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ソメイヨシノからウワミズザクラへ

ウワミズザクラの花（2017 年 4 月 19・20 日撮影）

4月号では、ソメイヨシノが見ごろであると

書こうと考えていたのですが、3月中に満開と

なり、4月 1日現在、すでにかなり散っていま

す。ソメイヨシノの花がすべて散ったころ、雑

木林ではウワミズザクラの花が咲きます。今年

は、4月 10日ぐらいには咲いているでしょう。 

田んぼの春

田んぼでの稲作は 5月から 9月にかけての 4

か月弱ですが、すでに田植えに向けての圃場の

整備や種まきに向けての準備が進んでいます。 

かわごえ環境ネット会員の NPO 法人かわご

え里山イニシアチブでは、緑肥のために、今年

も「ストロベリーキャンドル」と呼ばれるベニ

バナツメクサを田んぼに入れています。昨年は

5月の連休中に田んぼ一面が真っ赤に染まりま

した。今年は少し早いかもしれませんが、

Facebook ページなどで情報をお伝えすると思

いますので、楽しみにしてください。

川越市福田の CO 江戸かわごえ「初雁の里」で咲いた 
ストロベリーキャンドル（2017 年 5 月 5 日撮影）

かわごえ里山イニシアチブ Facebook ページ

（https://www.facebook.com/kawagoesatoyama/） 
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【コラム】私のエコ体験（22）笑顔で受け止める

東日本大震災から 7 年 第 17 回北公民館かんきょう祭り 平成30年度から高階南公民館主催事業へ 

＜東日本大震災＞

東日本大震災から 7年。どれだけの人が、こ

の震災の教訓を自分のものとして生きているの

でしょう。南三陸町に 9回。足を運ぶごとに、

この震災を忘れてはならないと思いました。

初に行かせていただいたのが、震災から約

1か月半経った 4月 29・30日。今でも、あの日

の光景が目に浮かびます。ガレキに車が突き刺

さったまま。多くの方が津波にのみ込まれた南

三陸町防災庁舎。テレビや新聞で見てはいるも

のの、実際に目にするとあまりにひどすぎて言

葉になりません。

詳しく案内していただいた 2回目。伝える使

命を感じ、アースデイ・イン・川越、北公かん

きょう祭り、高階南公かんきょうサロンで写真

を見ていただいています。

3 月 11 日、NHK スペシャル。東日本大震災
から 7年。いま、被災地で想像を超えた事態が

起きている。震災 7年の課題を徹底取材。大越

健介キャスターが現地から“復興”のあるべき

姿を問いかけていました。

大越キャスターの復興工事現場から「7 年経

った今、まだこの状態です。これで復興したと

言えるのでしょうか。」「まだ仮設に暮らす方た

ちがいます。」「災害公営住宅に入居したものの、

仮設で親しくなった方たちと別れ新たなコミュ

ニティーを築き上げなくてはなりません。」

災害公営住宅の自治会長を引き受けた方の苦

悩も浮き彫りにしていました。

昨年 10月、南三陸町を訪ねました。仮設に暮

らす方たちがいました。軒数の少なくなった仮

設は、別の仮設に集約されるところもあるとい

うことです。

孤立してしまう人が出ないようにと避難所を

訪ね歩き、同じ自治区の人たちで第 2避難した

ところがあります。仮設にも一緒に移りました。

高台移転も一緒に、と聞いていました。なかな

か場所が決まらず、工事が進まず、3 か所に分

かれてしまったようです。

	 地震はともかく、津波は温暖化による海面上

昇の影響が多少ともあったはずです。これから

も、楽しみながら節エネアイディアを考え、実

践していきたいと思います。

＜より楽しく＞

	 「かんきょうサロン」。今考えている子育ての

悩みを話せる「しゃべり場」。どちらも、より話

しやすく、自ら気付きを得られる場になるよう

に。楽しく、やる気の出る場にしたいと思って

います。

	 みんなが幸せになるのが、私の幸せです。そ

うはいうもの、相手の言葉をきつく感じると止

まってしまうので、自分自身をパワーアップし

たいと思っていました。

タイミングよく、楽しい 2日間を過ごしまし

ょう♪	 目的は、「楽しむ」こと！	 楽しむこと

を通して深い気付きがあります。

	 そこで何がゲットできるかは自分次第です。

と、ネットワーク『地球村』特別会員限定フェ

スティバルのチラシが届きました。定員 20名。 

フェスの前の前夜祭、総会から楽しみました。

楽しいわけです。総会は代表の熱いメッセージ

45分、理事、監事の方々のお話し付き。今回は

ピョンチャンオリンピックが影響したのか山下

泰裕理事（全日本柔道連盟会長）の姿が見えず
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残念！	 内藤理事（環境省環境カウンセラー）

