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2017 年度事業計画の概要 

 
総会（2017 年 5 月 27 日川越市立博物館視聴覚ホール） 

	 2017年度総会が 5月 27日に開催され、議案

がすべて承認されました。7月 23日の「エコプ

ロダクツ川越 2017」への出展、10月 14・15日

の「川越まつり会場クリーン活動」、来年 2 月

25日（日）の「第 16回かわごえ環境フォーラ

ム」（かわごえカフェ）の開催をはじめとする全

体事業、また、専門委員会（部会）が開催する

調査・保全活動、研修・見学会、支援活動など、

たくさんの事業があります。 

	 各事業への積極的な参加とともに、会員にお

かれましてはスタッフとしての参画もぜひよ

ろしくお願いいたします。 

かわごえ環境ネット理事長	 小瀬博之 

新たな川越市環境行動計画の公開 

 
	 本会が作成に協力した新たな「川越市環境行

動計画」の全文が Web でダウンロードできま

す。川越市公式ホームページで「川越市環境行

動計画」を検索し、2017年 3月 31日更新日付

の資料をご覧ください。 
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【コラム】私のエコ体験（12）雑種は悪か？
	 今回は体験談ではなく、日ごろ思っているこ

とを記事にしています。文中には記憶の怪しげ

なものや思い違いのことがらがあるかもしれま

せんので、正しい知識として知っておきたい方

は決してこの記事の内容をうのみになさらない

でご自分で調べて確認されるようお願いします。 

	 そこで、日本のいわゆる絶滅危惧種と言われ

る生物は危惧の程度によって 4ランクに分けて

あり、4月に 38種が追加されて総数 3,634種あ

るそうです。日本には近海も含めて 9万種以上

の生物が生存しているそうで、そのうちで 3千

数百と言うとかなりの比率だなと思いますが、

両方の数値が分類学上の「種」で比較している

のかは不確かです。この 4月に追加されたもの

の中にはヒュウガホシクサのように、一度絶滅

したと思われたものが再確認されて絶滅危惧種

に復活したものもあるようで、それに係る判定

の信頼性には「はてな？」と思わないでもあり

ません。科学技術が発達し、調査に力を入れて

も大自然の中には人が知らないことがいっぱい

あるのだろう、死に絶えたと思っていてもどこ

かでひっそりと生き伸びている、あるいは今の

陣容ではそこまで目が行き届かないことがまだ

まだ沢山あると言うことだろう、と考えれば納

得できるなと合点しましょう。一方で新種とし

て発見される生物もあるわけで、環境が変化す

る中で生きるために適応してゆく生物のたくま

しさを頼もしくも思います。 

	 その中で、最近衝撃的なニュースに目がとま

りました。それは 2 月 20 日の朝日新聞記事と

してネット上に紹介されたものです（拙宅では

毎日新聞を購読しており、同紙面にも報道され

ていたかどうかは気づきませんでした）。それに

よれば、千葉県富津市が自然動物園のニホンザ

ル 164 頭の DNA 鑑定をした結果、約 3 分の 1

の 57 頭がアカゲザルとの交雑種であることが

判明したため殺処分したと発表した、との内容

です。明らかに体形、風貌が異なっていたと言

うのではなく、DNA鑑定で何とか交雑種と把握

できたらしい。 

	 アカゲザルはアジア大陸に広く生息している

猿で、日本では外来生物法によって「特定外来

生物」に指定されていて、実験用やペットとし

て輸入されたものが放置されて野生化したよう

で、静岡や和歌山でも棲息が認められているそ

うです。房総半島では県南地域の観光施設で飼

育されていたものが、施設の閉鎖に伴って放置

され野生化したようです。自然界での交雑は言

うなれば起こり得るべくして起きることでしょ

うが、では柵の中で飼育しているニホンザルの

群の中にどうして野生化したアカゲザルとの交

雑種がいるのか不思議です。 

	 ここからはしばらく息抜きに不謹慎ながら考

えられる状況をいくつか妄想してみたい。まず、

自然動物園で飼育しているニホンザルは飼育用

に捕獲した時点で既に交雑していたか、さもな

くば自然動物園の柵には猿しか知らない抜け穴

があること。これにより野性を失ったボス猿に

