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あけましておめでとうございます 

 
	 新年のお喜びを申し上げます。 

	 本年がみなさまにとって充実した 1 年であ

ることをお祈りいたします。 

	 2000 年 8 月 5 日に設立されたかわごえ環境

ネットは、今年で 19年目を迎えます。「市民・

事業者・民間団体・行政の協働で川越市の望ま

しい環境像の実現をめざす」初心を忘れずに、

協働を橋渡し役としてますます活動を活発に

していきたいと考えております。 

	 みなさまのご支援・ご協力をよろしくお願い

いたします。 

（かわごえ環境ネット理事長	 小瀬博之） 

第 16 回かわごえ環境フォーラム（2 月 25 日） 

 
	 午後の部の講演会と語らいの場「かわごえカ

フェ 2018」は 2 月 1 日（木）参加受付開始で

す。「緑」を知り、語り合います。（詳細 11面） 



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 1 月号 No.135 

- 2 - 

【コラム】私のエコ体験（19）緑のカーテン（パッションフルーツ苗での配布終了予定）

 
挿し芽講習風景 

 
山芋の収穫（13kg） 

 
ムカゴからでもこんなに育ちました

	 話題が時季外れになりますが、パッションフ

ルーツでの緑のカーテン促進運動として苗の配

布を市との協賛で始めて 3年が過ぎました。 

	 おかげさまで、毎年募集人数を超える応募を

いただき、今年は川越市役所で 52名の参加者で

行いました。 

	 事前打ち合わせの場で今後、個人で続けて行

くのは負担が大きいので何とか考えなくてはと、

原嶋さんより苗配布ではなく挿し芽に切り替え

てはとの提案がありました。 

	 と言うのはパッションフルーツの苗は、今年

4月 20日の頒布会に間に合わせるには昨年 8月

に挿し芽したものを育てなくてはなりません。

パッションフルーツの欠点は南洋植物のため、

寒さに弱く（5C°以下では育たない）8 か月間

部屋の中での育成となります。原嶋さんより、

一人でたくさんの苗を育てるのはたいへんだけ

れど、数鉢なら楽しみながら苗からの育成で愛

着もでき、広がっていくのではないかとの提案

があり、それではと、今年の配布会で参加者に

挿し芽の講習会を計画したら参加しますかと問

いかけたところ、大勢の方から参加したいとの

賛同を得ました。 

	 さっそく、原嶋さんに積極的に動いていただ

き、場所は野菜作りでつながりのある北公民の

館長と話をまとめて頂き、市の環境政策課の協

力を得て実施する運びとなりました。 

	 実施日は 9月 9日（土）、1階の 2部屋分のゆ

ったりした場所を確保していただきました。募

集人数 30名で 7月 25日の広報川越（No.1395）

『催し・募集』に掲載していただいたところ、4

8名の申し込みがありました。 

	 当日のパッションフルーツ挿し木実習講習会

の内容につきましては、本紙 10月号（No.132）

に原嶋さんが記事にして掲載しています。 

	 今回の実習講習会には、原嶋さんがすべての

手配と苗の提供も手伝っていただき、実行でき

たことに感謝しています。また当日は渡辺さん、

松岡さんにお手伝いいただきました。 

	 初めての挿し木実習講習会でしたので反省す

るところも多々ありましたが、うれしかったこ

ともあります。後日一婦人からメールがあり、

もっとたくさん育てたいので挿し芽を分けてほ

しいとのことで取りに来ていただきました。30

数本の挿し芽を持ち帰りました。 

	 挿し芽を成功させて友人に分けてあげようと

思っているとのこと、励みになる言葉をいただ

きました。後日報告があり、34本挿し芽して 3

0本成功したとの報告もありました。 

	 以上のことをふまえ、私のパッションフルー

ツ苗での緑のカーテン配布運動は今年で終わり

にしたいと思っています。 

	 部会として来期からの緑のカーテンに関して

は新たに検討していくと思います。 

	 来年からは趣味の一環として、苗からジャム

作りまでを楽しみながらいろいろと試していく

予定です。 

	 私のエコ体験（13）で紹介した 60cm 角の手

作りコンポストで山芋作りの収穫が終わりまし

たので報告します。12本の苗で 8kg～10kgを予

想していましたが、13kgの収穫ができ、面積あ

たりのコストパフォーマンスに驚いています。 

気をよくして来年用にもう 1個増やし、本格的

に取り組みたいと思っています。（井口吉三郎） 
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【コラム】川越の自然をたずねて（59）キノコ（その 1）

