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「エコプロダクツ川越 2016」 
7 月 24 日（日）10 時から開催。今年で 4 回

目となります。（詳細は 11面） 

 表紙リニューアル 
より見やすく、親しみやすい紙面をめざし

て、新しい広報委員会の体制とともに紙面を

リニューアルしました。これまでの「巻頭言」

に代わり、その月のトピックを 1面に並べ、

詳しい記事がある場合は改めて後ろに示し

ます。（広報委員の体制は 17面へ） 

夏は調査の季節 
生きものの活動が活発になる夏。夏休みの宿

題の題材にもなりますので、ぜひ親子で調査

に参加してみてください。これらは事前予約

が必要です。（詳細は 12, 14, 16面） 

◎7月 30日（土）田んぼの生きもの観察会（植

物編）と野草料理を食べよう 

★7月 31日（日）虫の観察会 

◎8月 3日（水）まち歩き暑さ測定ツアー 

◎8月 6日（土）里山体験と木工教室	 など 

夏の郊外クリーン活動 
今年のクリーン活動は 3 回。最初の活動を 7

月 17日（日）に開催します。（詳細は 11面） 
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【コラム・新連載】私のエコ体験（1）水のエコ（下水処理場にやさしく）

 
ゴミネットと果物の皮の乾燥中 

	 広報川越 4月 10日号に、川越市の 28年度の

予算の概要が載っている。一般会計約 1109億円、

特別会計約 878億円（国民健康保険や介護保険、

水道事業など）合計 2000億円近い予算が立てら

れていた。特別会計の中で上水道事業に約 97

億円、公共下水道に 92億円あわせて 200億円近

くが上下水道事業に計上されている。 

	 参考までに、平成 26年度の事業収入は、上水

道約 75億円、下水道事業約 73億円の合計約 14

8億円である。 

また、川越市の人口約 35万人のうち約 30万

人の約 85%が下水道の恩恵にあずかっているが、

約 5万人あまりは浄化槽、あるいはもっと前近

代的な処理であろうか。さらに日本全国では下

水管の老朽化が深刻な問題のようだ。 

	 老朽化した下水管を新しい管に交代するには

数兆円規模の公共投資が必要という新聞記事が

あったのを思い出す。 

	 そこで今回の私のエコ体験は、「水」主に下水

処理場の負担を少なくしようと考え実行してい

ることを書きます。 

	 日々の生活では風呂と台所が水の消費の大部

分を占めていると思います。まず風呂水は必ず

洗濯に使います。それでも残った水は 4L 或い

は 18Lのペットボトルに取り置く。 

	 植木鉢や家庭菜園の水やりに、夏の打ち水に

使っている。台所の水のうち、食事作りの中、

ほうれん草などをゆでたあとの湯で水、お米の

後片付けのときも鍋の汚れはまず水で洗い、そ

の水も取り置く。その後で洗剤で洗い、すすぐ。

洗剤は、中性洗剤でなく分解されやすい石鹸を

出来るだけ使うように心掛けています。 

	 ぬか漬けのキュウリを洗うときに出るぬかの

汁もできるだけ下水を汚さないために植木鉢に

少しずつ（一度にぬかが多いと根を痛める）水

やりの要領でやる。半年もすればぬかや食べ残

し成分は分解され肥料効果が出て、きれいな花

を咲かせてくれる。 

	 こんな日常を過ごしていると、水を使うこと

に敏感になり（ケチに近いが）、昨年平均して 3

4m3の水道検針が、この 4 月及び 6 月の検針で

は 23m3と 70%近く減っている（これは風呂で

シャワーを使用するのを止めた効果が一番大き

いと思うが）。また、食事のあとの食器の汚れは

使い古しのティッシュで油分をふきとる。流し

の排水口には水切りネット（ストッキングタイ

プ）をかけて余分のゴミを下水に流さない。汚

れたストッキングは干してカラカラに乾かして

からごみ箱へ。水分量を計ってみると 50gから

乾燥させると 10gに減って 40gの水をごみ焼却

場で蒸発させるエネルギーのエコになっている。 

みなさまもいかがでしょうか。 （濱尾春子） 

【コラム】川越の自然を訪ねて（45）坂戸城山の自然
今回は川越のレインボーエリア、坂戸からの自

然紹介です。（坂戸サワギキョウの会） 

	 私たちの会は、公民館講座で地元の自然を学

ぶ受講生を中心に 25 年前に発足し川越の稗島

さんと笠原さんに顧問をしていただいておりま

す。主な観察フィ－ルドの城山は坂戸市の中心

から西に細長く延びたところ、毛呂山町と接す

る約 30haの山林で、中世に城が築かれ、今も土

塁跡が残ります。城山の魅力は、「適当な広さの

範囲に多種の動植物が生息する」ことと思いま
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す。（植物：絶滅危惧 20種、準危惧 20種	 動物：