愛想を尽かしたニホンザルのメスが外出して野

性のアカゲザルのオスと浮気をし、何食わぬ顔

をして帰宅し自宅で出産したケース。オスのボ

ス猿からみると子供は俺に似てないなあと思い

つつも、長い進化の過程では色んな血が交じる

からこんなことも起きるのかなあと、不審顔を

しながらも納得して他の子供と一緒に面倒を見

てやる。もうひとつは野生化したアカゲザルの

オスが主の昼寝中に不法侵入してきてニホンザ

ルのメスに手を出したケース。更にはニホンザ

ルのオスが群のメス猿に飽きて外出し、野生化

したアカゲザルのメスと浮気したものの、生ま

れた子供はニホンザルそっくりでアカゲザルの

仲間には入れてもらえず、父親を慕って尋ねて

来たか追い出されて来たケース。父親はまあ仕

方ないかとメス猿を納得させて面倒を見ている

始末。可能性からすると後二者は薄いと思わざ

るを得ないが、いずれにしてもこれをヒトに置

き換えてみると苦笑しつつもほほえましく感じ

る。今日、人間の社会ではこんなほほえましい
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状態を期待することは無理かと思われ、猿社会

の方がよっぽど人道的（？）と言えるのではな

いか。それなのになぜに交雑種だと言って殺処

分しなければならないのか、ニホンザルの種を

保存したければ交雑種に不妊手術を施しておけ

ば済むではないか、法で認められているとは言

え何だか憤りを感じる。 

	 閑話休題。房総半島では、平成 7年頃には以

前から（アヤフヤな表現ですみません。）生息し

ているニホンザルとアカゲザルとの交雑種が確

認されており、千葉県では平成 17 年からニホ

ンザルの種がピンチになるのを危惧してか交雑

種の全面駆除に着手しています。どうも人や農

作物等に害を及ぼすとして捕獲されたニホンザ

ルの DNA 検査をしたところ、わずかながらも

アカゲザルとの交雑が判明したと言うことらし

い。交雑種が悪だと言うなら野生化しているア

カゲザルを全て捕獲駆除するか不妊手術を施す

かしかあるまいが、そんなことが可能とは思え

ない。 

	 そもそも生物は古来棲息に適した環境を求め

て移動し、住処を確保した結果が今日の生態系

ではないか。永年にわたる生物の進化の過程で

は、環境に適応するため自らを変異せしめたり、

突然変異で新顔が生まれたりするほかに、他の

種との交雑によって環境適応性の高い新種が誕

生して在来の種を押しのけて大きい顔をしてい

るものがあるはずだ。タンポポだって西洋種や

在来種との交雑種が幅を利かせているではない

か。また人間の都合によって珍しいもの、性能

の優れたもの、肉質のいいもの等々、交雑によ

ってたくさんの新種を作出しているではないか。

花粉症を発生させない杉の育種だってそうだ。

そこには従来の交配によるものだけでなく GM

O（Genetically modified organism：遺伝子組換え

生物）だって誕生している。言うまでもなくヒ

トのそれは全くの不問。生物多様性を唱える一

方で外来種、交雑種は規制し、自然を守ると言

いながら人間の都合のいいように手を加え、管

理しているのが常態。つまるところこの地球で

は人間が主人なのだから、人間の都合によって

善悪は決められているのだ。なんだか傲慢な感

じがして「猿の惑星」とまでは言わないが、私

らが居なくなって近いうちにしっぺ返しが来る

ような気がする。なお忠告しておきますがこれ

は私憤でありますから同調するもよし無視する

もよし、さらには老人の不謹慎な戯言とお怒り

の方はこの記事は読まないことをお勧めします。 

（個人会員	 板野徹） 

（社会環境部会では、このコラムへの会員の方

からの記事投稿を歓迎します。ご意向のある方

は itano.m-t@jcom.zaq.ne.jp へご連絡ください。） 

【コラム】川越の自然を訪ねて（54）マコモとマコモタケと文化

 
伊佐沼のマコモ 

 
川島中学校のマコモ馬

	 マコモは漢字表示で「真菰」とされる。「まこ

もの菰（こも）」というわけだ。菰はコモカブリ

やゴザなど生活に必要な小道具に使用されてき

た。伊佐沼に「日本のマコモ」が生えている。
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マコモの穂は食料にされていたが、収量が少な