 
2010.7.4 第 3 回「キノコの観察会」 

	 自然環境部会において、2015年から 3年間に

わたって取り組んできた「キノコの冊子」づく

りが大詰めを迎え、編集作業が続いています。

自然環境部会が発足した 2001年当時は、「川越

に野生のキノコはあるの？」のような認識でし

たが、四季折々、「（仮称）川越市森林公園」計

画地の自然観察を続けていると、キノコは常に

身近にありました。 

	 かわごえ環境ネット会員でキノコに詳しい稗

島氏、大久保氏を講師に、第 1回の「キノコの

観察会」を 2008年 9月 21日に開催しました。

そのときは 20名の参加者で 37種と観察記録が

あります。その後会を重ね、今年は 10回目にな

りました。その間、写真や記録が蓄積し、これ

らをきちんとした形で残したいという要望が会

員内にあり、冊子を作ることになりました。写

真を自前で調達する必要から、この 3年間様々

な場所に足を運び、生態的な役割についても学

習を重ねてきました。 

	 「（仮称）川越市森林公園」計画地でよく見つ

かるのはテングタケ科、イグチ科、ベニタケ科

などで個体数も多い方です。これらの多くは菌

根菌と呼ばれ、土壌の中に菌糸をめぐらし、周

りの樹木の根の周りを覆い、栄養のやりとりを

しています。菌糸からは水分や無機栄養分、樹

木からは光合成由来の有機物をもらって、共生

関係にあります。すなわち、これらのキノコが

あるということは、健全な生態系が成り立って

いるということになります。また、林床を飾る

キンラン、ギンランなどのラン科の植物も菌根

菌と共生しています。この雑木林がなくなれば、

キノコもラン科の植物も失われることになりま

す。 

	 川越市で他にキノコのよく見つかるところは、

池辺公園、川越水上公園河畔林エリア、川越運

動公園周囲樹林帯、市民の森などです。以下写

真は冊子編集例です。体裁は A5オールカラー1

00ページで、2018年 2月 25日の第 16回かわご

え環境フォーラムにて刊行予定です。 

（自然環境部会	 賀登環）

 
ヤマドリタケモドキ  イグチ科 

 イグチ科のキノコは大部分が梅雨～初秋に発生する。地

上生。傘、柄を持ち、傘の裏面が管孔で菌根菌という特徴

をもつ。 
 

冊子の編集例 
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【報告】かわごえ環境ネットの活動

上戸小学校 4 年生「わくわくタイム」活動支援報告 2017 自然環境部会 

 
始めの会 イチョウの木の下で 

 
越冬場所探し中のスズメバチ 

	 11 月 22 日（水）の午前、春に続いて「わく

わくタイム」を支援しました。生徒数は 73名と

先生 2名、かわごえ環境ネットからは小瀬理事

長、賀登さん、森田さん、横山がご一緒しまし

た。 

	 11 月 11 日（土）に担任の先生と東洋大学構

内を下見散策したところ、「こもれびの道」サイ

ドエリアの土が柔らかく、コナラの実生や、カ

ブトムシの幼虫もいるのでと場所を決めて、当

日を迎えました。 

	 昨年は前日雪に降られ、足下がぐちゃぐちゃ

の中での活動でしたが、今年は天気に恵まれて、

たくさんの収穫がありました。特筆すべきは「ス

ズメバチ」。下見の際に朽ち木内に居るのを見つ

けたのですが、当日は同じところにいるわけも

なく、「この辺にいたんだよ。」で探したところ

発見。触ってはいけないので、観察をした後、

自然に任せました。ちゃんと寝床探せたかな

あ？ 

	 その他の生き物は、カブトムシの幼虫、ジョ

ロウグモ、ゲジゲジ、ゴミムシ、アリ、コメツ

キムシ、ガ、モジャモジャのケバエ幼虫などを

見つけました。たくさんの児童と一緒に入る「わ

くわくタイム」は、毎回「思わぬ発見」が多く、

協力する会員も楽しく過ごさせていただきまし

た。しかし、この支援は諸事情により、今回を

もって終了としました。 

	 東洋大学の樹木は紅葉のきれな物が多く、入

口のケヤキ並木、イチョウ並木、コナラ、クヌ

ギの雑木林など青空と一緒に写真を撮ると絵に

なります。興味のある方は「こもれびの森里山

支援隊」にご参加ください。 

（横山三枝子） 

 

歳末まち美化活動（12 月 23 日）  

 
本川越駅前交番横で集合写真 

過去最高の参加者、交番のお巡りさんにシャッターをお願いしました。親子で参加も過去最高。 
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	 2003 年から始まった川越中心市街地の歳末

まち美化活動、15 回目の今年も天皇誕生日 12

月 23日（土・祝）に実施しました。 

	 天気は晴天！	 当日は9時30分に本川越駅前

交番前に集合、参加者は 77人（過去 高、昨年

は 51 人）、かわごえ環境ネット会員や市民 21

人、武州ガスの社長と社員ご家族 18人、東洋大

学学生 8人、市立川越高校生徒 12人と関係者・

支援者、小江戸大江戸トレニックワールド 12

人と多くの方々が参加しました。 

	 クリーン活動段取り名人の渡辺利衛さんから

収集の仕方とコースの説明を受け、集合写真撮

影の後、参加者は北コース 6班と南コース 4班

に分かれクリーン活動を開始しました。 

	 参加者はまち美化活動のゼッケンを着け、ゴ

ミを拾いながら、空き缶・紙くず・たばこなど

のポイ捨て止めましょう！をアピールし、師走

の市内中心部を回り、北コースは中央公民館で

ごみの分別作業を行い、その後蓮馨寺に移動し、

中庭で熱いお茶と有志カンパで調達した川越名

物の太麺やきそばを食べ、歓談して解散しまし

た。 

	 南コース担当の川越市立川越高校は、本川越

駅～川越駅～ウェスタ川越で活動しました。ウ

ェスタ川越でごみの分別作業を行い、カフェ&

ベーカリー「どんなときも」で焼きたてのパン

を食べて解散しました。 

	 今回は拾ったごみの数を記録しました。後日

集計結果に基づき過去のデータと比較したレポ

ートを広報に掲載いたします。 

	 ごみ拾いは、まち美化の効果とともに、屈伸

や歩行を行うことにより、エクササイズ（exerc

ise：英語で運動の意）の効果もあります。来年

も奮って多くの方々のご参加を!! 