の「天井に穴をあけて、上にドームで太陽を集

め、筒で 10m 引っぱれる。地下室まで。1日 6

時間で 5tくらい省エネしている」という志賀の

実践。吉川理事（特定非営利活動法人里山ライ

フ研究所	 所長）の息子さんの話。個の力が世

界を変えていく。ツールを自分がどう使うか。

大きな転換が起きたという。親の生き方を見て

育つ、背筋が伸びた気がします。

	 特会フェスの準備、前泊の仲間でみんなの昼

食の準備から始まった。私はこの作業を共にし

たことで仲間との距離を縮め、楽しく始められ

た。話し合いやすい 4、5 人のグループに分か

れ、テーマも自由に話しました。

	 初のセッションの進行役は「言い足りない

ことがある人は話していいよ」と始めた。

	 まさにその思いのあった私はその言葉につら

れ、とっても話しやすかった。そしてスッキリ

した。溜めておくと精神的によくないと思いま

した。思っていることが言えることも幸せだと

感じました。

	 講座など、みんなの思いを聞き、疑問を解消

しながら進めていきたいと思いました。

	 相手の話しに関心を持ち、抗議、要求ではな

く、事実を伝え、解決を提案し、実践する。

＜実践してみました＞

	 環境の勉強会に参加した男性は、色々と担当

部署に不満を持っているようです。「市の担当の

課に圧力をかけないと」と発言。周りの人が戸

惑わないように、私は（これだ！）と思い、「笑

顔で受け止める」をやってみました。その男性

はだんだん穏やかになり、周りの人もホッとし

たようです。

私はとっても嬉しかったです。

同席していた方が、凄い！	 笑顔になって帰

って行った!!と驚きました。その様子を公民館

の職員に報告してくださいました。

	 子ども連れのお母さん達も、知らなかった！

もっと聞きたいからまた参加しますと、笑顔で

ご主人と帰って行きました。すごい笑顔を意識

して、とにかく場を楽しくなるように心掛けて

居ました。すごい結果になりました。

総会～フェスの 2日間の成果だと思います。 

＜子育ての環境＞

	 子育て中のお母さん達から話を聴いて驚きま

した。子ども同士で遊ぶ約束をして、お母さん

の OKが出ないと遊べないようです。仲よくな

い子が来ると、一緒に遊んでいた子が帰ってし

まうことがあるので約束した子としか遊ばない

のだと話してくれたお母さんもいました。

	 私の子育てとはずいぶん変わってしまったな

と思います。カンケリ、かくれんぼをして近所

の敷地の中に入っても怒る人はいませんでした。

子ども達は暗くなるまで遊んでいました。友だ

ちとお昼や夕食を共にしました。泊りにも行き

合いました。ケンカをして、仲直りしてまた一

緒に遊んでいたはずです。仲直りをさせてくれ

る子もいました。

私の思い出の 1つに、かくれんぼがあります。

近所の家の垣根をくぐって、裏の畑に入り込み

ました。そこにおばちゃんがいました。しから

れるかな？	 おばちゃんは「かぜをひかないよ

うに、キンカン食べておくんだよ」とキンカン

の木を指差しました。

	 あの頃のように、我が子もよその子も同じよ

うに大切に育てあえる地域にしたいと思います。 

（ネットワーク『地球村』川越	 松岡壽賀子）

【コラム】川越の自然をたずねて（62）キノコ冊子の私的後記
キノコ冊子を作るという話をいただき、途中

からではあったがキノコ編集委員会に加えてい

ただいたのが約 3年前、紆余曲折はあったもの

のやっと“川越の自然を訪ねて きのこ編”がで

きました。

	 はじめの頃、私はキノコに関してまったくの

素人で（残念ながら今でも素人ですが）、むしろ

地衣類に関心を持ち始めたときでした。地衣類
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というのは普段その存在にさえ気が付かない、