く、成熟も一粒ずつ異なり、落ち穂を拾うとい

う方法しかない。コメの普及に従い食料資源と

してのマコモの価値はなくなった。しかし、文

化としてのマコモは残っている。川越に越して

きて、川越の広報で「マコモ馬つくり」という

イベントを見た。また、今年からボランティア

として通っている川島中学校の廊下にマコモ馬

が展示されていた。 

	 今もこのような真菰文化があることに驚くと

ともに、河川の流域には泥炭のマコモ層という

真っ黒な層があることも知った。 

	 食としてのマコモは失われたが、文化として

残されているマコモはどんな植物なのだろうか。

古代といってもいいかもしれないが、医療とい

われる知識が未発達だった時代、自然に存在す

るもので治療が行われていた。 

	 宇佐神宮のご神体はマコモの枕、出雲大社の

大しめ縄はマコモで作られ、近くでは子供の健

やかな生育を願って奉納され食べられる粽（ち

まき）、大宮神社では端午の節句に粽祭りか行わ

れ粽が奉納される、この粽を包む葉はマコモで

ある。なぜこのようになったのか、人間は何か

を真菰に感じたのかもしれない。思い出される

のは「邪気を除く」ということではなかろうか。

邪気とは人間が健康でない不安に陥ることであ

る。神田明神の茅の輪くぐりも有名だが、この

輪もマコモで作られている。マコモは早くから

傷を治すことが知られていた。マコモを煎じる

と胃腸の調子が良くなること、マコモの穂を食

べると疲れが安らぐことなど古代人が経験した。

マコモに治癒の力と予防の力を発見したといえ

ると思う。 

	 マコモの文化は神事に残されているが、庶民

の文化としてお盆のマコモ馬とマコモ牛・盆御

座といわれる風習が継承された。マコモ馬は先

祖を迎えに行く馬であり、マコモ牛はお供え物

を積んで帰る、お見上げと考えられる。先祖を

迎え子孫の繁栄、生活の安定などの力添えを願

う牛と馬の働きだろう。川島中学校の馬をよく

見ると頭から紐のようなものが垂れている。 

	 これはマコモ馬を子供たちが庭を引き回し遊

ぶ習慣によるものだ。この風習は七夕まつりに

つながる。御座に関して伊勢神宮では神事に使

われる葉薦（はこも）は、マコモの葉で作られ

ている。日本にはまこも馬、牛の習慣は残らず、

盆御座の風習は残された（西のほうはまこも馬・

牛の言葉がないようだ）。子のマコモ馬・牛はキ

ュウリやナスに足をくっつける方法に変化して

いった。それとともにその意味合いも失われた

ように思う。 

	 食料としてのマコモはどうなったのか？	 伊

佐沼のマコモに「日本のマコモ」とこだわった

のは食料としてのマコモタケがあるからだ。マ

コモは一種類だが、日本真菰・アジア真菰・ア

メリカ真菰もある。このなかでマコモタケが発

生するのは「アジア真菰」だけ。他の種は、マ

コモタケは発生しない。マコモタケは、黒保菌

（クロホキン）という植物の種子を肥大化させ

る菌である。アジアでは古くからの食べられて

いたが、1800年代に食べられる菌が生息してい

ると判明した。日本のマコモにも黒保菌が付き

黒い菌エイができるがマコモタケにならない、

この部分は加工して鎌倉彫の材料に使用される。

マコモタケは栄養価の高い食料で、その価値は

今も研究されている。確定した性質は美肌によ

い、痴呆症の発達を阻害する可能性が発見され

ている。           （谷道輝夫） 

 
◆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。環境活動の同

士との交流ができることが何よりも魅力です。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】会員・地域・流域の活動