（歳末まち美化活動担当	 菊地三生） 

 
小瀬理事長の挨拶 

 
ごみの数を記録 

 
ごみ拾い 

 
中央公民館で分別作業 

 
親子で参加 

 
蓮馨寺で太麺やきそばを 

 
市立川越高校生徒と関係者 

 
ウェスタ川越で分別作業 
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【報告】会員・地域の活動

収穫祭を行いました。そして、来年の米づくりが始まりました。かわごえ里山イニシアチブ 

 
小瀬教授の全般説明

 
代表株の重量を測ります 

 
方眼紙を使って粒数を数えます 

	 12月 16日（土）、東洋大学小瀬研究室との共

同研究で「稲の収量調査をして学食を食べよ

う！」と銘打って参加者を募集し、アカデミッ

クな雰囲気の中で稲の収量調査を行いました。 

	 これは、NPO法人の民間稲作研究所が開発し

た無農薬・無化学肥料の効率的な栽培法の検証

や、今後の地域に根ざした生きものにやさしい

栽培法を模索するための調査研究となります。 

	 CO 江戸かわごえ初雁の里では、収穫時に 10

か所で 1m2の面積の稲のサンプルを採取してお

り、これの 1株ごとの粒の重さや粒数を数える

もので、10 人の参加者を得て午前 10 時より小

瀬教授の指導の下で調査を開始しました。一粒

ずつ丹念に数える人、数量カウンターを使う人、

方眼紙で数える人など方法は様々で、根気のい

る調査で、完全に終えることはできませんでし

たが、何とか 4時ごろまでにおおむねの収量調

査を終えることができました。今後はさらに調

査の継続を行い、気象データや IoTを活用した

田んぼカメラなどのデータを加味して評価、分

析をしていくことになります。調査研究の結果

により、我々が行う無農薬の栽培法の有効性が

検証され、地域の普及・拡大につながっていく

ことを願っています。     （増田純一） 

ウッドチッパー「大橋君」の活躍 こもれびの森・里山支援隊（東洋大学小瀬研究室） 

 
午前集合時の集合写真 

 
自然再生エリアでのチッパー作業 

 
終了時の反省会 

	 12月 10日（日）8:30-16:00、今年度 9回目の

公開活動日は、午前中 15名、午後 11名の参加

で、ウッドチッパーを用いた作業を行いました。 

	 これまでに伐採した枝を、以前グラウンドで

あった自然再生エリアに運び出して、そこでチ

ップを作成しながら敷きつめ作業を行いました。 

	 ウッドチッパーの調子が悪く、作業は苦労し

たようですが（小瀬は作業欠席）、周回路全体の

1/3にチップを敷くことができました。 

	 メーカーの名前にちなんで「大橋君」と名付

けられたウッドチッパー。まだまだ活動の場は

あるので、調子を取り戻してほしいものです。 

	 新年の初回は 1 月 6 日（土）8:30-16:00 の実

施となります。今後も 1か月に 1回のペースで

里山林保全活動を行いますので、興味のある方、

継続して参加したい方の参加をお待ちしていま

す。 

（小瀬博之）



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 1 月号 No.135 

- 7 - 

石坂産業訪問記 

 
石坂産業本社 三富や富士山が一望できる応接室で交流 

	 11 月 29 日（水）午前、かわごえ環境ネット

副理事長の横山三枝子さんと一緒に石坂産業株

式会社本社を訪問しました。迎えてくれたのは

執行役員経営企画室長兼くぬぎの森環境塾長の

熊谷豊氏、環境 CSR推進部兼石坂ファームの小

堀進氏、経営企画室くぬぎの森環境・石坂塾担

当の小嶋麻希子氏の方々。 

	 訪問の趣旨とかわごえ環境ネットの説明を行

った後、熊谷氏より会社の経営理念「謙虚な心、

前向きな姿勢、そして努力と奉仕」や産業廃棄

物の処理や事業内容の説明を受けました。 

	 私たちの生活や活動は廃棄物の排出とは縁が

切れません。この廃棄物の処理や資源の再利用

を、環境に優しく処理を行っているリーディン

グカンパニーが石坂産業といわれております。 

	 会社案内によれば、「産業廃棄物処理施設で行

っている資源再生事業は、ゴミを出さず、資源

を循環させる暮らしを、人や企業に広め、実現

していく役割を担っています。里山づくりや環

境教育、多様な国・企業・人との共創による技

術開発と研究、エコプロダクツやオーガニック

商品、そして室礼による日々のおもてなしは、

これからの地球に必要なライフスタイルをつく

り、啓蒙していくことにつながっていく。地球

が枯渇するのではなく、地球が育まれる。豊か

に暮らすことが、豊かな地球につながる。私た

ちは、自然と共生する暮らしの素晴らしさを、

一人ひとりに届け、世界中の文化として根づか

せていくことを目指します。」とあります。 

そして、自然と共生と啓発の一環で「三富今昔

村」を処理工場に隣接して設け、里山の保全や

環境教育を行っていることが特筆できます。 

	 交流の後、小堀氏の案内で野菜づくりの「石

坂ファーム」（写真 2）や「くぬぎの森」（写真 3,

4）を巡り、紅葉が美しい三富の山（平地林を山

という）を散策しました。 

	 産業廃棄物の処理と自然環境の保全を両立さ

せている施設を知ることができ、たいへん有意

義な会社訪問でした。川越の隣接にあるこの施

設を是非見学をされたし。 

<参考> 

石坂産業株式会社概要 

・代表者：代表取締役 石坂典子 

・本社・工場：埼玉県入間郡三芳町上富緑 1589-2 

・設立：昭和 42年 7月 

・資本金：7,000万円 

・売上額：4,882百万円（2016年 8月期） 

・従業員：170名（2017年 1月） 

・事業内容：産業廃棄物中間処理業、収集運搬

業、再生品販売業等 

（菊地三生）

 
写真 2 石坂ファーム 

 
写真 3 ミニトレインで里山巡り 

 
写真 4 ツリーハウス 
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太陽を浴びて「ソーラクッキング」も 第 17 回「北公民館かんきょう祭り」（11 月 11 日） 