絶滅危惧 7種、準危惧 38種） 

 
高麗川堤から城山を望む 

地質､地形 

	 標高 113.4ｍの城山は、毛呂山丘陵の東端に位

置し、南側は高麗川に削られた急峻な崖ですが、

北側はなだらかに新しき村（武者小路実篤設立 

毛呂山町）の水田に接しています。180～50 万

年前にできた泥岩層を基盤とし、高麗川を望む

湿地の崖には浅い入り江や沼地だった時代の地

層が刻まれ、城山の生い立ちを知ることができ

ます。また、泥岩の中からは年輪の見える樹幹

化石や巻貝の化石も発見されています。 

植物 

	 春から夏にかけてはスミレ類とフデリンドウ

にはじまり、カヤラン､キンラン､ギンラン･･･

コクラン･･･などランの仲間が順次花を開きま

す。城山の北西に“サワギキョウの湿地”があ

り毎年 9月に 4､5本の花茎に花を付けます。 

	 サワギキョウ（絶滅危惧 IA 類）は、以前は

所沢と越生にもありましたが近年消滅し、埼玉

では城山にわずか数株が残るだけとなりました。 

この湿地には他にヌマガヤ（IB類）とノハナシ

ョウブ（Ⅱ類）も自生します。シダ類も豊富で、

ナガサキシダ（埼玉では初の確認で城山に１株

のみ）やコモチシダ（IB 類）､サイゴクベニシ

ダ（Ⅱ類）などの危惧種が見られます。 

昆虫､鳥､動物 

	 ツマキチョウやアカシジミ、アオハダトンボ

やムカシヤンマなどの虫類は、高麗川を望む湿

地に豊富で、ウグイスやキビタキのさえずりと

ともに、サンコウチョウやアオバトの声も聞か

れることもあり、オオタカ、フクロウも訪れま

す。春先にはトウキョウサンショウウオとヒキ

ガエルの卵のう､卵塊が見られ、ノウサギ、アナ

グマ、キツネの目撃報告があります。（萩原章） 

 

城山へのアクセス 

電車：東武東上線坂戸駅→越生線武州長瀬駅（南

口）～徒歩 20分→新しき村､城山登り口  

車：城山荘駐車場利用（坂戸市老人福祉センタ

－城山荘 坂戸市多和目 1411） 

	 毎月観察会を行っていますが、連絡をいただ

ければ観察会ではない日でもご案内いたします。 

連絡先：坂戸サワギキョウの会 

萩原（Tel.049-286-7440、350-0247 坂戸市西坂

戸 2-26-12） 

 
サワギキョウ 

 
カヤラン（イヌザクラに着生） 

 
アカシジミ 

 
◆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。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

上戸小学校「わくわくタイム」自然学習プログラム支援報告

 
土の中には何があるかな？ 

 
これ持って帰る？ 

 
最後のまとめの時間です 

	 5月 20日（金）の午前に東洋大学大越記念庭

園において、上戸小学校 4 年生 96 名と先生 4

名が、総合学習「わくわくタイム」の観察会を

行いました。本会からは小瀬理事長、賀登、菅

野、森田、横山、プラス学生の津田さんの計 6

名がいっしょに庭園を巡り、学習支援しました。 

	 この支援は、今年で 5年目になりますが、学

校からの支援依頼が 1か月前だったため予備日

なしでの活動となりました。また、担任の先生

方が毎年変わるため、必ず一緒にフィールドの

下見をするのですが、当日は大学サイドの庭園

手入れの計画もありで、下見をした場所の草が

刈られてしまう恐れのあるヒヤヒヤした開催と

なりました。毎年同じような形での観察会です

が、見つけられる昆虫や植物が違います。自然

は奥深い。横山担当のグループはクワの実とヘ

ビイチゴを食べてみました。外にできている果

実を取って食べるなんて、今どきの子どもたち

は経験ないですよね。みんなスーパーで売って

いるのしか食べてないのでは。 

	 今回のお持ち帰りは、コナラの実生（根っこ

を掘って見ました）、鳥の巣、松ぼっくり、スズ

メバチの死骸、ヒノキ・スギの実などでした。

そして、もう一つ、今年だけのスペシャルはニ

ホンミツバチです。昨年から東洋大学のサワラ

の根元近くの隙間に育っているニホンミツバチ

の動き方を観察して終了でした。秋も支援予定

です。カメラマン募集しています。気軽に参加

して下さい。東洋大学	 よいところですよ。 

（横山三枝子）

今成小学校自然学習支援報告 

 
いる、いる、いっぱい動いてるよ 

	 このたび、今成小学校から初めて自然学習支

援の要請がありました。今成小学校は小ヶ谷の

保健センターの近くにあり、周りは田んぼに囲

まれ、近くに入間川も流れていて自然環境には

恵まれています。街中の学校からみるとうらや

ましい環境です。今回は 3年生 2クラス 56人で

すので、遠出せず、学校のすぐ近くの田んぼを

フィールドに選びました。6 月の初め、田植え

の終わった田んぼの下見をしていますと、生き

物がたくさん泳いでいます。これはなかなか楽

しい野外学習になりそうです。 

	 本番は 6 月 8 日、暑いほどの好天です。2 ク

ラス 56人の子どもたちは長靴に網、ポリ袋を持

参です。早速、道沿いの 2枚の田んぼをのぞき

込みます。この田んぼは在校生の○○君ちので、

生き物を獲ってもよいという許可を得ています。 
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	 いる、いる、覗き込むと田んぼの中を動き回

