
 

- 1 - 

2018 年 3 月 2 日発行 編集・発行：かわごえ環境ネット 

目次

コラム 私のエコ体験（21）天の声・自然のささやきに心を傾け、ユルサラへ .............. 2 
 川越の自然をたずねて（61）チョウを見続けて 8 年 .......................................... 3 
報告 第 16 回かわごえ環境フォーラム 速報 .............................................................. 4 
 会員・地域・流域の活動（6 題）..................................................................... 5-8 
 理事会・専門委員会（3 題） ............................................................................ 8-9 
予告 かわごえ環境ネットのおしらせ・主催行事（4 題） ...................................... 9-10 
 会員・関係団体の主催・関連行事（8 題） .................................................. 10-13 
 広報委員会からのおしらせ ............................................................................... 13 
 イベントカレンダー（3 月 4 日〜5 月 2 日） .................................................... 14 

第 16 回かわごえ環境フォーラム（速報） 

 
午前の部：環境活動報告会 

 
午後の部：かわごえカフェ 2018 

	 2 月 25 日（日）「第 16 回かわごえ環境フォ

ーラム」を速報でお伝えします。（詳細 4面） 

「川越の自然を訪ねて きのこ編」刊行 

  
	 「川越の自然を訪ねて きのこ編」を 2月 25
日に刊行しました。（詳細 9面） 
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【コラム】私のエコ体験（21）天の声・自然のささやきに心を傾け、ユルサラへ
◎マンホールの上は雪が無かった 
	 今年の 1 月 22 日の夜から降った雪は、川越