目でとらえていてもわからない、変な生き物で

す。見た目は木の幹の表皮に引っ付いて模様を

つくったり、コンクリートの上に張り付いてオ

レンジ色の汚れで覆ったり、高山地帯では岩の

表面を被ったり、樹幹や枝先から垂れ下がった

りと風景の一部としてしか目につきません。地

衣類と人とのかかわりはというと、せいぜいリ

トマス試験紙の原材料、秩父地方の食べること

のできる地衣類（岩茸）ぐらいしか思いつきま

せん。この 2件をとっても普段の生活を送る人
にとっては縁遠いものでしょう。

しかし、地球規模でみると地球の陸地表面積

の 5%程度を被っていると推計する人もいるほ

どの存在感があります（そのほとんどは北極周

縁のツンドラか高山の岩稜地帯）。20 年前発刊

のシダ・コケの図鑑には“菌類と藻類が共生す

る変わった植物”と書かれています。さて、キ

ノコ編集会議ではまずはキノコとはどのような

生き物なのか調べてみようということになり、

ネット検索や図鑑、文献などをあさり、キノコ

に詳しい人の話などを聞いて次第にその現状の

一部が見えてきました。以前はキノコを含む菌

類は植物として扱われていましたが 20 年前程

から植物とは違う生物として認識されるように

なりました。さらに生物の DNA 分析技術が進

展したことにより、今までの種の分類が大きく

変わってきました。現在でも日々変わりつつあ

るようです。

	 このような中で、地衣類の存在も現在では“菌

類の中で藻類と共生する生物”とする説が多く

の支持をうけるようになりました。実は地衣類

は、菌類の中の子嚢菌といわれる一群にほとん

どが含まれていて（99%以上）、担子菌（目につ

くキノコを作るグループ）の数種類の例外しか

ありません。

キノコ冊子の会議では当然ながらほとんどが

目につく大きなキノコを作る担子菌グループの

話となり、子嚢菌グループの話はほとんどあり

ませんでした。子嚢菌のグループの作るキノコ

は小さいものが多く、あまり目立ちません。冊

子では数種類しか取り上げることができません

でした。

	 編集会議では植物に詳しいメンバーが多く、

菌類と植物の共生関係がしばしば話題に上り、

マツタケの人工栽培ができない理由など、私も

含めメンバーが理解を深めていきました。しか

し藻類と共生する菌類である地衣類となると話

題になることはありません。残念ながらこの冊

子では地衣類について触れることはできません

でした。

	“川越の自然を訪ねて きのこ編”が刊行され

た現在は、残念ながらキノコの季節にはまだ早

すぎます。生きている菌類を自然の中では季節

が限られていたり、地中、木材の中で生活して

いたりするためなかなか見ることができません

が、地衣類なら冬でも観察することができます。

散歩がてら虫めがねを片手に神社の石垣、桜の

幹、道路わきの塀、林の中のシデ、アオハダの

幹などに目をやるといくつもの自然が見えると

思います。ここに川越で見られる地衣類の主だ

った種を提示しておきます。

（かわごえ環境ネット会員	 松永裕一）

コンクリート上のツブダイダイゴケ イヌシデ幹のモジゴケの仲間 モジゴケの仲間の拡大
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サクラ幹のウメノキゴケの仲間 ウメノキゴケの仲間 神社石垣に付く不明種

【報告】第 16 回かわごえ環境フォーラム（詳報）

午前の部：環境活動報告会

開会式に続き、2月 25日（日）9:40-11:40ご
ろにかけて、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」環境活動報告会が開催

されました。発表者、スタッフを含め、75名ほ

どの参加がありました。

当日配布された「第 16 回かわごえ環境フォ
ーラム かわごえ環境活動報告集」の中から、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行われました（2

件は当日欠席のため未発表）。本稿ではそれらの

概要を紹介します。

	 なお、これらの発表内容を含む報告集は若干

の残部があります。入用の方は、かわごえ環境

ネット事務局にお問い合わせください。

1.ふくはら子どもエコクラブ：2017 年ふくはら

子どもエコクラブ 活動報告書

4 めいのメンバーが写真を交えて年間の活動

報告を行いました。

2.高階北こどもエコクラブ：高階北こどもエコ

クラブ活動報告書 2017 年

2017 年 4 月に発足したこどもエコクラブで、

4 名のメンバー全員で写真を交えた発表を行い

ました。

3.猪俣昇・過昌司：モニタリングから見える川

越のチョウ

川越市内における 7年間のチョウのモニタリ

ング調査結果を、科別に写真を交えて報告され

ました。

4.宮﨑誠：我々ができる「温暖化対策」

社会環境部会主催で開催した環境講演会の経

緯と我が家の省エネ活動についてデータを含め

た報告がありました。また、エネルギーの「地

産地消」についての提言がありました。

5. 大久保彦：市民の森ときのこ（冬虫夏草編）

昆虫等からきのこが発生する「冬虫夏草」に

ついて、解説や写真を用いた説明がありました。 

6.原村政樹：ドキュメンタリー映画「武蔵野～

江戸の循環農業が息づく」を完成して

	 完成した映画「武蔵野～江戸の循環農業が息

づく」の制作の経緯や内容の紹介を、ダイジェ

スト版を用いて行っていただきました。

7.武田侃蔵（クリーン＆ハートフル川越）：市民

活動からの提言―クリーン活動の PDCA―
歩きたばこ、ポイ捨て、ごみ出し、放置自転

車に関する長年の活動を基に、問題解決への提

言を行うとともに、活動への参加を呼びかけま

した。

8.桑山静子（自立の家「つどい」）：牛乳パック

に込める思い

当日所用により欠席のため未発表でした。

9.増田純一・小瀬博之・田崎愛知郎（かわごえ里

山イニシアチブ）：人がつながり生きもの育む里

山・街づくり～田んぼからつながる・拡がる地

域の輪～

	 発表は内田聖美さんと増田純一さん。活動の

経緯や具体的な活動である「生きもの育む田ん

ぼプロジェクト」の説明とともに、クラウドフ
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ァンディングも含めて実施した「井戸掘りプロ