っているものがたくさんいます。2cm くらいの

小さなオタマジャクシがいっぱい。ほとんどは

アマガエル、トウキョウダルマガエルのようで

す。よく見るとエビのようなものがいます。ホ

ウネンエビです。目のよい子はミジンコもわか

ったようです。それぞれ取ったものを袋にいれ、

木陰に入ってみんなで確認します。ここで、こ

れらの生き物の生態をちょっと話します。「ホウ

ネンエビは卵でじっと田んぼの土の中にいて、

田植えの水が入ると生まれる、そして 2週間く

らいで卵を産み、また土の中で過ごす。」また、

カブトエビも見つかりましたので、こちらは生

きた化石といわれるほど、ユニークな形をして

いて子どもたちは大喜びでした。 

	 次の学習は水路沿いの植物の「たね集め」で

す。ここの水路は三面護岸でなく昔ながらの幅

1ｍくらいの土手になっています。ギシギシ、ア

ブラナ、キツネノボタン、ナズナなどたくさん

の植物が繁茂してたねをつけています。これら

もまた、次の命をつないでいくものと理解して

くれたかな？ 

	 ところが、水路沿いを歩いていたつもりが、

いつしか水路に入ってしまい、ザリガニ取りに

夢中になってしまいました。ザブザブと泥に足

をとられて、ズボンまで泥んこになってしまい

ました。この後はプールの時間だそうですので、

なかなかいい組み合わせです。子どもたちがあ

まりに泥んこになったので、気になって後で先

生に聞きましたら、とても喜んでいたというの

で、内心ホッとしました。 

	 今回は森田、江口、須藤、賀登勉、賀登環の

5名でサポートしました。 

（賀登環）

 
ほら、見て。ホウネンエビとったよ。 

 
水路の中はおもしろい！

 

全国一斉水質調査	 6月 5日	 12名の参加

 
入間川初雁橋から下流を望む 

 
初雁橋での採水 

 
水質検査風景

	 早朝の雨の影響はなく、調査の時には快適な

気温となりました。荒川水系と新河岸川水系に

分かれて市内8河川で31か所の地点で川の水を

13名で分担して採水しました。 
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	 今年は、渇水で干上がった川がある一方で、

田植えのために、採水した水に濁りがあり、ま

た、毎年採水ができない不老橋で珍しく採水で

きました。 

	 その後、集めた川の水は北公民館に持ち込ん

で、水温、COD、EC の共通項目など両水系で

決められた分析を行いました。 

	 この結果は、各水系の団体を通して全国水環

境マップ実行委員会に報告され、まとめられて

発表され、川の浄化や水辺の再生に活用されま

す。調査に参加された方には感謝いたします。 

（過昌司） 

入 間 川

荒

川

上江橋（入間川）
上江橋（荒川）

開平橋

丸山都市下水路

三ツ又沼
西野橋

　川

入

　間
智光山公園

川越公園

川越橋

八瀬大橋

棘橋

雁見橋

伊佐沼

落合橋

釘無橋（越辺川）

菅間堰

入間大橋

出丸橋

小
畔

川

南
小

畔
川

越
辺 川

大

圏谷

央
川

道

御伊勢橋

吉田橋
小畔水鳥の郷公園

野田橋

金堀橋

大穴橋

霞ヶ関駅

鶴ヶ島駅

庚申橋

芳地戸橋

寺橋

田中橋

河南橋

鎌取橋

東 武 東 上 線
川
越 線

関
越
自
動
車
道 西川越駅

的場駅

精進場橋
（小畔川）

精進場橋
（天の川）

北小畔川

川
天 の

天沼橋

東洋大学
旧西門付近

大谷川合流点

工業団地
下水路

川の一斉水質調査2016/06/05

東坂戸団地

山下橋

鎌倉橋

六地蔵
公園横

上奥富用水堰

八幡橋（小畔川）

笠幡駅

本川越駅
川越市駅

川越駅

初雁橋 三日月橋
月吉陸橋観音下橋

八幡橋

新琵琶橋

新城下橋

畳橋

滝の下橋

旭橋

養老橋

共栄橋

九十橋

二枚橋

伊佐沼橋

木野目橋

不老橋
中台橋

東明寺橋

高沢橋

　川

不
老

　川

久

保

治水橋

赤
間

　川

昭代橋

新富士見橋

南古谷駅

九
十
川

新河岸川上流部
（赤間川）

新扇橋
不老川合流点

山田橋
霞橋

釘無橋（入間川）
下流300m

川

新
河
岸

平塚橋

×
×

×

×

×

×

××

7～8（4地点）
今年度未調査・調査不能箇所

5～6（11地点）
3～4（13地点）
0～2（3地点）

COD[mg/L]（31地点中）

×

×

×

×

××

×

 
水質調査結果（2016年 6月 5日）

【報告】会員・流域の活動

2016高梨田んぼ活動 福原ファームクラブ

	 梅雨入りした 6月 5日（日）は、川越市協働

提案事業 3年目｢自然にやさしい田んぼ活動｣の

一環である耕福米の田植え日でした。朝の雨が

心配でしたが、終わってみれば曇り空の下、絶

好の田植え日和でした。参加者は 97名、一反の

田んぼに横並び一列での手植えは壮観でした。 

	 初めての田んぼに入れない年少さんが、かな

り抵抗したり、途中でリタイヤしたりする幼児

もちらほら、そんな子どもたちを裏方のお母さ

んたちが見守ってくれ、けがも無く無事に終わ

りました。子供にとって初めての体験はたいへ

んなことで、ヌルヌルの田んぼは身体が沈み込

みそうだし、身体半分入ってしまうので恐怖だ

と思います。でも、お父さんお母さんが楽しそ

うに田植えをしていたので、来年はきっと参加

できると思います。 

	 田植え後は、思い思いに食事をして、2 時間

程水路で虫探しをして遊びました。これが目的

の子どもも多く、田植え中も虫探しをしっかり

してくれました。ミズカマキリやヤゴ、たくさ

んのメダカ、ホウネンエビ、ドジョウなどが見

つかりました。「田んぼの環境診断チェックシー
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ト」では 5点がとれる生きものも多く、次回の