 
オープニングのフルート演奏 

 
食品ロス防止に取り組む講演 

 
環境の標語や川柳がずらり

 
写真の展示では寺尾地区の水害も バザーなどで賑わう会場も

 
会場を盛り上げた混声合唱

	 春の「さくら祭り」と並んで北公民館の秋の「かん

きょう祭り」が 17回目を迎え、11月 11日（土）に

開かれました。今年のテーマは、昨年に引き続き「変

えよう！私たちの生活（くらし）」～もったいない無

くそう食品ロスを～PartII～で、身近な暮らしの中で

の改善点を探りました。 

	 主催の実行委員会委員長のあいさつと環境宣言を

行い、川越フルートアンサンブル「ろりおど」のオー

プニング演奏があって、午前の講演が開かれました。

昨年は、埼玉県環境部の「食品ロス」の取り組みにつ

いての講演がありました。今年は、具体的に取り組ん

でいる所沢市環境クリーン部資源循環推進課の対馬

拓哉さんから、豊富な事例を映像で紹介していただき

ました。①食品ロスゼロのまち協力店登録制度、②ト

コとん!!クッキングのホームページ化、③学校給食を

通した啓発活動、などとたいへん参考になり、参会者

の共感を得ました。活発な質疑応答を加えて、実りあ

る講演会でした。 

	 講演会のあと、1・2 階などの各部屋の展示やバザ

ーなどが一斉に幕を開け、太極拳、フラダンス、謡曲

や合唱などの登録グループの演示も行われました。広

場では、快晴の下で「ソーラクッキング」の実演が行

われました。太陽光を1か所に集めた熱で、ゆで卵や、

コーヒーの試食や試飲もあり、太陽光のありがたさを

実感しました。太陽や風力、地熱などの自然エネルギ

ーの活用で CO2削減を進め、地球温暖化による気候

変動の災害が減ればとの思いを深くしました。 

	 1階の環境作品の写真展示では、10月 22日夜から

23 日にかけて起きた、寺尾地区の水害の状況が紹介

され、駐車場の車の水没、水が引いた後のごみの山な

ど、生々しい惨状が何枚も張られていました。この川

越江川は、今まで浸水などなかったところでしたが、

周辺の宅地化などの環境変化に合わせ、排水ポンプの

故障などのアクシデントで、まれにみる災害となりま

した。また、北公民館の前の新河岸川に乗用車が浮か

んでいる写真もあって、水の怖さを見せられました。 

	 2階では、川越市環境部から職員も出て、温暖化対

策やごみ減量のPRも行いました。また、老若男女が

楽しめる「遊びの広場」、「桜草の苗提供」や、所沢市

が行っている不用品を気軽に出す活動に学んで、陶器

類を中心に「もったいない市」を開きました。また、

毎年恒例のバザーは、昨年以上の盛り上がりを見せ、

多くの浄財をいただきました。このバザーやコーヒー

販売、販売団体の協力金の一部は「川越市義援金台風

21 号」と「川越市社会福祉協議会」へ寄付いたし、

盛会のうちに終りました。 （西田寿） 
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第 8 回 低炭素まちづくりフォーラム in 埼玉 12 月 2 日に草加市の獨協大学で開催 

 
中川環境大臣のあいさつ

 
犬井学長の「里山の旅」講演

 
「エコツーリズム」で熱弁を

	 8 回目を迎えた「低炭素まちづくりフォーラ

ム in 埼玉」が、昨年の埼玉大学に続いて、草

加市の獨協大学天野貞祐記念館と創立 50 周年

記念館（西棟）の施設を利用して開かれました。

300人前後の参加者と分科会、映像での発表と、

新しい大学の施設で効果を上げました。 

	 横山実行委員長の開会あいさつの後、中川環

境大臣の登壇に参会者もびっくりしました。財

務省から環境事務次官までの経歴から環境行政

について、15分近く話されました。エネルギー

問題やパリ協定などでの日本の姿勢が問われて

いるときですが、現職大臣がこのような会に出

られたことに大きな拍手が湧きました。 

	 次いで基調講演は、獨協大学学長で、経済学

部国際環境経済学科教授の犬井正さんの「エコ

ツーリズム	 心おどる里山の旅」と題し、世界

と日本の「エコツーリズム」の流れを紹介しな

がら、環境省のエコツーリズムモデル地区の紹

介、さらに身近な飯能市の取り組みなども紹介

されました。市役所にエコツーリズム担当を置

いて積極的に市民を巻き込んでいる飯能市で、

「エコツーリズム推進協議会会長」として、行

政と市民との懸け橋として活躍した経験が生か

されていました。 

	 1982年に国際自然連合が、エコツーリズムが

自然保護の資金調達の手段として有効とされ、

その後地球サミット開催などで次第に自然保護

とその複合的利用のシステムが整備され、2008

年には、日本でも「エコツーリズム推進法」が

施行されました。川越市は商業・工業・農業の

バランスがとれた水と緑に恵まれた街です。「祭

りと蔵」だけでない、エコツーリズムの視点で

の「まちづくり」が課題と痛感しました。 

	 午後からは①「明日から出来る家庭の省エネ

術～小さなエネルギーで豊かに暮らす未来と

は？～」、②「環境経営の今・これから～持続可

能な開発目標（SDGs）に向かって～、③川の国

 埼玉の実現に向けて～県民みんなと、川に愛着

を持とう～、④ふるさとの自然を未来に残そう!