私の種取りから稲作チャレンジ かわごえ里山イニシアチブ

 
ポット苗箱一粒蒔き 

 
一本苗 

 
発芽玄米 

	 かわごえ里山イニシアチブでは、今年は 4月

22日にお米の種蒔きをしました。いま現在、会

の苗作りが順調に進んでいますが、ここでは、

私の種取りから稲作チャレンジについてご紹介

します。 

	 私は、当会に連携する形で、数種類の稲の種

取りを目的に稲作実験を企画、進めています。

これまで発芽玄米をプランター、バケツ、一斗

缶で育てて種籾を得て、3年目、2年目とつない

でいる種籾があります。さらに今年は、滋賀県、

兵庫県から旅してきた古代米二種と酒米玄米が

加わりました。種からの米作りです。人生初の

田んぼでの稲作チャレンジを一からさせていた

だいています。 

	 一昨年前からの実験栽培で、健康な玄米から

は、ちゃんと稲が育ち、種をつなげられること

がわかりました。今年、はじめて出会った酒米

は、発芽が非常に早く、早々に一反分の発芽種

籾を用意できました。会員有志の協力のもと、

全て手作業にて一粒ずつポット式苗箱に種蒔き

する一本苗作りに挑戦しました。 

	 稲作は、一連の工程に機械化が進んでいます。

機械化したおかげで大量生産が可能になりまし

た。通常農家では、機械に頼らないと成り立た

ない生産システムとなっています。今回、機械

に頼らず手蒔きを選んだかと言いますと、今、

普及しているポット蒔き対応の機械では、一粒

蒔きに対応していないためです。一粒一粒の手

蒔きにこだわるのは、栃木県・民間稲作研究所

の稲葉光國先生実践指導の中に、一本苗は茎が

太く丈夫に育ち、分けつ数も増えて一番収量が

上がることが述べられています。昨年、一斗缶

で実践しましたがとてもよい成長過程を見るこ

とができました。しかし広大な田んぼ、現代稲

作の現状からは、非常に難しい技術の一つだと

いえます。たがが一粒、されど一粒という想い

で私の種取りから稲作チャレンジは続きます。 

（林哲也）

 

4 月はキノコの菌打ち、5 月は森林整備施業を実施 こもれびの森・里山支援隊 

 
（左）キノコの菌打ちの様子 

（右）ツタのつるが目立つ林内 

	 4月 15日に今年度初めての活動となるキノコ

の菌打ちを、5 月 14 日に森林整備施業として、

つる切りや下刈りを中心に行いました。 

	 こもれびの森・里山支援隊は、6月 11日から

東洋大学の組織に移行し、「東洋大学川越キャン

パス こもれびの森・里山支援隊」となりますが、

これまでと同様、みなさまと一緒に活動してい

く所存です。         （小瀬博之） 
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豊かな川越へ！自然と伝統を見直す川越青年会議所「豊心祭」で賑わったウェスタ川越 

 
若い力で盛り上げた開会式 

 
名産の芋版で作り上げた時の鐘 

 
川越の自然観察で剥製の鳥が 

 
新河岸川の説明と魚の展示 

 
魚のつかみ取りで夢中の子ども 

 
新河岸川舟運を体験？手作り舟に！

	 「拡げる」「繋げる」「伝える」を合言葉に、

豊かな川越へ川越青年会議所のイベント「豊心

祭」がウェスタ川越で 5 月 20 日に開かれまし

た。 

	 若い経営者らと大学生や市立高校生らとの連

携で、パフォーマンスのステージのほか、川越

の郷土料理をテーマにしたコーナー、小さな川

の博物館などの屋外のイベントとともに、館内

では芋版で大きな「時の鐘」を描いたり、川越

の自然体験で、剥製の鳥がずらりと展示された

りなど、子どもらも多く参加してにぎわいまし

た。 

	 中でも、新河岸川の魚の展示、ウナギやナマ

ズのつかみ捕りなどの、川に関係した「小さな

川の博物館」コーナーは、かわごえ環境ネット

の水辺と川の小委員会も応援しました。2 月の

新河岸川のクリーン活動をたまたま見た青年会

議所の役員との連携から協力しました。 

	 市内の新河岸川の様子を地図と写真でまとめ

た図表を展示、魚の手配は南部漁協との仲介を

して盛り上げました。木造の舟を作って子ども

らを乗せて動かしましたが、江戸から川越に上

るときは「ノッツケ」と言われる綱引き人夫が

舟を引っ張った経験を再現したらと提言しまし

た。 

	 今年の夏には「新河岸川の川祭り」の企画も

あり、東京国際大学の学生らもが 3班に分かれ

てアイデアを展示して関心を集めました。天気

にも恵まれにぎわいました。  （武田侃蔵） 

新河岸川流域での川祭り第 1 号 東村山の「空堀川」で 5 月 28 日（日）

	 新河岸川流域では、柳瀬川や黒目川などで川

祭りが夏休みを中心に行われています。川越市

でも、水辺再生 100プランが始まった 2008（平

成 20）年 8 月に、濯紫公園を会場に「川祭り」

が川越県土整備事務所で企画されましたが、あ

いにくの台風襲来で中止、その後は行われてお

りません。 

	 今年は、川越青年会議所の社会開発委員会が

「濯紫公園」や「赤間川公園」を中心に「川祭

り」を企画しており、かわごえ環境ネットの川

の小委員会も関心を持っています。 

	 その参考にと、5月 28日、東村山市内を流れ

る「空堀川」の川まつりを見学しました。NPO

の「空堀川に清流を取り戻す会」主催で、多く
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の市民の参加でにぎわい、自然を満喫する笑顔