観察会に期待が持てました。 

	 今回の参加者は、2 年続けた方たちの口コミ

で集まりました。田植えが、子育て世代の「子

どもに経験させたい」イベントとなっての集客

でしたが、本当に大事なのは「米を作る環境」

です。食育として主食の米を食べることです。

若いお父さん、お母さんと子どもたちが、自分

が関わった作業や田んぼのある風景を「なくて

はならないもの」として、これからも関わって

くれるといいのになと思っています。 

	 次回 7月 10日（日）は、協働提案事業での募

集で集まる方達と合同です。果たして何名にな

るのか、楽しみでもあり、心配でもあります。

田んぼを提供してくださる髙梨さんに感謝しつ

つ、今年も活動します。   （横山三枝子） 

 
説明を聞く参加者 

 
田植え風景 

 
見つけた生き物

福田・笠幡地区「田んぼの生きもの観察会」 かわごえ里山イニシアチブ 

 
福田の田んぼでの生きもの観察会 

 
生きものを面白く解説する林講師 

 
笠幡田んぼでの生きもの観察会

	 6月 26日（日）に福田地区（午前）及び笠幡

地区（午後）で生きもの観察会（動物編）を行

いました。	 福田地区では、「生きものを育むプ

ロジェクト」田んぼで、かわごえ環境ネットと

の共催（サイサン環境保全基金協力）で行われ

ました。11 組 30 人の親子と会員スタッフを含

め総勢 40名近い参加を得て、静かな田んぼに人

のにぎわいを取り戻しました。 

	 笠幡地区では、連携して活動するリブラン田

んぼの「米づくりプロジェクト」の田んぼで、

リブラン主催（かわごえ里山イニシアチブ協力）

で 50人の参加を得て観察会が行われました。会

場では顕微鏡プロジェクターを使い、生きもの

の生態をつぶさに観察して解説が行われました。

参加者はこれまで目にしたこともない生きもの

面白い生態に触れることができ、驚きの連続で

した。 

	 両地区とも、講師の林鷹央氏が考案・作成し

た「田んぼの環境診断チェックシート」を使っ

て田んぼの環境診断が行われました。これは、

Aグループ 5点、Bグループ 3点、Cグループ

1 点、外来種-2 点で見つけた生きもの点数から

田んぼの環境の度合いを診断するものです。 

	 林講師の専門的、かつ、わかりやすい解説と
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絶妙なトークで、いつのまにか大人も子供も生

きものたちの世界に引き込まれ、お米作りだけ

ではない田んぼの価値を楽しくわかりやすく伝

えることができました。    （増田純一） 

 

「こもれびの森・里山支援隊」森林整備施業 東洋大学小瀬研究室

 
施業開始時の集合写真 

（7月 2日） 

 
枯損木の伐採はチームワークで 

（6月 18日） 

 
林内にいたルリボシカミキリ 

（6月 18日）

	 2014 年度から東洋大学川越キャンパスのこ

もれびの森を生物多様性豊かな里山に再生させ

る活動を、大学や地域住民と協働して行ってい

る「こもれびの森・里山支援隊」です。6 月か

ら 3年目の活動が始まり、月に 2回のペースで

森林整備施業を行うとともに、2 月まで活動し

ていく予定です。 

	 6月は、4日・18日・27日の森林整備施業と

6 月 6 日の植生調査の 4 回の活動が実施されま

した。7月は 2日の活動がすでに行われました。 

	 今後の活動予定は次表のとおりです。特に 8

月 6日（土）の「里山体験と木工教室」は、親

子連れでの多数の参加をお待ちしております。 

（小瀬博之） 
今後の活動予定（詳しい予定は順次「こもれびの森・里山

支援隊」ホームページに掲載します。） 
7月 19日（火） 9:00-17:00森林環境教育「植物相調査

（夏）」（予定） 
7月 23日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
7月 24日（日） 10:00-15:00エコプロダクツ川越「木工

教室」出展 
8月 6日（土） 9:00-13:00森林環境教育「里山体験と木

工教室」 
9月 10日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
9月 18日（日） 8:30-16:00森林整備施業 
10月 9日（日） 8:30-16:00森林整備施業 
10月 18日（火） 9:00-17:00森林環境教育「植物相調査

（秋）」（予定） 
10月 22日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
11月 5日（土） 8:00-18:00森林環境教育「こもれび祭出

展」 
11月 6日（日） 8:00-18:00森林環境教育「こもれび祭出

展」 
11月 12日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
11月 26日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
12月 10日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
12月 24日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
1月 7日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
1月 28日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
2月 4日（土） 8:30-16:00森林整備施業 
2月 19日（日） 8:30-16:00森林整備施業 
＊開催案内ブログ：こもれびの森・里山支援隊（http://am
eblo.jp/komorebi-satoyama/） 
＊中止の場合 Twitterで開催当日 6:30ごろ通知（https://t
witter.com/toyokomorebi/） 
＊報告 Facebook（https://www.facebook.com/komorebisa
toyama/） 