ジェクト」の伝統的な上総掘りによる井戸掘り

の様子を動画で紹介しました。

10.矢口瞳・星野義延（東京農工大学・石坂産業）：

武蔵野台地上の雑木林における種多様性の保全

を目的とした植生管理の効果

当日所用により欠席のため未発表でした。

11.板野徹（かわごえ環境ネット）：社会環境部

会を中心とした活動（社会環境部会の報告）、私

のエコ体験

写真を交えながら 1年間の社会環境部会の活

動を報告しました。

12.賀登環（かわごえ環境ネット）：自然環境部

会を中心とした活動

	 自然環境部会の活動の目的とその成果を、写

真を含めて報告しました。また、同日刊行した

「川越の自然を訪ねて	 きのこ編」の紹介があ

りました。

（小瀬博之、写真は森田たか子さんとカワゴエ・

マス・メディアの白井紀行さんから提供）

1. ふくはら子どもエコクラブ 2. 高階北子どもエコクラブ 3. 過昌司さん

4.宮﨑誠さん 5.大久保彦さん 6.原村政樹さん

7.武田侃蔵さん 9.かわごえ里山イニシアチブ 11.社会環境部会

12.自然環境部会 司会を務められた菊地三生さん
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午後の部：基調講演「意外と知らない樹の生活 ～知ると緑が楽しくなる～」

午後の部は、午前の部と同一会場にて、13:00
-16:30 に講演会と語らいの場「かわごえカフェ

2018：川越を語ろう・伝えよう・行動しよう」

というテーマで実施しました。本稿では、その

うち基調講演の概要をお伝えします。

	 講師、岩谷美苗さんはシニア世代とはちょっ

と若く、口調も「・・・じゃん、・・・だし」と

か、我々聞く方も若い世代に脳をシフトします。

一貫して流れているのは「樹への愛情」のよう

に感じました。木は大きくなる生き物、伸びる

のは新しい枝だけ、葉っぱは木の収入源、葉っ

ぱと根の働き、枝は独立採算制、など樹木医ら

しい一般的なお話の後は、樹木の生きざまオン

パレードの楽しい話でした。特に「キリ鉄」は

リキが入っていました。

1 本のプラタナスが側の柵に食い込み一体化

した姿、何年かかって飲み込んだのか？この木

の人生をみるようです。幹の太さがあるところ

から急に太くなっている場合は、これまで日陰

だったのが、日当たりのいい環境に変わったの

だな、とか、1本の木の来し方が見て取れます。

それぞれの木にも物語があるのですね。見る視

点を変えると新たな発見があります。

	 また、見るだけでなく木の実で洗濯遊び（エ

ゴノキ、トチノミ、サイカチ）、ムクノキの葉を、

やすりがわりにみがいてみるなど手に取って親

しむこともできます。

	 ここからが大切なのですが、落ち葉には抗菌

作用があり草が生えにくい、木はキノコに助け

てもらっている、虫がついただけでは木は枯れ

ない、むしろ野鳥を呼ぶ手段になる、などなど

生態系に関わるお話もタップリ聞けました。

著書「街の木ウオッチング」東京学芸大学出版

会、	 「樹の手帳」東京書籍

（賀登環、写真はカワゴエ・マス・メディアの

白井紀行さんから提供）

アオダモの枝を水に入れて紫外線を当

てると光ります

写真と絵を交えて樹木医の視点から樹

のさまざまな特性を講義されました

クイズや比較写真・定点写真を用いて

興味を惹きました

午後の部：かわごえカフェ「みんなではぐくむ水と緑と歴史のまち・川越」

基調講演に続いて、14:40から 16:30まで「か

わごえカフェ 2018」を開催しました。2011年、

2015 年、2016 年に続いて 4 回目となるテーマ
は、川越市緑の基本計画の基本姿勢である「み

んなではぐくむ水と緑と歴史のまち・川越」で

した。

午後の部の基調講演が、樹木医で森林インス

トラクターでもある岩谷美苗さんによる樹木や

緑に親しみが湧く講演（タイトル「意外と知ら

ない樹の生活～知ると緑が楽しくなる～」）をし

ていただいたので、その基調講演後のかわごえ

カフェでも身近な自然（緑）について、みんな

で語り合いました。

かわごえカフェは、3ラウンドの語り合い（ト
ークセッション）と全体共有の時間（まとめセ

ッション）で構成されています。そのトークセ

ッションでは、対話に集中できるよう問を設定

しています。およそ 40 名の方にご参加いただ

き、1 テーブル 4 名ほど座り、相手を変えなが

ら 3 回（3 ラウンド）問について話しをするこ
とで、あたかも全員と話したかのような共有感

を持つことができます。全体共有では、問に対
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する特定の答えを導くということを目的とせず、

