7/2 
◎8:30森林整備施
業（こもれびの森） 

7/3 7/4 7/5 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/6 7/7 7/8 
●13:00社会
環境部会 
●15:00自然
環境部会 

7/9 
◎9:30おいしく
楽しく農業体験 

7/10 
◎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

◎9:50武蔵丘
陵森林公園か

んさつ会 

7/11 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

7/12 7/13 7/14 7/15 
○8月号投稿期限 

7/16 

7/17 
★9:30郊外ク
リーン活動 

7/18 7/19 
◎9:00植物相調査
（こもれびの森）

◆17:30かわご
えアジェンダ2
1作成委員会 

7/20 
★9:00寺尾調
節池と新河岸

川河川敷生き

物調査 

7/21 
◎13:30まち
美化啓発運動 

7/22 7/23 
◎8:30森林整備施
業（こもれびの森） 
◎13:30まち
美化啓発運動 
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