市内でも 10cm を超えて積もり、市民生活に大

きな不便をもたらしました。道路の雪かきをし

ていると、マンホールの上は雪が解けて丸く穴

が空いていました。外気は 0℃でも、流れてい

る下水の温度は 10℃前後になっているのでは

と推測されます。家庭のキッチンには給湯器、

トイレは温水洗浄便座、各家庭に風呂と、家庭

排水の大半が温水になっているようです。 
	 毎年 6月の全国一斉水質調査で新河岸川の水

温を測りますが、昨年は 17℃前後の水温で、そ

のころの外気温とほとんど変わらず、愕然とし

たのを覚えています。 

	 地球温暖化は、温暖化ガスと温排水の両方か

らの板挟みで進んでいるのではないかと危惧さ

れます。大気中の温暖化ガスの方は、石炭から

LPガスへの転換、自然エネルギーの活用、電気

自動車の普及で減ってゆくでしょう。しかし、

家庭に限らず、事業所も学校でも、排水の温水

化が進むのはやむを得ないところでしょう。 

◎需要が増える電気の供給は大丈夫? 
	 今年 1月には、東京電力からしばらくぶりに

「節電要請」が出されました。今年は例年より

寒さが厳しかったからかもしれませんが、家庭

や事業所の暖房システムが、電熱方式に変わっ

ているからでしょう。石油ストーブの時代では

なくなりました。今年から、川越市で全小中学

校に空調設備を設置します。電気自動車も増え

てゆきます。電力の需要は増えるばかりです。

屋根に太陽光発電設備といわれても、古いスレ

ート瓦の家では屋根を含めた改造費が莫大にな

ります。自然エネルギー活用も大変です。今年

の夏も節電要請があるでしょう。緑のカーテン

で「汗かき健康法」でしのぐのが精一杯です。 

◎「エシカル」から「ユルサラ」へ 
	 今年も、節分の「恵方巻き」の処分が話題に

なりました。売り切れの店の方が賞賛されまし

た。スーパーやコンビニを見ても、売れ残りが

心配されるほど、商品がいっぱい並んでいます。

「賞味期限」「消費期限」のレッテルに縛られた

食品行政にも疑問が投げかけられています。 
	 今、日本で最大のロスは「薬」！高血圧、糖

尿病向けの薬が、常備薬として処方され、さら

に風邪だ、胃の調子が悪いの、便秘だのと追加

の薬が渡される。今はみんな錠剤！昔は、作用・

副作用・中和の三種を摺り合せ、体格に応じて

微妙な「さじ加減」を図る医者の一服が当たり

前でした。今はみんな錠剤。胃の中でかき回さ

れるのだから胃の負担も大きいだろうと思われ

るがどうでしょう？血圧も昔は 90 プラス年齢

が基準。60歳で 150位は大丈夫と言われました

が今は140を超えると高血圧！毎日3回の服薬。

寝ている時の血流の低下はどうなのだろう？ロ

コモ症状や認知症の遠因になっているのでは？ 

◎自然が教える高齢者のエシカルな生き方 
	 身体の全機能が止まる。心臓が止まって暖か

い血が流れなくなった自然な死。「エシカルな生

き方」は？と自問しました。いつまでも「ピン

ピンキラリ」と元気に動けるわけではない。階

段の上がり降り、前屈して手がどこまでつく

か？両手の指を絡ませながらこすったりのばし

たり。首の両側と裏首を濡れタオルでマッサー

ジ。腹式呼吸の吐く息、吸う息の長さはどうか？

足裏をたたいてこする。身体の方々から「自然

のささやきを心の耳で聞きとる」心がけ！時に

汗をかいてさっぱりとしてぐっすり寝る。今は

まだこんなことができると予想しているが、い

つかだんだんできなくなる時が来るのだろうと。 

◎次世代に感謝される「理想の姿」へ挑戦 
	 子や孫たちは「いつまでも元気に長生きして

ね」と言われるが、介護の毎日は負担のはずで

す。「いつまでも	 ピンピンキラリは	 夢の夢」

体の自然のささやきに従い、天の声を聴きなが

ら薬は飲まずに「ゆるりとゆるむ」。最後は半月

位寝てあの世へ「さらりと逝く」。（武田侃蔵） 
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【コラム】川越の自然をたずねて（61）チョウを見続けて 8 年
表 1 定点観察地点 

No. 定点観察地点 環境状況 
1 安比奈親水公園 多様な自然環境 
2 川越水上公園 公園と自然地 
3 伊佐沼 池および植栽地・草

地 
4 今福 348－2 管理された雑木林 
5 今福 708 住宅地 
6 かすみ野 住宅地 
7 川越運動公園 公園と樹林地 
8 久保川 草地と少しの樹林 
9 下新河岸 住宅地 
10 森林公園計画地 平地林 
11 新河岸川 草地 
12 市民の森 7 号地 残された雑木林 
13 寺尾調節池～旭橋 湿地と草地 
14 寺山 水田地帯 
15 藤間 住宅地 
16 南大塚 住宅地 
17 芳野台団地調節池脇 湿地と草地 

 
表 2 川越でよく観察されるチョウ 

種類名 科名 

観察

地点

数 
観察

件数 
モンシロチョウ シロチョウ 39 92 
ヤマトシジミ シジミチョウ 32 79 
ナミアゲハ アゲハチョウ 30 76 
ベニシジミ シジミチョウ 24 43 
キタキチョウ シロチョウ 23 63 
アカボシゴマダラ タテハチョウ 23 45 
ツマグロヒョウモン タテハチョウ 22 53 
コミスジ タテハチョウ 19 47 
クロアゲハ アゲハチョウ 16 46 
モンキチョウ シロチョウ 16 32 

	 市内の様々な場所でチョウを市民参加で観察

してから 8年になります。期間は 4月から 11月

まで、自宅周辺を中心に決まった場所で観察し

ます。今年は 6 人の参加で 17 地点（表 1）、合

計で約1,000件のチョウ情報が寄せられました。 

	 これらの情報を分析すると、市内でよく観察

されるチョウのトップテンは表 2の通りです。
市内で良く見かけるチョウが上位にいます。 

	 出現するチョウの種類は科ごとには若干年に

よって変動しますが、全体としては約 50 種類

が毎年見られます。今年は新たに 2種類が観察

されました（図 1）。下松原のミスジチョウでカ

エデ科を食草とします。ジャノメチョウはイネ

科の植物を食べて明るい場所を好みます。この

ように毎年定点で観察していると新しくチョウ

についてわかってきます。 

 
図 1 出現頭数の経年変化 

 
図 2 観察の様子 

	 チョウの中で飛行力の大きいアゲハチョウ科

や食草が豊富なモンシロチョウ、ヤマトシジミ、

河川そばの草原でベニシジミ、モンキチョウな

どはその棲息を保っています。しかし、過去に

普通に見られた樹林地に依存するゼフィルス類

（アカシジミ、ウラナミアカシジミなど）やゴ

マダラチョウ、ヒオドシチョウは減少して観察

例も少なくなっています。 

	 一方、温暖化の影響でツマグロヒョウモンは

どこでも見られます。 

（自然環境部会	 猪俣昇・過昌司） 
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【報告】第 16 回かわごえ環境フォーラム（速報）