話し合った皆さんがそれぞれに何かを感じてい

ただければ十分と考えています。

さて、ラウンドごとに設定された問ですが、

1 ラウンドめの問と、話し合うメンバーを変え
た 2 ラウンド目の問は共に、「日ごろあなたは

どんな身近な自然（緑）とかかわっています

か？」、 後の 3ラウンド目の問は、「みんなで

緑をはぐくむために、あなたならどんなことを

してみたいですか？」でした。

話し合いは、各ラウンド 15分。 初は自己紹

介からスタートし、次第に問に集中して話をし

ます。このかわごえカフェでは、トーキングオ

ブジェのまつぼっくりを手に持った人しか話す

ことができません。トーキングオブジェを持た

ない人は、聞くことに集中し、気になったキー

ワードや話しを聞いていてイメージが湧いたテ

ーマやアイデアなどをテーブルに置いた模造紙

に落書きしていきます。この落書きした模造紙

が、席替えで新しいメンバーとなった方にどん

な話をテーブルでしていたかを説明するのに役

立ちます。

	 始めは、みなさん少々緊張気味の表情でした

が、語り合いが進むにしたがって表情が和やか

になっていきました。用意したお茶菓子も緊張

感をほぐしてくれたようです。和やかな雰囲気

での会話は弾んでつい制限時間があることを忘

れてしまいがちです。かわごえカフェでは、各

ラウンドの終了時刻になると、ファシリテータ

ーが無言で手を挙げます。それに気づいた各テ

ーブルの参加者が、会話を終了し手を挙げてい

き、全員が手を挙げたところで、次のラウンド

へ移る仕組みをとっています。ベルの音や言葉

を使って会話を強制終了するのではなく、自発

的に終了し、皆の合意のもと次に移っていくこ

とで、カフェ全体の合意形成もしやすい方式を

とっています。そして、3 ラウンド終了した後

は、全体共有の時間。それぞれのテーブルでど

んな話しをし、問 3の「みんなで緑をはぐくむ

ために、あなたならどんなことをしてみたいで

すか?」について数名の方からお話いただきまし

た。

	 全体共有の時にお話しいただい内容をご紹介

します。

●「川越に来て 2年になります。引っ越してき
た頃は、プランターでハーブを育てたりしまし

たが、仕事で家を空けると水やりもできず枯れ

てしまいました。畑で野菜なども育ててみたい

と思っていたら、今日のかわごえカフェで市民

農園を借りることができると教えてもらえたの

で、さっそく調べてみたい」 
●「イチジクの木をいただいたので、挿し木を

したら育ちました。今はそれを育てるのが楽し

みです。育てたイチジクを差し上げたいと思っ

ています。」 
●「幼稚園と小学生の子供を連れて福原ファー

ムクラブに参加しています。畑仕事のお手伝い

ですが、子供たちは、遊びだと思って楽しんで

います。子供たちが幼児期から土に触れる体験

ができるのは、子供が大人になった時の自然と

の親近感が違うと思います。次の世代に伝える

ためにもこういう幼児体験の場―落ち葉掃きや

自然体験といったフィールド活動―は大切だと

思いました。」 
●「（仮称）川越市森林公園計画地でキノコや植

物の観察会などをしています。川越市森林公園

計画地は 25 年間仮称と称されていますが、緑
豊かなこのような場所が川越にあることを知ら

ない方もいます。まだ知らない人にちゃんと伝

えていきたいです。」 
●「宮崎駿さんが言っていたことですが、緑を

守るにはどうしたらいいですか？という質問に

対して宮崎さんがこう答えていました。『自分の

まわりの 300mの緑を守ります。』自分の近くに
も楽しめる自然・緑があることをちゃんと伝え

ていきたいと思います。」 
●「自分の足で自然を確認できることってとて

も大切なことだと思います。だから、まずは、

いつまでも歩ける体でいられるよう健康でいた

いと思います。そして自分の歩ける範囲の自然
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を確認できるためにも、昔の景観を残すことも

大切だと思います。」 
「みんなで緑をはぐくむために、あなたならど

んなことをしてみたいですか?」 
	 この問に対して全員の前で発表いただいた数

名からの回答。これらは、それぞれのテーブル

ごとに話し合われた内容も含めての回答です。

	 それぞれ発表いただいた内容をよーく見てみ

ると、それぞれがしてみたい！と思うことはバ

ラバラのようでも、緑に関心が高まった人の心

理の動き、それから緑の関心が 2種類の方向性
があるのが見えてきませんか?