～クビアカツヤカミキリの防除活動をとおした

地域の課題解決～、⑤緑と農のまちづくり～東

埼玉地域の農地を活かした取組～と、それぞれ

講演とパネルデスカッションを行いました。ま

たワークショップで、⑥あなたと解決	 大学生

が感じた課題～大学生の環境取組にあなたの意

見を聞かせてください～が開かれました。 

	 第 3分科会では、埼玉県の水辺再生課職員が、

県の「水辺再生 100プラン」「川のまるごと再生

プロジェクト」、現在実施中の「川の国埼玉はつ

らつプロジェクト」の施策の流れを解説しまし

た。次いで川越市内に事務所がある荒川上流河

川事務所の荒川太郎右衛門地区の河川環境保護

の取り組みが紹介されました。上尾市や鴻巣市

の市民との協働による活動で昔の川筋を生かし

たビオトープ等の整備された姿とともに、大雨

で荒らされたあとの復旧に励む苦労も報告され、

川の環境保持の難しさを改めて実感しました。 

	 また、草加市内の小学生 6年生らが、大人に

交じって市内の伝右川の清掃に取り組んでいる

活動が紹介されました。その中で、中川からの

劇薬流出で多くの魚が死んだ 10 月の事件での

行政の対応の不備に、率直な疑問を訴えた発言

が印象に残りました。 

（武田侃蔵）
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【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 12月 20日（水）9:00-10:00に事業運営委員会、

10:00-12:00に理事会が福田ビル 3階会議室にお

いて行われました。審議事項が重複しています

のでまとめてお伝えします。主な議事は次の通

りです。 

第 16 回かわごえ環境フォーラム 
	 環境活動報告集の応募・入稿状況、入稿最終

期限と伝達方法、編集期日と編集者、協賛応募

状況、全体のスケジュール、基調講演者の岩谷

美苗氏との打ち合わせ状況、「かわごえカフェ 2

018」の進行・準備等の確認を行いました。なお、

環境活動報告集の最終入稿期限を1月5日（金）

といたしました。応募された方で修正等ある場

合は、この期日までにお願いいたします。1月 9

日（火）には原稿を揃えて編集を行う予定です。 

パンフレット改訂 
	 かわごえ環境ネットのパンフレット改訂につ

いては、広報委員会で内容の検討を行うことに

なりました。現在使用しているものは、一部内

容が古いですが、有効活用することにしました。 

歳末まち美化活動 
	 12 月 23 日実施の歳末まち美化活動の参加人

数、必要な用具等の確認を行いました。 

次年度の事業計画 
	 各専門委員会に事業計画の検討を改めて依頼

するとともに、新規事業と設立 20周年に向けた

事業についての検討を各理事に依頼しました。

また、次年度の役員改選に向けてのスケジュー

ルの確認を事務局に依頼しました。 

（小瀬博之） 

社会環境部会

	 12 月の例会は、12 月 8 日（金）福田ビル 3

階会議室にて、会員 7名の出席のもとで開催し

ました。 

1.事業運営委員会、理事会の報告 
	 板野代表、原嶋が要点を報告しまた。 

2.実施報告 
	 環境講演会は、11 月 25 日（土）に川越市南

公民館にて実施し、映画と講演の効果で、会場

満席の 88名の参加者があり好評でした。心配さ

れた費用の面も、参加費と部会予算内でまかな

えることとなりました。宮崎さんより早くも講

師確定のため、来年度の環境講演会の計画を進

めたいと提案があり、次回以降早めに検討を進

めることにしました。 

	 エコドライブ講習会は、11 月 11 日（土）の

ウェスタ川越と、11 月 19 日（日）のつばさ館

の 2か所で行われ、井口さん、渡辺さんが参加

し、大勢の参加者の指導をしました。後日、ケ

ーブル TVで放映されたとのことです。今後は、

若い指導者でやっていただけるとよいのではな

いかとの報告がありました。 

	 北公民館かんきょう祭りは、環境政策課、及

び部会として松岡さんが参加して、環境家計簿

を主体とした省エネの PRを行いました。 

3.討議事項 
	 かわごえ環境ネットの「入会のあんない」の

パンフレットの改版の件は、社会環境部会の活

動欄の見直し推進、環境活動報告集については、

板野代表が部会の全体取りまとめ、その他、月

刊かわごえ環境ネットの記事から抜粋掲載でま

とめることにしました。講演会の概要確認、か

わごえカフェについては、テーマに即したディ

スカッションになるので、本紙 1月号を見て想

定し、参加意識を高めることにしました。 

	 その他、今年度の収支決算見通し、来年度の

事業計画等は、1 月以降の部会で検討すること

にしました。 

	 1 月の司会進行は武田さん、コラム投稿は井

口さんです。 

（社会部会代表：板野徹、報告：原嶋昇治） 
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自然環境部会