 
「川越の自然を訪ねて きのこ編」の頒布 

 
午前の部司会の菊地理事 

 
高階北こどもエコクラブの発表

 
原村政樹監督の発表 

 
かわごえ里山イニシアチブの発表 

 
協賛企業のパネル展示 

 
基調講演の岩谷美苗さん 

 
実演を交えながらの講演 

 
基調講演の様子 

 
「かわごえカフェ」の話し合い 

 
午後の部司会の飯島希理事 

 
まとめセッションの様子

	 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（2階）活動室 1・2にお

いて、「第 16回かわごえ環境フォーラム」が開

催され、午前の部に 75名、午後の部の基調講演
に 70 名、語らいの場「かわごえカフェ 2018」

に 40名の参加がありました。ご参加いただいた

方、まことにありがとうございました。 

	 午前の部は、こどもエコクラブ、個人、団体、

本会専門委員会による 10 件の環境活動報告が

ありました。 
	 午後の部は、樹木医で森林インストラクター

でもある岩谷美苗さんの「意外と知らない樹の

生活 ～知ると緑が楽しくなる～」の基調講演が

あり、その後の「かわごえカフェ 2018」では「み

んなではぐくむ水と緑と歴史のまち・川越」を

テーマにテーブルを囲んで少人数がワールドカ

フェ形式の会話を楽しみました。 
	 なお、本会が編集した『川越の自然を訪ねて 

きのこ編』が刊行され、当日会場において有料

頒布しました。 

	 本紙 4月号では、各行事の詳細をお伝えしま

す。 

	 最後に、この行事にご協賛いただいたパイオ

ニア株式会社、武州ガス株式会社、株式会社環

境総合研究所、第一生命保険株式会社に、この

場を借りて厚く御礼申し上げます。（小瀬博之）
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【報告】会員・地域・流域の活動

井戸掘りプロジェクトが着手となり、とうとう水が出ました。NPO法人かわごえ里山イニシアチブ 

 
やぐらのてっぺんに立って作業する親方 

 
12 日目の 2 月 4 に水が出ました 

 
45m 地下層の玉砂利（中央） 

	 1月 22日、昨年クラウドファンディングで井

戸掘りプロジェクトの資金調達をした井戸掘り

工事が着手となりました。 

	 井戸掘りは、「上総掘り」（かずさぼり）と呼

ばれる古くからある手法を応用したもので、や

ぐらを立て、高所から鉄管パイプを打ち下ろす

ことで切削していく工法です。平成の今に伝え

るめずらしい「上総掘り」です。 
	 82 歳の親方を筆頭になんと 81 歳、79 歳の 3

人のベテラン職人によって行われました。高齢

を感じさせないきびきびした動きで、しかも、

休むと掘削した穴が崩れてしまうので土日もな

く、50mまで毎日毎日掘り進められていきまし

た。そして、井戸掘りには 50年以上培われた職
人技が詰め込まれています。 

	 2 月 4 日午後に給水用の井戸パイプが設置さ

れ、その周りに砂利を敷き詰め、午後からのテ

スト給水となりました。給水ポンプにパイプが

つながれ、そして、とうとう待望の水が出まし

た。 

	 注目すべきことは、45m地下層に玉砂利があ

るということです。昔の河川と思いきや、現在

も流れている秩父水系の地下水脈で川のように

石同士がぶつかり合い、丸い玉石になったとい

うことです。地下の不思議な世界です。 

	 今年は、井戸のおかげで安定的な水供給が確

保でき、河川を汚さない米づくりを成功させる

正念場の年となります。そして、これを契機に

田んぼの環境がよくなりこの農法が拡がること

を期待したいと思います。   （増田純一） 

2018 川の再生交流会（2 月 3 日）多数のポスターセッション発表 

「川の環境の変遷」で浅枝教授 
 

飯能のエコツーリズムの紹介 
 

草加市の川活動を助ける小学生 

	 埼玉県主催、埼玉県河川環境団体連絡協議会

が協力して毎年開催されている「川の再生交流

会」が、2 月 3 日、さいたま市民会館うらわで

開かれました。午前の全体会では「川の環境の

変遷」と題し、埼玉大学大学院環境科学・社会

基盤部門の浅枝隆教授が、豊富なデータを示し

ながら、水生植物と川の環境変化、ダムなどで

の砂礫の減少による生態系の変化を解説されま

した。 

	 続いて、ときがわ町のもりんど会長の山本悦

男さんの「もりんどの川遊びイベント」の紹介、

飯能市エコツーリズム推進協議会会長の平井純
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子さんの「『サトムスメが挑戦！』の川資源を活