まず一つめは、「知りたい・伝えたい」という

心理。もう一つは、「自然は遠くにもあるけどご

く近くにもあるよ」ということ。

	 初めに、自分で野菜を育てたいけどプランタ

ーでは育てにくい。ならばどこで育てられるだ

ろうかと考え、その情報収集のために、緑をテ

ーマにしたフォーラムに参加したら、市民農園

というのを借りられることが分かった。これは、

自分が知りたい情報を獲得するために行動を起

こしたことによる変化です。そして今は自分が

イチジクを育てることを楽しんでいるけど、い

ずれはそれを他の人へと広げたいと思う。自分

だけで楽しむことよりも、より多くの人と一緒

に楽しみたいと思うようになります。そうやっ

て自分で興味が湧いたことを楽しむために行動

を起こすと、その楽しい気持ちは人にも伝えた

いという次の行動へと移っていきます。伝えた

いという気持ちは、人から人へという伝え方だ

けでなく、親から子へという時間軸を持った伝

え方もあります。

	 それから、観察会ができるような豊かな緑の

場に足を運ぶのではなく、自分が歩ける範囲の

ところで自然や緑を確認する、意識するという

こと。それが、『自分のまわりの 300mの緑を守
ります』という宮崎駿さんの言葉が表現してい

ます。

発表いただいた方々は、自然や緑への関心度、

日ごろの活動内容、年齢、性別も違います。か

わごえカフェの全体共有の時間は、そんな方々

からいただいた多様な意見をシンプルな視点に

しぼり、興味が湧いて緑を楽しむことでその楽

しさを伝え、人と分かち合いたい、次世代に伝

えたいと思ったり、健康でいることが身近な緑

をはぐくむことになるのだと思ったりというと

ころを改めて皆さんと共有して、かわごえカフ

ェは終了となりました。

（飯島希、写真は小瀬博之撮影）

お菓子と飲み物を楽しみながら 模造紙に落書きをしていく 発言の際はトーキングオブジェを持つ

トークセッションの様子 まとめセッションの様子 ファシリテーターの飯島希さん
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【報告】会員・流域の活動

「2018 新春講演会」（2 月 16 日） 川越環境保全連絡協議会

株式会社環境総合研究所代表取締役社

長の吉田裕之氏

講演の様子 講演の様子

2月 16日（金）小江戸蔵里ギャラリーにて川

越環境保全連絡協議会主催の「2018新春講演会」
が開催されました。株式会社環境総合研究所代

表取締役社長の吉田裕之氏による『埋立処分場

に再生した「里山的自然環境」～環境情報の共

有が円滑な事業運営に貢献した～』と題して、

東京都西多摩郡日の出町にある谷戸沢廃棄物広

域処分場の埋立完了後の里山環境の再生につい

ての講演でした。

講演の冒頭に、2011年の東日本大震災の震災

廃棄物の処理を 初に受け入れたのが東京都だ

ということ、本当は他県が受け入れ表明したが

住民の反対で撤回されたこと、廃棄物処理施設

が必要なことは誰でも理解できるがそれが身近

に建設されることには前向きに受け入れられな

いとの話がありました。

今回の谷戸沢処分場は、1984年に多摩地域 2

6 市 1 町で処理された不燃ごみ、焼却灰の埋め

立てが開始され、1998年に埋め立てが完了、実

に 15 年に及びました。この処分場も当初は住
民の反対がありましたが、埋立期間中に、学識

経験者からなる第三者委員会が設立され、環境

調査の実施と評価が行われました。埋立終了後

も日の出町と地元自治会との協定により、環境

調査を継続しています。2004年からは自然環境

再生の取り組みが開始され、ススキ草地にして

草原を維持管理し、植物のキンラン、国蝶オオ

ムラサキ、フクロウなどが毎年確認されていま

す。2016年度の生態モニタリング調査では、東
京都レッドリストに掲載されている絶滅危惧種

が 100種類も確認されました。オオムラサキ放

蝶会、環境学習会や都内ではあまり見ることが

できなくなった生きものたちを「間近で観察で

きる貴重な場」として、地域の皆様にも有効的

に活用され喜ばれています。メディアにも取り

上げられ、見学会は 700名が参加するくらいに

大きくなりました。

	 埋立 終処分場を、地元と関係者が協力し合

い、埋立完了後に里山的環境に再生し、動植物

に喜ばれる環境に復活できたという講演でした。 

（山田智靖）

念願の手前味噌作りしました！ NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ 
3 月 21 日（祝日）、雪の舞う春分の日にリノ

ベーション長屋でおなじみの「すずのや」さん

にてかわごえ里山イニシアチブ共催のお味噌づ

くりをしました。

	 講師は、食育アドバイザーの宮沢仁美さん。

日本の食文化を手軽にひとりひとりが日常に取

り入れられるきっかけになったら、と思いはじ

めたとのこと。大豆にはこだわりながらも麹や

塩は手軽なものを使い、はじめての方でも失敗

しない簡単につくれる方法を伝授してください

ました。

この日は 10 名の方がご参加くださり、 年

少は小学生の男の子、上は 70代半ばで、当会の
田んぼで大活躍の仲よしご夫人二人組で親戚の
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集まりのような和やかな雰囲気でした。