に「川の魅力」を再発見しました。「どぶ川」と

言われた川の中を子どもが走り、親が河原で写

真を撮る光景に、川越市の赤間川、新赤間川の

再生の方向が見えてきた、貴重な見学でした。 

（武田侃蔵）

 
こいのぼりがはためく会場 

 
川の中に入ってはしゃぐ子どもら 

 
水をせき止めカヌー体験 

 

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 5月 17日（水）9:00-10:00に第 2回事業運営

委員会、続けて 10:00-11:45に第 3回理事会を開

催しました。主な議事は次のとおりです。 

①総会のキャスティングについて確認、検討を

行いました。議長、受付、懇親会の司会者等を

決定しました。 

②7月 23日（日）に開催される「エコプロダク

ツ川越 2017」の展示内容に、川越市環境行動計

画「環境に配慮した行動（チェックシート）」の

実施と「ごみ問題啓発パネル設置」の 2項目を

追加することにしました。 

③予算編成（費目）の見直しについて検討を行

い、各部会の会計担当の意見等を聞いた上で改

めて再編案を作成することにしました。 

④前回理事会から 5 月 8 日までに 4 人入会、1

人退会があり、会員数は個人 125、民間団体 29、

事業者 25、行政 1の 180会員となりました。 

⑤川越市の産業観光部より「川の国埼玉はつら

つプロジェクト」古川排水路推進協議会のメン

バー推薦の依頼があり、武田理事を推薦するこ

ととしました。 

⑥事業運営委員会としては、今年度の全体事業

の方針と具体的な事業について検討しました。

方針については、参加者の年代を広げることが

川越市の望ましい環境像の実現のために必要で

あることを確認しました。 

（事業運営委員会委員長・理事長	 小瀬博之） 

社会環境部会

	 5月の例会は、5月 12日（金）福田ビル 3階

会議室において、8 名の出席のもとに開催され

ました。 

1. 理事会報告 

	 身近な水環境の全国一斉調査について協力依

頼がありました。エコプロダクツ川越 2017 の

出展内容の確認をしました。 

2. 4 月 20 日に実施した緑のカーテン講座にお

いて川越市が実施したアンケートの報告、今後

どのように継続して行くかの取り組みについて

検討、協議していくことになりました。 

	 今後の検討課題として 

1. 環境施設見学の担当決めと日程を検討：担当

は板野さん、実施時期は 9月上旬とし、行先に

ついては、次回 6月の部会で候補地を持ち寄り

協議することとしました。 

2. 環境講演会の担当は宮﨑さん、原嶋さんに決

定。日程は 11月上旬とし、内容、講師について

は、宮崎さん、原嶋さんを中心に検討すること

としました。講演場所はウェスタ内、南公民館
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とする。会場確保のため、早期に日程を決定す

る。 

3. エコプロダクツ川越の社会環境部会出展に

ついて、地球温暖化防止対策を関連付けした内

容レイアウトにしたらどうかとの提案があり、

検討することとしました。 

	 6 月度部会進行は原嶋さん、広報原稿（私の

エコ体験）は板野さんとなります。 

（井口吉三郎） 

 

自然環境部会

	 5 月例会は 12 日（金）福田ビル 3 階にて 12

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	

	 4/24（月）17名参加	 キンラン株数調査	 	

5/8（月）18名参加	 新緑観察会	 9:30～12:30 

②池辺公園定例活動	 5/9（火）	 8名参加	 春

の植物調査	 70種ほど 

③キノコ編集会議	 5/8（月）7名参加	 南文化

会館（ジョイフル）13:30～15:30 

④県民参加モニタリング調査説明会 4/28（金）

	 1名出席	 さいたま共済会館 

2. 協議事項 

①今年度の事業計画について 

・これまで自然環境部会で主催してきた観察会

の一部を川越市（環境政策課みどりの担当）と

の共催とする。市が「市民生き物調査」として

広く市民の協力を求めていく事業に協力する。

その第 1回が 6月 4日に行われる。自然環境部

会は資料作成やフィールドガイドなどを務める。 

・調査保全活動は、「（仮称）川越市森林公園」

計画地、池辺公園は定例で行う。県民参加モニ

タリング調査は、これまでと違うメッシュコー

ドが要請されているので場所について検討した。

菅間緑地、中心市街地など数か所候補。 

②今年度予算の検討。備品管理調査の該当者を

記載。 

③コラム「川越の自然を訪ねて」原稿確認など 

（自然環境部会代表	 賀登環）

【予告】かわごえ環境ネットの主催・出展行事

【トピック①】夏の郊外クリーン活動（7 月 16 日日曜日開催）

 