	 12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」計画地定例活動	

11/13（月）13名参加	 リンドウ、センブリなど

晩秋の花観察、11/27（月）14名参加	 野鳥の森

保全活動 

②池辺公園	 定例活動	 12/5（火）	 8 名参加

	 ごみ清掃、ハグロソウ、ウバユリのエリア選

択的草刈り、ウバユリの開花数調査 

③今成小学校 3年生	 森の自然学習	 11/13（月）

	 「（仮称）川越市森林公園」計画地 

	 社会科見学の一環	 自然環境部会 4名が対応 

④キノコ編集会議	 11/13（月）、11/20（月）、 

11/27（月）、12/4（月）	 南文化会館（ジョイ

フル）印刷屋への入稿開始 

⑤上戸小学校 4年生	 森の自然学習 11/22（水）

	 東洋大学キャンパス	 4名が対応 

⑥「かわごえ里山イニシアチブ」から NPO 申

請中、県民参加モニタリング調査集計中などの

報告 

2. 協議事項 
①かわごえ環境フォーラム（2018/2/25）報告集

への掲載記事についての確認、ワールドカフェ

テーマについて検討。 

②「入会案内パンフ」改訂内容の検討。 

③環境政策課発行	 かわごえの環境（第 1号）

年次レポートについて 

④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行事

【トピック】第 16 回かわごえ環境フォーラム（2 月 25 日開催）

「かわごえカフェ2018」申込開始2月1日（木） 
	 2月 25日（日）9:30-16:30にウェスタ川越（市

民活動・生涯学習施設 活動室 1・2）を会場と

して「第 16回かわごえ環境フォーラム」を開催

します。午前（9:30-12:00）は、市民・事業者・

民間団体・行政の環境活動報告会（申込不要・

自由聴講）、午後（13:00-16:30）は、講演会と語

らいの場「かわごえカフェ 2018」（事前申込制）

を開催します。 

	 午後の基調講演は、樹木医・森林インストラ

クターの岩谷美苗氏が「意外と知らない樹の生

活 ～知ると緑が楽しくなる～」というテーマで

講演します。講演後に実施する 2年ぶりの語ら

いの場「かわごえカフェ 2018」は、「みんなで

はぐくむ水と緑と歴史のまち・川越」という川

越市緑の基本計画の基本姿勢と同じ名前のテー

マで、川越市の緑のことを中心に、日ごろの緑

との関わり、美しい緑の風景や問題意識、将来

こうあってほしいということなどを、参加者同

士がくつろいだ雰囲気で語らう場を作ります。 

	 午後の部については参加申込が必要です。2

月 1日（木）より申込開始となります。申込方

法は、広報川越第 1407 号（平成 30 年 1 月 25

日号）及び本会ホームページに掲載します。な

お、資料代等実費として 500円を当日いただき

ます。広く参加者を募りますので、この記事を

ご覧いただいた方は、ぜひ情報拡散にご協力く

ださい。 

 
http://forum.kawagoekankyo.net 

 

 

 

 



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 1 月号 No.135 

- 12 - 

自然環境部会主催事業 
＜定例活動＞ 
★「（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：1月 22日、2月 12・26日（月） 

9:30-12:30（1月 8日はありません） 

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： 1月 9日・2月 6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 

会合 
◆広報委員会（2018 年 1 月度） 
日時：1月 10日（水）9:00-10:00 

場所：川越市役所本庁舎 5階フリースペース（川

越市元町 1-3-1） 

＊次回は 2月 7日（水）9:00-10:00同所 

●社会環境部会（2018 年 1 月度） 
日時：1月 12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 2月 9日（金）13:00-15:00同所 

●自然環境部会（2018 年 1 月度） 
日時：1月 12日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 2月 9日（金）15:00-17:00同所 

＊両部会とも、会員はどなたでも参加できます。 

◆事業運営委員会（2017 年度第 9 回） 
日時：1月 17日（水）9:00-10:00 

場所：川越市役所本庁舎 3階 3A会議室 

＊次回は 2月 21日（水）9:00-10:00川越市役所

7階 7E会議室 

◆理事会（2017 年度第 10 回） 
日時：1月 17日（水）10:00-12:00 

場所：川越市役所本庁舎 3階 3A会議室 

＊次回は 2 月 21 日（水）10:00-12:00 川越市役

所 7階 7E会議室 

 

【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
川越市 環境部 環境政策課 

問い合わせ（Tel.049-224-5866, Fax.049-225-9800, E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp） 

◎くぬぎ山地区平地林保全管理活動 
	 外来植物の除去など、平地林の手入れ作業 

日時：1月 28日（日）10:00-14:00（9:30受付開

始） 

集合場所：「くぬぎ山・駒ケ原の森」の草地（所

沢市大字下富 1456-1） 

服装等：林内作業用（弁当、長袖、長ズボン、

帽子、タオル、軍手、飲み物等） 

申込先：くぬぎ山地区自然再生協議会事務局（埼

玉県みどり自然課）Tel.048-830-3150 

申込期限：1月 17日（水） 

 

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://blog.canpan.info/forest-musashi/
◎森林公園かんさつ会（公園と考える会共催） 
日時：1月 21日（日）9:50-15:30ごろ 

集合：国営武蔵丘陵森林公園南口、入園料要、

参加費無料、昼食持参（園内レストランも利用

可）、雨具持参 

	 講師は安西英明さん（日本野鳥の会主席研究

員）。冬の雑木林でカモ類やルリビタキ、冬越し

の昆虫などを観察します。 
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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 
日時： 1月 13日（土）9:30-12:30ごろ 

    2月 10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・2018 年度予定表 

月 日 活動内容予定 
1 13 雑木林の手入れ、くず掃き 
2 10 雑木林の手入れ、焼き芋 
3 10 雑木林の手入れ、遊ぼうパン 
4 14 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 事務局：佐藤（Tel.049-234-8500[9:

00-17:00], Fax.049-239-5646, E-mail: info@minamikaze.or.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 10:00-12:00） 
期日：1月 12・19・26日（金） 