	 大豆をペースト状にする、麹や塩を混ぜる、

味噌玉を丸めるなど、実は、味噌作りは子供さ

んが好きそうな作業がたくさんあります。ご参

加のお子さまも真剣かつ楽しそうにお手伝いく

ださいました。合間に宮沢先生が五種類のお味

噌の食べ比べをさせてくださり、材料や発酵年

数による違いも体験できました。そして黒豆と

味噌を使った手作りケーキをサプライズで振る

舞ってくださり、楽しく美味しい時間となりま

した。

	 後の仕上げは味噌玉をつぶしながら樽に詰

める作業です。この時に空気をしっかり抜かな

いとカビが生えやすくなります。仕上げに上を

塩で覆って中蓋をして重しを乗せます。この状

態で温度変化が少なく直射日光の当たらない常

温の場所でお預かりして、秋にお渡し会を兼ね

た収穫祭をします。お味噌作りをご一緒したメ

ンバーとの再会も楽しみです。

ゆっくり時間をかけて発酵したお味噌は出汁

がなくても美味しいお味噌汁が作れます。日本

の食文化には発酵食品が多く、特に大豆は味噌

以外にも納豆、豆腐、そして豆乳やおからなど

余すところなく使えます。

	 お味噌作りの後は、会場のすずのやさんで美

味しい日本酒と食事を楽しみながら「畔にタノ

クロマメを育てたい」「もち米と小豆を作って子

供たちに餅つき体験、お汁粉を振る舞いたい」

など新たな夢を語りました。今後は自作の大豆

で味噌作り！を目指して田んぼから食と文化の

多様性も広げてゆきたいです。

「生きもの育む田んぼプロジェクト」は 4月

末まで参加者募集中です。

また、会員は適宜受付しており、メーリング

リストにて日々の田んぼ作業に加えて、様々な

季節の催しを発信しております。ご興味のある

方、登録希望の方は kawagoesatoyama@gmail.co

mまでご連絡ください。   （柏井喜代恵）

幅広い年代の参加者 味噌 5 種類の食べ比べ 味噌玉ボールを詰める

コナラ苗木の移植（3 月 3 日） 東洋大学小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊）

	 東洋大学川越キャンパス内の広大な森林「こ

もれびの森」を多様な生物が生きる里山の森に

する「東洋大学川越キャンパスこもれびの森・

里山支援隊」では、毎月 1回程度活動日を設け

て、生育阻害木や枯損木の伐採、下刈りなどの

里山林保全活動を行っています。

2018年 3月 3日（土）8時 30分-16時 00分
の活動は、2 月の活動が中止となったため約 2

か月ぶりの活動となりました。参加者は、今回

より終日参加を原則となり 16名でした。 

この日の作業は、初回参加者もいることから

「こもれびの森」の案内と状況の確認を 初に

行い、続いてスズメバチ捕獲器の設置と前年度

設置した捕獲器の回収、落ち葉掃き、萌芽刈取

り・伐り残し幹の始末、林内の枯枝片付け、コ

ナラ苗木の移植、自然再生エリアに敷設した落

ち葉堆肥内のごみ拾いと多岐にわたりました。

スズメバチ捕獲器は、通学路にもなっている

「こもれびの道」の安全のために必要で、生態

系保全と人の安全との両立をめざしています。

市販の捕獲器のほかに、手作りの捕獲器と食材

を使った液を製作し、人が近づかないところに
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スズメバチを誘導するよう、林内に 80 個設置