用したエコツアー」と題し、入間川、名栗川の

魅力発掘の活動が紹介されました。 

	 午後の分科会を挟んで、1 階ホールで、県内

各地からの活動団体のポスターセッションでに

ぎわいました。なかでも、草加市環境推進協議

会とともに、草加パドラーズが活動を紹介、2人

の小学生が写真のように説明にあたりました 

	 また、戸田市のグループが「河川浄化に EM

反対」の展示が目につきました。川越でも、伊

佐沼や仙波河岸史跡公園の池などに EM団子を
投入したことがありましたが、効果がはっきり

しませんでした。今後の対策が待たれます。 

	 午後は、流域ごとに①綾瀬川・芝川②中川・

元荒川③新河岸川④飯能・比企・東松山⑤秩父

⑥川×学生の 6つの分科会で討議を深めました。

この結果は、3 月中旬にまとめられます。かわ

ごえ環境ネット会員が出席した第 3分科会は、
昨年の狭山市内の不老川、所沢の東川、富士見

市の砂川堀、川越の寺尾地区などの氾濫と今後

の対応について意見交換をしました。さまざま

な悪条件が重なったとはいえ、予見可能ではな

かったかなど、厳しい意見も出されました。復

旧工事についても、市民からの意見を反映させ

る粘り強い対応が必要と、川に詳しい朝霞市や

狭山市の代表から出されました。 （武田侃蔵）

第 13 回川でつながる発表会（2 月 11 日所沢市）川越女子高校生徒も発表 

現地視察の前に国土交通省荒川下流河

川事務所長挨拶 

 
下流が暗渠になる砂川堀 

 
調査を発表する川越女子高校生 

	 新河岸川流域を所管する国土交通省荒川下流

河川事務所主催の 13 回目の「川でつながる発

表会」が、2月 11日、新所沢駅に近いラーク所

沢を会場に開かれました。 

	 午前は、バス 2台で砂川堀が雨水幹線になっ

て流入する下流の下富調節池、以前はバードウ

オッチングの聖地だった三芳町上富の多福寺、

北永井の湧水の大井弁天の森を回り、武蔵野台

地の水循環の姿を見学しました。 

	 午後は、立野川の生き物について自由学園高

等科の生徒が、1 年を通して変化する生物多様

性の姿を観察して報告しました。次いで、県立

川越女子高校生物部の 6人の生徒らが「新河岸

川周辺の河川における外来生物カワリヌマエビ

属・在来ヌカエビの分布調査」を報告しました。

学校に近い新河岸川起点付近や、小畔川、高麗

川などでの採集と分析結果がグラフなどで紹介

され、予想されたとはいえ、外来種がはびこっ

ている実態が明らかになりました。今後も調査

して、在来種の繁殖場所と幼個体の生息場所の

発見に努めたいとまとめました。 
	 あと、所沢市立上山口中学校の「柳瀬川の水

質と環境調査」、早稲田大学基幹理工学部の大堀

聰非常勤講師の「狭山丘と所沢と雑木林と川」

と題した報告がありました。最後に、法政大学

水文地理学研究室の「全国水質一斉調査から見

た新河岸川流域の地域特性」と題した報告があ

りました。また、関係団体の活動紹介の展示を

前に、交流ブースもにぎわい、午後 4時閉会し

ました。           （武田侃蔵） 
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川の国応援団の川越・東松山地区の団体が交流会（2 月 20 日県東松山地方庁舎） 
	 埼玉県の西部環境管理事務所、東松山環境管