新河岸川川づくり関係団体の情報

（1）新河岸川広域景観づくり連絡会 

①平成 28 年度総会を 5 月 26 日（木）13:30 か

ら朝霞市の朝霞県土整備事務所会議室で行い、

平成 27年度事業報告・決算、平成 28年度事業

計画・予算を了承、ふじみ野市の堀江氏らの役

員を選出して閉会しました。本年度は、景観づ

くりの講演会の締めくくりとなる第 3回を 7～9

月中に開催の準備を進め、併せて、「新河岸川広

域景観づくり 10年の歩み」の冊子作成の方針を

決めました。そのあと、地元の南部漁協の佐藤

さんから、新河岸川流域の「アユの生態と生息

状況」の報告がありました。 

②第 3回「新河岸川の景観づくり講演会」を、9

月 1 日（木）13:30 から、ウェスタ川越 3 階の

男女共同参画室研修室で、埼玉県景観審議会副

会長の岡田智秀日本大学教授の参加で行います。

一昨年の朝霞市、昨年の川越市の講演会に続く

まとめの講演会になります。 
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（2）新河岸川流域川づくり連絡会第 1回連絡会 

	 5 月 17 日（火）19:00 から、朝霞市の産業文

化センター会議室で、荒川下流河川事務所や関

係市民団体の参加でおこなわれ、今年度の事業

計画の説明がありました。なお、6月 5日（日）

の水質調査について、継続的に調査結果をまと

めている法政大学の水文地理学研究室からの報

告と調査の注意点についての解説がありました。 

 

【報告】理事会・専門委員会

理事会

	 2016年度第 4回理事会は、6月 22日（水）1

0:30-12:20に福田ビル 3階会議室で行いました。

出席理事は 9名でした。事業運営委員会におけ

る審議事項のほかに、自然環境部会の緑の都市

賞応募について承認、大学生からの取材依頼へ

の応対者決定、川越市が主催する市民環境調査

の協力依頼、社会環境部会が実施する施設見学

への依頼文の承認、ウェスタ川越で実施する子

どもと一緒の環境講座「ECO LIFE デザイン」

の説明がありました。     （小瀬博之） 

事業運営委員会

	 2016 年度第 3 回事業運営委員会を 6 月 22 日

（水）9:00-10:30 に福田ビル 3 階会議室で行い

ました。出席者は 7名でした。主な議題は次の

通りです。 

・水辺と川の活動は 6月 5日（日）第 11回川の

一斉水質検査の報告から、現在 31箇所の調査地

点を来年度（6 月 4 日予定）は減らす方向にす

ることにしました。 

・エコプロダクツ川越 2016 は、前日準備（10:

00 から）、川の写真展示に関する写真提供、事

業者パネル展示に関する連絡等の確認をしまし

た。詳細は各部会で確認。 

・まち美化活動は、7月 17日（日）SNSでの参

加者があるので、参加者の把握を確認。 

・10月 15日（土）・16日（日）川越まつりクリ

ーン活動は観光課にかわごえ環境ネットとして

登録し、他の団体との活動場所の区分、夜間の

辻立ちでのごみ収集などを提案していく。かわ

ごえ環境ネットは一般の方の参加を募って行う。 

・第 15 回かわごえ環境フォーラムは、2 月 25

日（土）講演者を原村政樹氏（映画監督、川越

在住）に決定し、ウェスタ川越の多目的ホール

での開催とする。今回は、アジェンダ 21報告会

（市の計画）もあり、詳しくは 7月 27日（水）

実行委員会を開き、検討していく。 

（横山三枝子） 

社会環境部会

	 社会環境部会の 6月例会は、6月 10日（金）

13時から、武田の司会で 7人の参加で行われま

した。 

	 代表の板野理事から理事会の報告があり、月

刊紙 6月号に沿って説明がありました。 

	 続いて、当面の主要活動予定の①グリーンカ

ーテン②夏の郊外クリーン活動③つばさ館のエ

コプロダクツの社会環境部会の担当について、

それぞれの責任者から報告がありました。エコ

プロダクツは、7 月の部会でスタッフの補強が

必要だとの要請がありました。 

	 前回からの課題になっていた、社会環境部会

企画の「環境施設視察研修会」は、数ある候補

から絞って、日時と視察対象を決めました。日

時は 9月 2日（金）で、我孫子市の中央電力研

究所を見学、午後は土浦市の生ごみ処理施設「神

立資源リサイクルセンターバイオプラント」を

視察することに決め、担当者が連絡を取り正式
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に決定しました。電力エネルギーと生ごみのバ

イオガス化処理など、最先端の技術を見学でき

る機会ですので、かわごえ環境ネット会員を中

心に広く呼びかけることになりました。 

	 11月の「環境講演会」は、担当の宮崎氏を中

心に、会場、日時などについて、7 月の例会に

は報告できるよう進められています。 

	 最後に、8 月にかわごえ環境ネット会員相互

の活性化に向けた「懇親会」と暑気払いの企画

について理事会で話題になったことが報告され、

意見交換を行いました。 

（社会環境部会	 代表：板野徹 

司会・進行：武田侃蔵） 

 

 

自然環境部会

	 6月例会は 6月 10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」計画地定例活動 9:

30～12:30 

	 5/23（月）	 14名参加	 第 2武蔵野ふれあい

の森手入れ、草刈り 

②6/7（火）	 池辺公園	 7名参加	 セイタカア

ワダチソウ除去、入間川河原植物調査 

③5/15（日）新緑の雑木林観察会	 一般参加者

	 12名	 本紙 6月号報告 

④5/16（月）	 キノコ勉強会「（仮称）川越市森

林公園」計画地	 7名参加 

⑤5/20（金）上戸小学校学習支援	 4 年生 3 ク

ラス	 東洋大学	 5名サポート 

⑥トンボヤゴ調査	 5/20（金）	 安比奈親水公

園 

⑦「渡良瀬遊水地自然観察研修会」5/26（木）

	 44名参加	 本紙報告 

⑧川の一斉水質検査	 6/5（日） 

⑨今成小学校学習支援	 3 年生 2 クラス	 6/8

（水）	 5名サポート 

以上のように 5・6月は行事が多く忙しくも、充

実した月間であった。小学校の自然学習サポー

トはどんな素材に出会えるかがポイントとなる

ので、下見も何度か必要だった。「渡良瀬遊水地

自然観察研修会」は現地のボランティアの方の

熱意ある案内で、内容の濃い観察会であった。

  

2.協議事項 

①	 川の一斉水質検査	 今後の課題について、

調査ポイントの検討が必要ではないか。 

②	 「かわごえの環境第 10号」の原稿執筆につ

いて、7月中にまとめる。 

③	 8月度の自然環境部会は休止。 

（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 3回（仮称）かわごえアジェンダ 21作成委

員会を 6月 7日（火）17:30-19:30、同第 4回を

6月 27日（月）17:30-20:00に川越市役所 3A会

議室で開催しました。出席者はそれぞれ事務局

も含めて 7名、6名でした。 

	 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ととも

に、協働で取り組むべき行動としての提案につ

いてもまとめました。 

	 今後も、7月 19日（火）・8月 9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。内容に興味がありまし

たら委員に限らずぜひご参加ください。次回よ

り文案の作成を行います。 

	 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 3回（20160607）」「（仮

称）かわごえアジェンダ 21作成委員会第 4回（2

0160627）」をご覧ください。 

（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】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、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。 

＊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】「エコプロダクツ川越 2016」7月 24日（日）出展
	 7月 24日（日）10:00-15:00に環境プラザ「つ

ばさ館」で開催の「エコプロダクツ川越 2016」

の準備は、前日の 23日（土）10:00より行いま

す。昨年と同じ部屋割りですので、前日準備の

必要な方はご参加ください。大まかな準備をし

たいと思います。 

	 24 日は 8:00 から搬入開始です。よろしくお

願いします。 

＜出展内容＞ 

	 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 

	 イベント全体の情報は川越市ホームページ（h

ttp://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/gomi/ka

nkyokanren/kankyoplaza/ecopro2016.html）をご覧

ください。
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【トピック③】田んぼの生きもの観察会（植物編）と野草料理を食べよう	 7月 30日（土）
開催 かわごえ里山イニシアチブ・自然環境部会

	 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。 

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） 

定員：先着 30人 

参加費：一般 1,500円、会員 1,000円、小中学生

500円 

申込：7 月 4 日（月）9:00 から電話で環境政策

課（Tel.049-224-5866） 

 