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 
日時：1月 12日（金）11:00-12:00 

場所：地域交流センター多目的ホール 

 

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.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

様性豊かな田んぼの保全を目的に、みんなで連

携して生きもの育むお米作り、田園風景の保全

や地域づくりの活動を行っています。入会は随

時受け付けています。 

◎【出展】共助コン 次代へ残したいもの 〜市

民活動で盛り上げよう〜 
日時：1月 13日（土）13:00-16:40 

会場：ウェスタ川越（川越駅新宿町 1-17-17） 

	 展示ブースで参加します。IoT 技術を活用し

た時代の最先端を行く「田んぼを見守る田んぼ

カメラ」も展示予定です。 

 
共助コン 

http://kyojo.saitamaken-npo.net/event/29kyojocon.html 
◎【出展】川越 Farmer's Market 
日時：1月 21日（日）10:00-15:00 

会場：ウェスタ川越 

	 マコモの葉で納豆づくりワークショップなど

で参加します。 

 
川越 Farmer’s Market 

https://ameblo.jp/kawagoemarket/ 
◎例会 
	 日時：1月 27日（土）16:00-18:00 

場所：北部地域ふれあいセンター（予定、川越

市山田 1578-1） 

	 活動に興味のある方はどなたでも参加可能です。 

◎（満員御礼、キャンセル待ち）有機大豆で味

噌づくりワークショップ 
日時：1月 28日（日）12:00-15:00 

場所：すずのや 2階スペース（川越市連雀町 2

7-1） 

	 会員企画でかわごえ里山は共催となります。 
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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、地域活性化研究所） 
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 里山林保全活動 
①1 月 6 日（土）8:30 集合-16:00 解散（荒天中止） 
②2 月 4 日（日）8:30 集合-16:00 解散（荒天中止） 
②3 月 3 日（土）8:30 集合-16:00 解散（荒天中止） 
＊これまでの本紙で開催が 1月 7日（日）とな

っていましたが、1月 6日（土）の誤りでした。 

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、チッパー作業など。 

持ち物：汚れてもよい防寒服装（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・飲み物（1月 6日は学食営業）など、あれ

ば自前の道具（手鋸、剪定バサミ） 

申込・問い合わせ：準備の都合上、開催日前の木

曜日までにご連絡いただければ幸いです。 

＊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/） 

◎地域活性化研究所シンポジウム（川越）『川越

「昭和の街」の地域活性化の取組とこれから』 
日時：2月 21日（水）18:30-21:00 

場所：蓮馨寺講堂（川越市連雀町 7-1） 

参加費：無料 

	 川越「昭和の街」での 4年間の地域活性化研

究計画と 5年間の地域プロジェクト演習を総括

するとともに、関係者の講演、パネルディスカ

ッションを行います。詳細は 2月号にて。 

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（1 月は第 2 火曜日） 
日時：1月 9日（火）・19日（金）、2月 6日（火）・

16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：1月 14日・2月 11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、解散。 

③第 4 土曜日 
日時：1月 27日・2月 24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。 

1 月 28 日（日）9:00~11:00 
	 新河岸川起点から三月橋まで。上流部のクリ

ーン活動。つなぎで川中も清掃。陸橋下の広場

にごみを集めて解散。 

＊2月 25日（日）は、かわごえ環境フォーラム

参加で、活動休止。3月 25日に上・中・下流に

拡大して実施の予定。 
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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：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） 

①1 月 14 日（日）10:00-12:00 
	 毎年行うガン、カモ類の調査の日です。参加

者全員でカウントします。種類ごとにオス、メ

ス何羽いるか数えます。長年続けて数えること

で環境を知る資料となります。あなたも参加し

て一緒に数えてみませんか。 

②2 月 11 日（日）10:00-12:00 
	 全面氷結した沼にカモはいます。氷の上で足

を滑らしながら歩きます。公園の林では、木の

葉が落ちて小鳥を探しやすくなっています。ツ

グミ、ジョウビタキ、コゲラに会えるでしょう。 

川のイベント「川の再生交流会」「川でつながる発表会」「新河岸川上流域総合調査」 
1）2 月 3 日（土）埼玉県主催の「川の再生交流会」 
	 10:00から 15:30まで、さいたま市民会館うら

わで開かれます。午前は全体会で、10:00から 1

1:30 まで、「川の環境変遷～時代と共に川とそ

この生き物はどう変化したか～」と題して、埼

玉大学大学院環境科学・社会基盤専攻教授	 浅

枝隆さんの講演と、2 団体の活動発表。その一

つは、飯能市エコツーリズム推進協議会会長平

井純子さんで「『サトムスメが挑戦!』川の資源

を活用したエコツアー」です。12:30から 13:15

までは、ポスターセッション。13:30 から 6 分

科会に分かれて発表と意見交換会が開かれます。

分科会は①綾瀬川・芝川流域分科会～川辺の現

状と未来を語ろう、②中川・元荒川流域分科会

～川に親しむ活動と環境教育活動・にぎわいの

イベント開催、③新河岸川流域分科会～水害を

防ぎ、川の流れを育む、地下水の働き・復旧工

事に市民はどう関わるか、④西部（飯能・比企・

東松山）地域分科会～市民が親しむ川づくり・

行政との協働のすすめ方、⑤北部・秩父地域分

科会～住民や自治会（町会）諸団体と協働のす

すめ方・ごみひろい、美化活動と環境教育活動、

⑥川×学生分科会～Think of river～川への想

いを語ろう～となってます。問い合わせは Tel.