	 かわごえ環境ネットでは、年に 3回のクリー

ン活動をしております。7月 16日（日）に最初

の活動を行います。多くの方の参加をお待ちし

ています。 

日時：7月 16日（日）9:30-11:30 

場所：川越市民聖苑やすらぎのさと 

（川越市小仙波 867-1） 

参加申込：7月 14日（金）までに渡辺（Tel.049

-242-4322）、菊地（Tel.080-5546-2362、E-mail: k

ikums@beige.ocn.ne.jp） 

	 なお、第 2回は川越まつり会場クリーン活動 

（10月 14・15日）、第 3回は川越中心市街地歳

末まち美化活動（12 月 23 日）を予定していま

す。
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会合 
◆広報委員会（2017 年 5 月度） 
日時：6月 7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 5日（水）9:00-10:00同所 

●社会環境部会（2017 年 6 月度） 
日時：6月 9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） 

●自然環境部会（2017 年 6 月度） 
日時：6月 9日（金）15:00-17:00 

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（次回は 7月 14日（金）

同所） 

◆理事会（2017 年度第 4 回） 
日時：6月 21日（水）10:00-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 7月 19日（水）10:00-12:00同所 

◆事業運営委員会（2017 年度第 3 回） 
日時：7月 19日（水）9:00-10:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊6月 21日（水）は休会となりました。 

 

全体事業 
★夏の郊外クリーン活動 
日時：7月 16日（日）9:30-11:30 

場所：川越市民聖苑やすらぎのさと 

（川越市小仙波 867-1） 

＊詳細は 8ページ 

★「エコプロダクツ川越 2017」出展 
日時：7月 23日（日）10:00-15:00 

場所：環境プラザ「つばさ館」（川越市鯨井

782-3） 

＊詳しくは 7月号でおしらせします。 

 

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・

保全活動（毎月第 2・第 4 月曜日） 
日時：6月 12日・26日、7月 10日・24日

（月）9:30-12:30 

集合：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（Tel.049-234-9366） 

★池辺公園定例活動 
日時： 6月 6日・7月 4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 

★キノコ学習会 
日時：6月 12日（月）13:30-15:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 

★キノコの観察会 
日時：7月 2日（日）9:00-12:00 

場所：（仮称）川越市森林公園計画地 

定員：先着 30人 

経費：100円 

講師：西田誠之、大久保彦（埼玉キノコ会） 

申込：川越市環境政策課（Tel.049-224-5866） 

★甲虫調査 
日時：6月 10日（土）9:00集合 

場所：今福雑木林 

問い合わせ：過（Tel.049-246-1155） 
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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） 
ホームページ http://www.foresth.sactown.jp

◎森林公園かんさつ会 
①6 月 7 日（水）考える会主催 
集合・時間：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。入園料要、参加費 200円、お弁当持参、雨

天決行 

	 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。 

②6 月 25 日（日）公園と考える会共催 
集合・時間：国営武蔵丘陵森林公園南口（入園

前受付）9:50集合、14:30ごろ終了解散。入園

料要、参加費無料、お弁当持参（レストランも

あります）、雨天決行 

	 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 17 日（月）公園と考える会共催 
集合・時間：国営武蔵丘陵森林公園南口（入園

前受付）9:50集合、14:30ごろ終了解散。入園

料要、参加費無料、お弁当持参（レストランも

あります）、雨天決行 

	 講師に大塚豊さんを迎えて、ヤマユリの花や

昆虫などを観察します。 

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 
日時：6月 10日（土）9:30-12:30ごろ 

   7月 8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） 
2017 年度予定表 

月 日 活動内容予定 
6 10 人参畑の片付け他 
7 8 

随時 
トウモロコシの収穫作業 
トウモロコシの片付け（平日） 

8  休みです 
9 9 キャベツの収穫、片付け他 

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 事務局：佐藤（Tel.049-234-8500
[9:00-17:00], 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（金曜日の午前中） 
期日：6月 6日（火）・9日（金）・13日