【トピック④】気温等観測調査の参加者募集 川越市環境政策課

	 川越市では、環境に関する基礎データを収集

することを目的に、市民のみなさんに参加して

いただく「市民環境調査」を行っています。こ

とに、かわごえ環境ネットのみなさまには平成

26年度から続く「気温等観測調査」にご協力い

ただき、まことにありがとうございます。 

	 今年度も、「川越の暑さを測る」をテーマに、

市内の気温等観測調査を実施したいと考えてい

ます。 

	 つきましては、気温等観測調査にご協力いた

だける方を募集します。かわごえ環境ネットの

みなさまにおかれましては、今年度もぜひご協

力いただきますようお願いします。 

①黒球式熱中症指数計レンタル 

	 熱中症の危険度をはかる熱中症指数計を貸与

し、自宅や学校付近の熱中症危険度の測定と、

体感による評価を行い、データをご提供いただ

きます。昨年度までの「市民による気温等観測

調査」と同じ形式になりますが、今年度は 1日

単位で調査を行うことができるようになりまし

た。 

【対象】市内在住の方 

【方法】熱中症指数計による測定 

【申込】7 月 1 日（金）より、川越市役所	 環

境政策課	 電話（049-224-5866）にて受付。 

【貸与期間】：8月 1日（月）から 8月 31日（水）

のうち最長 1週間 

②まち歩き暑さ測定ツアー 

	 約 3㎞のまちなかを歩きながら、湿度や暑さ

指数を測定するとともに、私たちが感じる暑さ

（体感温度）を調査します。 

【日程】8月 3日（水）10:00-12:00 

【会場】笠幡駅周辺 

【対象】小学校 4年生以上（小学生は保護者同

伴）市内在住・在勤・在学の方。 

【定員】先着 15人	  

【申込】7月 1日（金）10:00から環境政策課に

て電話受付 

③かしこい暑さ対策自慢 

	 市民のみなさんが実践している、または実践

したいと思っている、地球にもお財布にもやさ

しい暑さ対策について募集します。例：扇風機

とエアコンを併用して、風の通り道を作った。

エアコンをいつもの冷房運転から弱冷房除湿運

転に変えた。夏休みの宿題の一環で、家族で夏

の節電に取り組んだ等 

【募集の期間】7月 1日（金）～9月 16日（金）

（必着） 

【対象】市内在住・在勤・在学の方。 

【提出】環境政策課（川越市役所本庁舎 5階） 

【提出方法】住所・氏名・連絡先（電話番号ま

たはメールアドレス）、在勤・在学の方は勤務

先・学校名を明記し、〒350-8601川越市役所環

境政策課（直接・ファクス・メール可 Fax.049-

225-9800、E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.s

aitama.jpまで 

【文字数】400 字以内（市公式ホームページ上

の様式をご利用ください） 
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【取り扱い】提出いただいた内容は、市公式ホ

ームページで紹介します。（応募が多数の場合、

類似のものは取りまとめての掲載といたしま

す。）また、個人情報は公表しません。 

【トピック⑤・会員向け】環境施設視察研修会（9月 2日）参加者募集 社会環境部会

 

	 社会環境部会の恒例行事である環境施設の見

学を、以下により実施しますのでお知らせしま

す。詳細は同封の参加者募集をご覧ください。 

開催日時： 9月 2日（金）7:45ウェスタ川越前

集合 

見学施設：①（一財）電力中央研究所環境科学

研究所（千葉県我孫子市） 

②日立セメント（株）神立資源リサイクルセン

ターバイオプラント（茨城県土浦市） 

参加者：かわごえ環境ネット会員 

個人・家族、民間団体の活動者・家族、事業者

の社員・家族、行政の職員 

参加費：3,000円 

会合 
◆広報委員会（2016年 7月度） 

日時：7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） 

＊次回は 8月 10日（水）同所 

●社会環境部会（2016年 7月度） 

日時：7月 8日（金）13:00-15:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

次回は 8月 12日（金）同所 

●自然環境部会（2016年 7月度） 

日時：7月 8日（金）15:00-17:00 

次回は 9月 9日（金）同所 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊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。 

◆（仮称）かわごえアジェンダ 21 作成委員会

（第 5回） 

日時：7月 19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） 

◆事業運営委員会（2016年度第 5回） 

日時：7月 27日（水）9:00-10:30 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 9 月 28 日（水）川越市役所本庁舎 3

階 3A会議室 

◆理事会（2016年度第 5回） 

日時：7月 27日（水）10:30-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 9 月 28 日（水）川越市役所本庁舎 3

階 3A会議室 
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◆（仮称）かわごえアジェンダ 21 作成委員会

（第 6回） 

日時：8月 9日（火）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 

●懇親会 

日時：8月 9日（火）アジェンダ 21作成委員会

終了後（17:30ごろ）以降 2時間程度 

場所：未定 

詳細は部会・委員会・理事会等でお知らせしま

す。本会ホームページでもおしらせします。 

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： 7月 11日・7月 25日（月）9:30-12:30 

※8月は活動休止 

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） 

★池辺公園定例活動 

日時：7月 5日・8月 2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 

★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 

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 

問い合わせ：菅野 

★田んぼの生きもの観察会（植物編）と野草料

理を食べよう 

日時：7月 30日（土）10:00-15:00 

＊トピック③参照 

★「虫の観察会」（一般募集） 

日時：7月 31日（日）9:00-12:00 

集合：「（仮称）川越市森林公園」計画地 

定員：先着 30人、経費：100円 

講師：大塚豊氏、谷津弘子氏 

申込：7 月 1 日（金）9:00 から電話で環境政策

課（Tel.049-224-5866） 

【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 

7月 10日（日）公園と考える会主催 

国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所（入園前受付）

9:50 集合 14:30 ごろ終了解散、雨天決行。入園

料要、参加費 200円、お弁当持参。 

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。 

◎夜の鳴く虫観察会（公園と考える会共催） 

日時：8月 27日（土）16:30-20:00 

集合：公園南口休憩所 

交通案内：東武東上線森林公園駅下車公園南口

行きバス 

場所：国営武蔵丘陵森林公園（埼玉県比企郡滑

川町山田 1920） 

内容：夜の森林公園でクツワムシやスズムシ等

の姿や鳴き声を楽しみませんか。解説は、内田

正吉さん、大塚豊さん、和田一郎さん、佐藤裕

治さんです。 

入園料（団体扱い）、参加費（無料）、懐中電灯、

雨具持参、事前申し込み:（往復葉書） 

送付先：355-0802 埼玉県比企郡滑川町山田 192

0	 森林公園管理センター夜の鳴く虫観察会宛 

詳細：NPO武蔵丘陵森林公園の自然を考える会

（谷津まで） 
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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 

①7月 9日（土）9:30-12:30ごろ 

②9月 10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 
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 
11 12 里芋の収穫	 芋煮会 

 

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 

日時：毎週火・金曜日の午前中（9:00-11:00） 

7月 5日（火）、12日（火）、15日（金） 

19日（火）、22日（金）、26日（火）、29日（金） 

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：7月 8日（金）10:00-12:00 

場所：地域交流センターホール 

 

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） 

◎小畔川水辺再生地魚類調査 

日時：7月 18日（月・祝）10:00-12:00 

場所：旧霞ヶ関北小学校（かほく運動公園）前

の水辺 

	 ガサガサや投網で魚類調査をします。網、ウ

ェダーなどは貸し出ししますので、お気軽に親

子でも参加ください。

 