理事務所管内の「川の国応援団」と関係市町の

担当者を交えた連絡会が 2月 20日午後 1時 30

分から、埼玉県東松山地方庁舎で開かれました。 

	 両管理事務所所管の登録団体は朝霞市（12）、

入間市（15）、小川町（16）、越生町（3）、川越

市（27）、川島町（4）、坂戸市（6）、狭山市（1
7）、志木市（6）、鶴ヶ島市（2）、ときがわ町（1

0）、所沢市（21）、滑川町（3）、新座市（6）、鳩

山町（2）、飯能市（8）、東秩父村（2）、東松山
市（16）、日高市（6）、富士見市（3）、ふじみ野

市（4）、三芳町（2）、毛呂山町（7）、吉見町（1）、

嵐山町（4）、和光市（6）となり、各団体の活動

紹介が 187ページにわたって紹介された冊子が

配られました。初めての試みで出席した団体や

行政も多くありませんでしたが、各団体の今後

の交流と連携が期待される有意義な会合でした。 

（武田侃蔵） 

新河岸川の起点標識が見えるように 

 
改修前（7 年前） 

 
改修中 

 
改修後 

	 川越市のシンボル新河岸川の起点は、上野田

町の八幡橋にあります。1965 年（昭和 40 年）

の新河川法に基づく「一級河川新河岸川」の正

式な起点として、狭山市から流れてくる赤間川

用水と、川越市が作った雨水排水路が合流する

三角点に決まり、のちに標識が立てられました。

この標識が自然沈下して、半分くらい埋ってし

まいました。左の写真は 7年前に撮ったもので
す。管理する川越県土整備事務所に改善をお願

いし、今年 2 月 27 日に中央の写真のように改

修工事を行いました。右の写真のように、少し

場所を動かして基礎を固め、よく見えるように

直されました。 

（武田侃蔵） 

 “困ったごみ出し”解決法！エコ・リサイクル交流集会 2018（2 月 17 日さいたま市） 

主催の石川会長（右）と県の来賓 
 

蓮田白岡衛生組合の黒崎さん 
 

ユニバーサルデザインで古谷さん 

	 高齢化やグローバル化、さらに市民の無関心

が絡んで、どこの自治体でも困っているごみ出

し問題に正面から取り組んだ、埼玉エコ・リサ

イクル連絡会主催の交流集会が、2月 17日に大

宮ソニックシティで開かれました。 

	 主催者の石川惠輪会長のあいさつの後、埼玉

県環境部、日本青年会議所埼玉ブロックからの

来賓挨拶があって、午前の基調講演が始まりま
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した。 

	 ごみ処理の現場 30 年余の、蓮田白岡衛生組

合の庶務課長兼会計室長の黒崎晃さんから、「ご

み集積所の実情と高齢者支援事業の実態」と題

して、実例写真を見せながら問題点と解決策の

模索について報告しました。警告シール、啓発

ポスターなどで、ごみ出しのルールとマナーの

周知を図っていますが、外国人、転入者、身勝

手な考えの人らは、出してしまえばそれで終わ

りと、一向に改善されない実情に、悩みの言葉

を吐いていました。さらに障害や高齢の人らへ

の「ふれあい収集」の希望が増えている実態が

報告されました。特に、声かけや安否確認など

が必要とされ、分別不良対策も含めて、作業負

担の増加につながっている苦しい実情が報告さ

れました。 

	 いま、品川区などのように「各戸収集」に踏

み切ったところもありますが、地域を見守る市

民の協力を得て、「ごみ出し問題」を一歩一歩解

決する努力が必要との提言でした。 

	 午後は、「高齢者と分別」について消費生活ア

ドバイザーの大前万寿美さん、「新狭山ハイツの

ごみ問題の取り組み」について埼玉エコ・リサ

イクル連絡会理事の土淵昭さん、「さいたま市の

廃棄物処理の現状と取組」についてさいたま市

環境局の三角直史さんからそれぞれ報告があり

ました。 

	 次いで、特定非営利活動法人 SETAGAYA21代

表の古谷真一郎さんから「バリアフリーからユ

ニバーサルデザインへのシフト」と題し、グロ

ーバル化、高齢化社会で、ユニバーサルデザイ

ンの考え方によって、ごみ分別のあり方を考え

てはと、多様な例を示しながら訴えました。ご

み分別が行いやすい環境を、共通のデザインで

誘導する例を示されました。最後は、「個人の意

識改革」と「社会システムの改革」が両輪のよ

うに共鳴しながら運動と活動で拡がる将来に期

待したいと結びました。あと、活発な質疑があ

って、16時散会しました。 

（武田侃蔵） 

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 2月 21日（水）9:00-10:00に事業運営委員会、

10:00-12:00 に理事会が川越市役所 7E 会議室に

おいて行われました。審議事項が重複していま

すのでまとめて主な議事をお伝えします。 

第 16 回かわごえ環境フォーラム 
	 ちらしの作成状況、環境活動報告の参加状況、

当日のスケジュール、キャスティング、「かわご

えカフェ」の進行方法を確認しました。最終的

には招待状を事前送付しないことにしました。 
役員改選 
	 5月の総会で 2年間の任期が満期となるので、

理事立候補者募集要項を確認し、3 月の郵送資

料で送付することにしました。 

次年度に向けた検討事項 
	 予算編成の見直し、専門委員会の活動状況の

理事会への報告等について、事務局が管理する

文書についてなど、組織運営に必要な事項を審

議しました。 

予算執行状況 
	 2月 9日現在の予算執行状況を確認しました。 

（小瀬博之） 

社会環境部会

	 2月例会は 2月 9日 13時から福田ビル 3階会

議室にて 7名が出席して開かれました。 

1. 理事会、事業運営委員会の報告 
	 代表から理事会の報告があり、2月 25日開催

のかわごえ環境フォーラムについて部会関係で
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は宮崎、武田、板野の 3氏から活動等の報告が