（火）・16日（金）・20日（火）・23日

（金）・27日（火）・30日（金）9:00-12:00 

場所：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（作業終了後） 
日時：6月 9日（金）9:00-12:00 

場所：地域交流センター ホール 
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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.070-5599-2623） 

ホームページ http://kawagoesatoyama.ciao.jp/

	 「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

して無農薬によるお米作りや生きものの賑わい

を取り戻す活動を行っています。 

	 6月より木曜日と土曜日を作業日としていま

す。9:00から現地で作業です。詳しくはお問

い合わせください。 

◎田植え&有機稲作学習会（研修から変更） 
日時：6月 10日（土）9:30-16:00 

集合場所：田植えは髙梨農園（川越市福田

439）、学習会は川越市地域北部ふれあいセン

ター（川越市山田 1578-1） 

参加費：300円（田植え）、500円（学習

会）、クラウドファンディング支援者のみなさ

まはご招待 

 午前：田植え実習（ポット苗・マット苗） 

 午後：命育む有機稲作の学習会 

持ち物：長靴（田植え用）、長袖、帽子、首に

巻くタオル、ビニール手袋、飲み物、昼食 

◎田んぼの生きもの調査（動物編） 
日時：6月 24日（土）9:00-12:00 

集合場所：髙梨農園 

参加費：一般 500円 

◎例会 
日時：6月 25日（日）16:00-18:30 

場所：南公民館実習室（川越市新宿町 1-17-17

ウェスタ川越 1階） 

	 無農薬の稲作りに興味のある方、生きもの興

味のある方など、広く意見を求めるために会員

でない方の参加も歓迎します。 
今後の主なイベント（変更の可能性があります） 
期日 時間 内容 
6/10

（土） 
9:30-16:00 田植え&有機稲作ポイント研

修・現場＆座学③ 
6/24

（土） 
9:00-12:00 田んぼの生きもの調査（動

物編） 
7/15

（土） 
10:00-16:00 有機稲作ポイント研修会・

現場＆座学④ 
9/23

（土） 
9:30-15:00 稲刈り 

10/14
（土） 

10:00-15:00 
（受付 9:3

0） 
会員限定 

収穫祭・・・マコモ収穫お

楽しみ企画､新米おにぎりな

ど 

 
東洋大学小瀬研究室（東洋大学川越キャンパス こもれびの森・里山支援隊） 
問い合わせ：小瀬博之（E-mail: hkose@toyo.jp, Tel./Fax.049-239-1532） 

こもれびの森・里山支援隊 http://ameblo.jp/komorebi-satoyama/ 
◎こもれびの森・里山支援隊 森林整備施業 
日時：6月 11日（日）10:00集合（変更しまし

た）-15:00（解散 16:00）、7月 9日（日）8:30

集合-15:00（解散 16:00）（いずれも荒天中止） 

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 

内容：手鋸、剪定鋏等を用いた小径木の伐採、

下刈りなど。 

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：6月 11日は開催日 2日前ま

でにご連絡ください。7月 9日については、原則

として開催 1週間前（7月 2日）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/komorebisatoyama/） 
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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 金曜日 
日時：6月 6日（火）・16日（金）・7月 4日

（火）・21日（金）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 11日・7月 9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 24日・7月 22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・新河岸川市内流域の清掃 
	 原則として第 4日曜日 9:00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（Tel.090-2521-

5770）へご連絡ください。 

①6 月 25 日（日）9:00-11:00 
	 新扇橋から旭橋、川崎橋までの河岸川流域の

両岸清掃。旭橋左岸にごみを集めて解散。 

②7 月 23 日（日）9:00-11:00 
	 新河岸川上流、三日月橋から濯紫公園まで。

星野高校脇の黄金橋に集合。上・下流に分かれ

て作業。石原橋近くにまとめて解散。 

 

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） 

◎小畔川魚類調査 
日時：7月 16日（日）10:00-12:00 

場所：小畔川御伊勢橋下流 

	 網、ウェダーは貸し出します。気軽に参加く

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：内野（Tel.049-222-1731）、当日の携帯電話連絡（Tel.090-7003-8617） 