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。 

◎例会 

広く意見を求めるために非会員の方の参加を歓

迎します。 

日時：7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） 

 

◎田んぼの生きもの観察会（植物編）と野草料

理を食べよう 

日時：7月 30日（土）10:00-15:00（9:30受付） 

＊トピック③参照

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。 
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◎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：7 月 23 日（土）・8 月 8 日（月）・8 月 22

日（月）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（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） 

参加方法：当日直接会場へ 

◎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」 

定員：15組（親子参加） 

内容：里山体験として「こもれびの森」に入っ

て施業体験を行うとともに、木工教室「バード

コール」「樹名板（ネームプレート）」などを製

作します。 

経費：無料 

持ち物：汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、

靴、手ぬぐい・バンダナ、ヘルメット（子ども

用ヘルメットがないのであれば）、軍手、タオル、

飲み物 

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：7月 5日（火）・21日（木）13:30-15:00 

   8月 2日（火）・18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： 7月 10日・8月 14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： 7月 23日・8月 27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。 

①7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。 

②8月 28日（日）9:00-11:00 

	 新河岸川中流部、貝塚橋右岸横集合、仙波大

橋まで。精進橋横分別解散。 

◎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。
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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） 

①7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。蓮の花がきれいに咲いて

います。 

②8月 14日（日） 

	 空の色と沼からの風に秋を感じます。夏鳥が

少しずつ少なくなり、旅鳥のシギやチドリの渡

りが見られる頃です。毎年シマアジも、渡りの

途中に休んでいきます。 

 

広報委員会からのおしらせ
●2016年度広報委員会 

	 新しい広報委員会の体制を紹介します。体制

を整えて早期発行をめざします。 

委員長：小瀬 

企画／編集：小瀬、武田、菊地、過、井口、長

内、安藤、飯島 

発行：武田、渡辺、市川、菅野、小嶋 

●本紙への原稿投稿を受けつけています 

	 2016年 8月号（No.118，7月下旬発行予定）

の掲載原稿は、7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 

	 お持ちでない方はご請求ください。 

②文字の入力方法を統一的に 

	 数字・アルファベットは半角、かっこは全角

を原則として用いています。 

③図表や写真にはタイトルをつけて 

④画像は添付ファイルで提出を 

サイズは長辺を 800ピクセルにしていただける

と助かります。ファイルを別途お送りください。

また、貼り付けた表は Excel ファイルもお送り

ください。 

⑤原稿の入稿期限（毎月 15日）にご協力を 

●インターネットでの情報発信 

1.Webサイトで本紙がカラーで見られます 

http://kawagoekankyo.net/news 

	 PDFファイルで見るとイメージが一変すると

思います。 

2.Twitterでかわごえ環境ネットをフォロー 

https://twitter.com/kawagoekankyo 

3.Facebookページ「いいね！」してください 

https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

●川越市人事異動一覧（本会関連）	

収集管理課長	 矢島	 英也（同課副課長） 

収集管理課副課長	 奥冨	 幸男（同課副主幹） 

●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（7月 6日〜8月 27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 

7/6 
◆9:00広報委
員会 

7/7 7/8 
◎10:00月例会
（みなみかぜ） 
●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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

7/13 7/14 7/15 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 
○8月号投稿期限 

7/16 

7/17 
★9:30郊外ク
リーン活動 

7/18 
海の日	

◎10:00小畔川
水辺再生地魚

類調査	

7/19 
◎9:00植物相調査
（こもれびの森） 
◎9:00農作業
（みなみかぜ）

◆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 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

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 
◎16:00例会
（かわごえ里山

イニシアチブ） 
7/24 
◎9:00新河岸
川市内流域清掃 
★10:00エコ
プロダクツ川

越 2016 

7/25 
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画

地調査・保全作業 

7/26 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

7/27 
★9:00仙波河
岸史跡公園生

き物調査 
◆9:00事業運
営委員会 
◆10:30理事会 

7/28 
 

7/29 
◎9:00農作業
（みなみかぜ） 

7/30  
★9:30田んぼ
の生きもの調

査（植物編）と

野草料理を食

べよう 
 

7/31 
★9:00虫の観
察会 

8/1 
 

8/2 
★9:00池辺公
園定例活動 
◎13:30まち
美化啓発運動 

8/3 
◎10:00まち
歩き暑さ測定

ツアー 

8/4 
 

8/5 
 

8/6 
◎9:00親子で
里山体験と木

工教室 
 

8/7 
 

8/8 
◎8:30森林整備施
業（こもれびの森） 

8/9 
◆15:00かわご
えアジェンダ2
1作成委員会 
●17:30ごろ 
懇親会 

8/10 
 

8/11 
山の日	

 

8/12 
●13:00社会
環境部会 

8/13 
 

8/14 
◎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 

8/15 
○9月号投稿期限 

8/16 
 

8/17 
 

8/18 
◎13:30まち
美化啓発運動 

8/19 
 

8/20 
 

8/21 
 

8/22 
◎8:30森林整備施
業（こもれびの森） 

8/23 
 

8/24 
 

8/25 
 

8/26 
 

8/27 
◎13:30まち
美化啓発運動 
◎16:30夜の
鳴く虫観察会 
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