行われ、渡辺さんがタイムキーパーを担当する

ことが確認されました。また「かわごえカフェ」

での話題等について意見交換を行いました。 

2. 協議事項 
（1）平成 30 年度の活動計画について 
	 エコドライブについては一般に意識が浸透し

てきていることもあり、今後も継続して実施す

る必要があるかについて意見交換しました。緑

のカーテン普及活動について、苗の無償配布事

業は個人負担が大きいので、今年度をもって休

止し、秋に行った苗作りの講習方式を検討して

はどうかとの意見がありました。 

（2）収支決算について 
	 今年度 3万 7千円程度の残額が見込まれてお

り、特に資材等の調達予定がなければ一時借り

入れた 5万円と合わせて本部に返還することが

確認されました。 

3. その他 
	 3 月例会の進行は板野代表、コラムへの記事

投稿は武田さんの担当です。  （浜尾春子） 

自然環境部会

	 2月例会は 9日（金）福田ビル 3階にて 6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	

1月 22日（月）8名参加	 年間計画など話し合

い 

②池辺公園	 定例活動	 2 月 6 日（火）	 積雪
のため中止 

③キノコ編集会議	 1/19（金）福原公民館、1/2

4（水）福原公民館、1/26（金）福原公民館	 1/
31（水）中央公民館、2/5（月）福原公民館 

2. 協議事項 
①かわごえ環境フォーラム（2018/2/25）当日発

表、役割分担などについての確認 

②今年度事業の振り返りと来年度事業計画につ

いて話し合う（これは継続）。 
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おしらせ・主催行事

【トピック①】『川越の自然を訪ねて きのこ編』刊行

『川越の自然を訪ねて きのこ編』目次 
1. はじめに ........................................................ 3 
2. キノコって何だろう？ .................................... 4 
3. キノコの用語解説 .......................................... 5 
  小実体のかたち .......................................... 6 
  キノコの用語図解 ....................................... 7 
4. キノコを探しに行ってみよう ......................... 8 
5. キノコの紹介 127 種 .................................... 10 
6. キノコの生き方 ............................................ 80 
7. キノコは植物？動物？それとも .................... 85 
8. 植物と菌類の共生（西田誠之氏） ................. 86 
9. 冬虫夏草（大久保彦氏） .............................. 88 
10. キノコあれこれ 
  色いろいろ・変わった形・特徴ある出方 ... 90 
  胞子紋、ミクロの世界 .............................. 92 
11. 環境ネットと「キノコの観察会」 ................. 93 
12. あとがき ...................................................... 96 
13. 参考文献 ...................................................... 97 
14. 索引 ............................................................. 98 

 

 

	 かわごえ環境ネットでは、サイサン環境保全

基金より助成を受けて『川越の自然を訪ねて き

のこ編』を 2月 25日（日）に刊行しました。同

日、ウェスタ川越で開催されたかわごえ環境フ

ォーラムにおいて有料頒布しました。 

	 「月刊 かわごえ環境ネット」（2018年 1月号,

 No.135と 2018年 2月号, No.136）に、刊行に

ついて自然環境部会代表の賀登環さんがコラム

を寄稿されています。過去の月刊紙はかわごえ

環境ネットホームページでご覧いただけます。 
	 入手希望などの詳細は、かわごえ環境ネット

事務局（川越市環境政策課環境推進担当）にお

問い合わせください。 
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【トピック②・会員向け】理事立候補者募集（4 月 6 日事務局必着）

	 2018（平成 30）年度は本会役員改選の年です。
かわごえ環境ネットの将来を考え、運営に携わ

る理事への立候補者を募集します。 

	 任期は 2018年度総会開催日（5月中に実施予

定）から 2020年度総会開催日までの 2年間で、

個人会員と団体会員（事業所、民間団体及び行

政）から募集します。 

	 立候補される方は、3 月の郵送資料に同封さ
れている「かわごえ環境ネット理事立候補申込

用紙」に必要事項を記入し、4 月 6 日（金）必

着でかわごえ環境ネット事務局にご提出くださ

い。 

	 詳しくは、郵送資料同封のお知らせをご覧い

ただくか、事務局にお問い合わせください。 

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：3月 12・26日、4月 9・23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：3月 6日・4月 3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 3 月度） 
日時：3月 7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 4月 11日（水）9:00-10:00川越市役所