◎伊佐沼でバードウオッチング 
（毎月第 2 日曜日、小雨決行） 
集合：10:00伊佐沼西岸蓮見橋近くのあずまや 

持ち物：筆記用具・図鑑・双眼鏡・飲み物 

参加費：一般 300円、高校生以下 100円（保険

代・資料代） 

解散：集合場所にて 12:00ごろ 

①6 月 11 日（日）10:00-12:00 
	 夏鳥が揃って出迎えてくれます。 

オオヨシキリ、バン、コアジサシ、コチドリな

ど。カイツブリはかわいい子連れで泳いでいま

す。 

②7 月 9 日（日）10:00-12:00 
	 ピンクの古代ハスの花が咲きそろい、カイツ

ブリやカルガモのひなは無事に育っています。

暑いですが楽しい観察会になるでしょう。 

 

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 
	 2017年 7月号（No.129，7月 1日発行予定）

の掲載原稿は、6月 15日（木）締切です。原

稿と写真は電子データで編集担当共有のメーリ

ングリスト（koho@ml.kawagoekankyo.net）に

お送りください。メーリングリストは事前登録

が必要です。未登録の方は事務局に問い合わせ

ください。メールを使用していない方は、かわ
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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

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。入用の方は広報委員会にご連絡く

ださい（koho@kawagoekankyo.net）。 

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、英文や時刻表示の「:」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」程度にサイズを小さ

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に貼り付けずにタイトルがわ

かるようにしていただければレイアウトしま

す。

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。

早期の発行にご協力ください。

●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

残念ながら会員に送付及び公民館等で配布し

ている紙版は、モノクロの孔版印刷のために画

像がつぶれてしまい、判別がつきにくい状況で

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。鮮明な画像でぜひお楽しみください。スマ

ートフォンにも最適化されています。

（http://kawagoekankyo.net） 

2.Twitter でかわごえ環境ネットをフォロー

本会 Twitter（@kawagoekankyo）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

本会は、Facebookでも積極的に情報発信し

ています。かわごえ環境ネットからのおしらせ

だけでなく、イベント等の報告も逐次行ってい

ます。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行って

「いいね！」してください。

https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

かわごえ環境ネット Facebook ページ 画面 

QR ホームページ  Twitter Facebook ページ 

●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。



月刊 かわごえ環境ネット 2017 年 6 月号 No.128 

- 14 - 

イベントカレンダー（6 月 7 日〜7 月 29 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 

6/7 
◆9:00 広報委

員会 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

6/8 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 

6/9 
◎9:00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 

6/10 
★9:00 甲虫調

査 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
◎9:30 田植え

&有機稲作学

習会 
6/11 
◎10:00こもれび

の森・里山支援隊 
◎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 

6/12 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 
★13:30 キノ

コ学習会 

6/13 
◎9:00農作業

（みなみかぜ） 
 

6/14 
 

6/15 
◎9:00農作業

（かわごえ里山）

○本紙 7 月号

投稿期限 

6/16 
◎9:00農作業

（みなみかぜ） 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

6/17 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 

6/18 
 

6/19 
 

6/20 
◎9:00農作業

（みなみかぜ） 
 

6/21 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 

6/22 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 

6/23 
◎9:00農作業

（みなみかぜ） 
 

6/24 
◎9:00 田んぼ

の生きもの調

査（動物編） 
◎13:30 まち

美化啓発活動 
6/25 
◎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例会（か

わごえ里山） 

6/26 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

6/27 
◎9:00農作業

（みなみかぜ） 
 

6/28 
 

6/29 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 

6/30 
◎9:00農作業

（みなみかぜ） 
 

7/1 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 

7/2 
★9:00 キノコ

の観察会 

7/3 
 

7/4 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

7/5 
◆9:00 広報委

員会 

7/6 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 

7/7 
 

7/8 
◎9:00農作業

（かわごえ里山）

◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
7/9 
◎8:30こもれび

の森・里山支援隊 
◎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 

7/10 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

7/11 
 

7/12 
 

7/13 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 

7/14 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

7/15 
◎10:00 有機

稲作ポイント

研修会 
○本紙 8 月号

投稿期限 

7/16 
★9:30 郊外ク

リーン活動 
◎9:30 小畔川

魚類調査 

7/17 
海の日	

◎9:50 武蔵丘

陵森林公園か

んさつ会	

7/18 
 

7/19 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 

7/20 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 

7/21 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

7/22 
◎9:00農作業

（かわごえ里山）

◎13:30 まち

美化啓発活動 
7/23 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
★10:00エコプ

ロダクツ川越2
017出展 

7/24 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動	

7/25 
 

7/26 
 

7/27 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 

7/28 
 

7/29 
◎9:00農作業

（かわごえ里山） 
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