048-830-3088 申し込みはFax.048-830-4773/メー

ル a3070-03@pref.saitama.lg.jp 

	 参加申込は、1月 25日まで。 

 
川の再生交流会 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/h29kouryuukai.html 
2）2 月 11 日（日）「川でつながる発表会」 
	 国土交通省荒川下流河川事務所主催 

	 埼玉県西南部から東京の北多摩方面にまたが

る、広い新河岸川流域の市民団体でつくる「新

河岸川流域川づくり連絡会」の 13回目の発表会

が、所沢市の新所沢公民館を会場に、9:30受付、

10:00から 16:00まで開かれます。午前は「歴史・

文化・治水・水循環」をテーマに①砂川雨水幹

線（下富調節池）{治水}、②多福寺{歴史・文化・

水循環}③大井弁天の森{水循環}を、バスを利用

して現地見学。午後は小中学校の生徒などの発

表も交えて開かれます。問い合わせは荒川下流

河川事務所の調査課 Tel.03-3902-3220、申し込み

は事務局の日本工営(株)都市・交通計画部	 今

野 Fax.03-3238-8239 E-Mail:sogo-bosai@dx.n-koe

i.co.jp 

3）3 月 25 日（日）「新河岸川上流域総合調査」 
	 新河岸川水系水環境連絡会主催で 

	 一級河川新河岸川は、川越市内の上野田町を

起点に、昔の赤間川、田谷堰から下流の新赤間

川、不老川や九十川と合流したもともとの新河

岸川に大きく分けられ、それぞれの川の姿や魚、
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水草、水生昆虫などの環境に大きな違いがあり

ます。毎年 6月に行われる全国水質一斉調査で、

新河岸川水系の調査をまとめている「新河岸川

水系水環境連絡会」が、川の専門家を交えた川

越地区の総合調査を提案、3 月 25 日（日）に、

市内 3か所で実施することでまとまりました。 

	 川越市でも、このような総合調査は最近では

経験がありませんので、市やかわごえ環境ネッ

ト、新河岸川を守る会などの協力を得て、実り

ある調査ができるよう体制を整えます。 

	 なお、非営利活動法人荒川流域ネットワーク

主催で、毎年 3月に開かれる「荒川流域再生シ

ンポジウム」は、開催内容が決まり次第、2 月

号でお知らせします。 

（武田侃蔵） 

広報委員会からのおしらせ
●1〜3 月入会者は年度内会費無料「会員募集」 
	 会員増強期間として、1 月から 3 月の入会者

は、年度内の会費を無料にして、4 月からの次

年度からの会費請求となります。この機会にぜ

ひご入会ください。 

	 かわごえ環境ネット会員になれば、毎月本紙

を郵送でお届けするとともに、関連するチラシ

なども同封します。専門委員会の活動にも参加

でき、さまざまな人的な交流や情報交流ができ

ます。個人会員は 1,000円、5名以上の団体会員

は 2,000 円で会員になれます。入会についての

詳細は、かわごえ環境ネットホームページをご

覧いただくか、事務局にお問い合わせください。 

 
http://kawagoekankyo.net/news/admission.html 

●本紙への原稿投稿を受けつけています 
	 2018年 2月号（No.136，1月末日をめどに発

行）の掲載原稿は、1 月 15 日（月）締切です。

年末発行のため早期の原稿提出にご協力くださ

い。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。 

1.本紙がカラーで見られます 

 

 
http://kawagoekankyo.net 

 
	 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。 

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。 
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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。本紙で掲載されない速報もあります。Face

book 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 

 
●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（1 月 3 日〜2 月 24 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 

1/3 
 

1/4 
 

1/5 
○かわごえ環

境活動報告集

入稿最終期限 

1/6 
◎8:30こもれび

の森 里山林保全 

1/7 
◎8:30こもれび

の森 里山林保全 

1/8 
成人の日 

1/9 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

1/10 
◆9:00 広報委

員会 

1/11 
 

1/12 
◎10:00農作業

（みなみかぜ） 
◎11:00月例会

（みなみかぜ） 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

1/13 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
◎13:00 共助

コン 

1/14 
◎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 

1/15 
○本紙 2 月号

投稿期限 

1/16 
 

1/17 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 

1/18 
 

1/19 
◎10:00農作業

（みなみかぜ） 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

1/20 
 

1/21 
◎9:50 武蔵丘

陵森林公園か

んさつ会 
◎10:00 川越F
armer's Market 

1/22 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

1/23 
 

1/24 
 

1/25 
 

1/26 
◎10:00農作業

（みなみかぜ） 

1/27 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
◎16:00 例会

（かわごえ里

山） 
1/28 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
◎10:00 くぬぎ

山地区平地林

保全管理活動 

1/29 
 

1/30 
 

1/31 
 

2/1 
○かわごえ環境

フォーラム講演

会・かわごえカ

フェ受付開始 

2/2 
 

2/3 
◎10:00 川の

再生交流会

（さいたま） 

2/4 
◎8:30こもれび

の森 里山林保全 
 

2/5 
 

2/6 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

2/7 
◆9:00 広報委

員会 

2/8 
 

2/9 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

2/10 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
 

2/11 
建国記念の日	

◎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 
◎10:00 川で

つながる発表

会（所沢） 

2/12 
振替休日	

★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

2/13 
 

2/14 
 

2/15 
○本紙 3 月号

投稿期限 

2/16 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

2/17 
 

2/18 
 

2/19 
 

2/20 
 

2/21 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 
◎18:30「昭和の

街」シンポジウム 

2/22 
 

2/23 
 

2/24 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
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