本庁舎 7E会議室 

●社会環境部会（2018 年 3 月度） 
日時：3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） 

＊次回は 4月 13日（金）13:00-15:00同所 

●自然環境部会（2018 年 3 月度） 
日時：3月 9日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 4月 13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 11 回） 
日時：3月 14日（水）9:00-10:00 

場所：川越市役所本庁舎 7階 7E会議室 

＊次回は 5月 16日（水）9:00-10:00福田ビル 3

階会議室 

◆理事会（2017 年度第 12 回） 
日時：3月 14日（水）10:00-12:00 

場所：川越市役所本庁舎 7階 7E会議室 

＊次回は 4 月 11 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
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 
共通事項：要入園料、昼食持参（園内レストラ

ンも利用可）、雨天決行（雨具持参）、観察用具

（双眼鏡など） 

①3 月 18 日（日）9:50 集合-15:00 ごろ終了解

散（公園主催、考える会協力） 
集合：国営武蔵丘陵森林公園南口（入園後受付）、

参加費無料 
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	 春の野草を中心に観察します。スミレやアマ

ナの花との出会いを楽しみましょう。 

②3 月 25 日（日）10:20 集合-15:00 ごろ終了解

散（考える会主催） 
集合：国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所（入園

前受付）、参加費 200円 

	 春の訪れを知らせる野草とオタマジャクシ、

トウキョウサンショウウオや野鳥の観察と調査

を行いましょう。 

 
ブログ 

 
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： 3月 10日（土）9:30-12:30ごろ 

    4月 14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 
3 10 雑木林の手入れ、遊ぼうパン 
4 14 畑の片付け 
5 12 トウモロコシの植え付け 
6 9 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：3月 9・16・23・30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：3月 9日（金）10:00-11:00 
場所：地域交流センター多目的ホール 

◎地域交流センター「花のまつり」 
日時：3月 24日（土）10:00-13:00 

	 田んぼの会オリエンテーション・会員募集 

 
NPO 法人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。 

◎田んぼプロジェクト説明会（第 2 回） 
日時：3月 18日（日）13:20-13:30受付、13:30-

15:00説明会、15:00-16:00 移動及び現地説明 

会場：川越市北部地域ふれあいセンター（川越

市山田 1578-1） 

	 川越駅東口から「川越 02」バス乗車約 15分、

浄国寺下車徒歩 5分。駐車場あり。 

お申込み：①お名前 、②参加人数（乳幼児をお

連れの方はご年齢）、③連絡先 ④交通手段を添

えて下記へ 

hatsukarinosato@googlegroups.com 
◎例会 
	 例会は、会員の他活動に興味のある方はどな

たでも参加可能です。 

日時：3月 24日（土）16:00-18:00 
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場所：川越市南公民館（ウェスタ川越内、川越

市新宿町 1-17-17） 

  
 Web サイト Facebook ページ 

 
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: mlkomorebistf@toyo.jp, Tel./Fax.049-239-1532） 

こもれびの森・里山支援隊 http://www.toyo.ac.jp/site/satoyama/ 
◎こもれびの森・里山支援隊 里山林保全活動 
日時：5月 12日（土）8:30集合-16:00片付終了 

場所：東洋大学川越キャンパス 4号館前 

実施場所：東洋大学構内「こもれびの森」 

作業内容：生育阻害木・枯損木の伐採、下刈りなど 

対象：本学専任教職員・学生、市民等（高校生以上） 
費用：無料 

持ち物：①森林内の作業に適した身支度（長袖、

長ズボン、靴、手袋）、②ベルト（手鋸や剪定鋏

を通して身につける）、ホイッスル、手ぬぐい・

バンダナ（ヘルメットの下に身に付ける）、③タ

オル、マスクなど森での作業に必要なもの、飲

み物（水分補給のため）、昼食（学内の食堂・売

店が昼まで営業しています）、④あれば自前の道

具（ヘルメット、手鋸、剪定ばさみなど） 

申込：準備の都合上、開催日前週の週末までに

mlkomorebistf@toyo.jpへ 1.名前、2.住所、3.電話

番号、4.性別、5.生年月日、6.（東洋大学の学生

のみ）学部・学科・学年をおしらせください。 

定員：15名（定員を超えた場合は、参加をご遠

慮いただく場合がございます。） 

＊Webサイト（組織概要・開催案内・開催報告） 
http://www.toyo.ac.jp/site/satoyama/ 

＊Facebookページ（最新の活動報告） 

https://www.facebook.com/komorebisatoyama 

＊Twitter（中止連絡などの緊急告知） 

https://twitter.com/toyokomorebi 

   
 Web サイト Facebook ページ  Twitter   

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：3月 6日（火）・16日（金）、4月 3日（火）・

20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： 3月 11日・4月 8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： 3月 24日・4月 28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。 

①3月 25日（日）新河岸川総合調査イン川越と

合同で、①起点からの上流部、旧赤間川②田谷

堰から畳橋までの新赤間川部分③旭橋と九十川

の共栄橋付近の 3か所で、水質調査、魚類・水

生植物や景観等の総合調査と合わせて、環境ク

リーン活動も実施。参加希望者募集。3月 15日

までに武田まで。 

②4月 22日（日）9:00-11:00。上野田町の新河岸
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川起点から黄金橋まで。起点の標識改良の点検

もかねて、八幡橋横集合。三日月橋近くの広場

隅に収集分別して解散。 

 
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：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） 

①3 月 11 日（日）10:00-12:00 
	 冬鳥たちと今月でお別れです。元気に旅立つ

ことを祈りましょう。北に帰る珍しい鳥が立ち

寄るかもしれません。 

②4 月 8 日（日）10:00-12:00 
	 桜の咲く伊佐沼でお花見探鳥会です。水面か

らカイツブリの声が、空ではコチドリが鳴き交

わし恋の季節です。ツバメも南の国から今年も

飛んで来ました。 

 

特定非営利活動法人荒川流域ネットワーク 
問い合わせ：鈴木勝行（E-mail: k_suzuki@pk2.so-net.ne.jp, 携帯 090-7804-5722） 

ホームページ http://arakawanet.machisapo.com 
◎第 22 回荒川流域再生シンポジウム 
日時：3月 17日（土）13:00-16:30 

場所：国立女性教育会館 101研修室（嵐山町菅

谷 728） 

内容：活動報告①「2017年度入間川に設置され

た魚道の標識アユ 遡上調査と菅間堰魚道に対
する管理作業について」、②「飯盛川での自然河

川復活への取り組みについて」③「流域活動団

体からの河川における取組み発表」1.育てる会:

国峯修、2.熊谷の環境を考える連絡協議会:町田

直昭、3.かわごえ環境ネット:小瀬博之 

事業報告「川の国埼玉はつらつプロジェクト」

での越辺川の魚道設置事業の途中経過 

みずかけ“サ”論「里川復活に向けた市民・行政・

漁協の協力体制について」ほか 

参加費：無料  

広報委員会からのおしらせ
●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（3 月 4 日〜5 月 2 日） 
日 月 火 水 木 金 土 

3/4 
 

3/5 
 

3/6 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

3/7 
◆9:00 広報委

員会 

3/8 
 

3/9 
◎10:00農作

業・例会（みな

みかぜ） 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

3/10 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

3/11 
◎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 

3/12 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

3/13 
 

3/14 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

3/15 
○本紙 4 月号

投稿期限 

3/16 
◎10:00農作業

（みなみかぜ） 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

3/17 
◎13:00 荒川

流域再生シン

ポジウム 

3/18 
◎9:50 武蔵丘

陵森林公園か

んさつ会 
◎13:30 田ん

ぼプロジェク

ト説明会 

3/19 
 

3/20 
 

3/21 3/22 
 

3/23 
◎10:00農作業

（みなみかぜ） 

3/24 
◎10:00 地域交

流センター「花

のまつり」 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
◎16:00例会（か

わごえ里山） 
3/25 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

3/26 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

3/27 
 

3/28 
 

3/29 
 

3/30 
◎10:00農作業

（みなみかぜ） 

3/31 
 

4/1 
 

4/2 
 

4/3 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/4 
 

4/5 
 

4/6 
○理事立候補

申込期限 

4/7 
 

4/8 
◎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 

4/9 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

4/10 
 

4/11 
◆9:00 広報委

員会 
◆10:00理事会 

4/12 
 

4/13 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

4/14 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

4/15 
○本紙 5 月号

投稿期限 

4/16 
 

4/17 
 

4/18 
 

4/19 
 

4/20 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/21 
 

4/22 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

4/23 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

4/24 
 

4/25 
◆9:00理事会 

4/26 
 

4/27 
 

4/28 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/29 
昭和の日	

4/30 
振替休日	

5/1 
 

5/2 
 

★：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 
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