しました。

コナラ苗木は、こもれびの森・里山支援隊が

活動を開始した 2014年 6月 14日に、こもれび

の森の実生を日当たりのよい場所に移植して 4
年近く育ててきた苗木が、 も大きなもので高

さ 1m ぐらいに達したことから、こもれびの森

の中で疎林となっているこもれびの道の道際に

再度移植しました。移植した苗木は 63 本にな

りました。また、生育のよくない苗木は、生育

のよい苗木のあった場所に移植しました。

後の作業は、2015年 3月に植樹した元グラ

ウンドの自然再生エリアのごみ拾いです。林内

にあった落ち葉溜めで生成された堆肥を昨年こ

のエリアに散布したのですが、学内のあらゆる

ところの落ち葉を集める際にごみを分別できて

おらず、プラスチック類や不燃ごみが混在して

いる状態のままでしたので、景観や生態系保全

の観点からごみを拾いました。中には 30 年ぐ
らい前のごみも出てきて、私たちの日常の行動

を見直さなければならないことを実感させる作

業でした。

4 月の活動は、構成員による総会を開催する

ために非公開となります。5 月の活動は、公開

により 5月 12日（土）8時 30分-16時 00分に
行います。参加予告をご覧いたただき、事前申

込の上ご参加ください。

参加者の集合写真

コナラの実生を観察 自作のスズメバチ捕獲器の製作

苦戦したコナラ苗の掘り上げ 林内へのコナラの移植 自然再生エリアのごみ拾い

「第 22 回荒川流域再生シンポジウム」報告（3 月 17 日）

「第 22回荒川流域再生シンポジウム―市民・

行政・関係団体の連携による里川の再生を考え

る―」は、3月 17日（土）嵐山の国立女性教育

会館で開かれ、100 人位の出席者でした。活動

報告は以下の通りです。（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発表…①育てる

会	 ②熊谷の環境を考える連絡協議会	 ③かわ

ごえ環境ネット（小瀬理事長が発表）

ここまででほぼ 2時間、そのあと恒例の「み

ずかけ“サ”論」が「市民・行政・河川関係者

の連携による里川再生について語り合う」をテ

ーマに展開されました。

	 荒川ネットワークが流域の市民団体と菅間堰

に魚道を作る働きかけを始めてほぼ 10 年の年
月が経ちました。2009 年 4 月 26 日に多くの市
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民の参加で、アユの脂びれをカットして 5000匹

ほどの指標種アユを菅間堰のすぐ上に放流し、

どこまで遡上できるか、の実験が開始されまし

た。菅間堰の上流にも次々と横断堰があり、越

辺川流域にも超えられない堰があり、これらの

検証も含めて市民参加の指標種アユの取り組み

はずっと続きました。

	 川は昔から人間との関りが深く、様々な法令

がかぶさっています。管理者としての行政、水

利組合など農家の方々、漁業権者としての漁協

など、関係する方々が納得する方法でなければ

進みません。市民団体がこのような中で目的を

達成するのは容易ではありません。これら関係

者と粘り強く調整し、「水辺再生 100プラン」、

「川のまるごと再生プロジェクト」、「川の国埼

玉はつらつプロジェクト」とリンクさせながら

多くの堰に魚道を付けることができました。こ

れについては東松山農林振興センターの担当者

から報告がありました。農業用の取水堰は行政

の管理ではなく、水利組合の所有物なので、こ

れに行政が魚道を付ける工事は他県ではあまり

例がないが、埼玉県はやりました、という発言

に会場からは大きな拍手。

	 ここまでの事業で指導的役割をした金澤光氏

は、「魚道ができて終わりではなく、流域の人々

が、天然アユが釣れるようになって川が楽しく

なった、という喜びを持てることが、再生につ

ながる。」と発言された。会場には若い世代の方

も参加されていて、「埼玉が川の国という実感は

もちにくい。大学もこのようなジャンルを扱っ

ていない。若者を取り込む方策がなされていな

いように思う。」という痛い所をつかれる発言が

ありました。若い行政職の方が「川の国応援団

などの交流会ではできるだけ若い層にも呼び掛

けたい。」等、まだまだ多くの意見があり活発な

シンポジウムでした。

（賀登環）

鈴木勝行代表理事の挨拶 小瀬理事長発表の 1 コマ 菅間堰の魚道

水質検査に魚や水生昆虫も観察・新河岸川流域の総合調査・3 か所で３月 25 日に実施

	 一級河川新河岸川は、川越市の上野田町を起

点として、昔の赤間川、新赤間川と流れ、舟運

で有名な旭橋から、ふじみ野市、富士見市、志

木市、朝霞市、新座市と流れて荒川に合流しま

すが、ここに流れ込む支流は数多く、東京を含

めて広い流域を誇ります。この新河岸川水系の

水環境の改善に取り組んでいる「新河岸川水系

水環境連絡会」が主催し、かわごえ環境ネット

会員らが協力した「新河岸川流域総合調査イン

川越」が、3月 25日に行われました。 

主催者側から、会長の菅谷輝美さん、藤井由

美子事務局長ら会員 6人、調査の学術的なまと
め役として永石文明東京農工大学非常勤講師も

参加、川越から 6人が応援で参加、8時 30分新

河岸駅に集まり、車 4台に分乗して旭橋地点か

ら調査を始めました。各地点の駐車は、伊勢安

さんをはじめとした地域の方々の協力で駐車さ

せてもらいました。

旭橋周辺と、日枝神社脇の湧水など、1 時間

半にわたって調査しました。続いて九十川の共

栄橋に移り、水質検査、川に入って魚や水生昆

虫などを採取、記録し、11 時 20 分に次の調査
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地点である上流の赤間川公園に向かいました。

一休みして、13時から赤間川公園から石原橋

までの間で、川の中に入って調査しました。満

開の桜の下で、花見見物の親子連れが、踏査の

状況を一緒に観察して、市民ぐるみの調査がで

きました。

後に、北公民館わきの氷川神社裏の水質調

査と透明度を測りました。満開の桜と 4月 1日

の「新河岸川桜祭り」の「舟の練習」でにぎわ

っていました。そのあと、公民館の実習室で表

のように調査結果をまとめました。

	 水質もよく、珍しい魚や水生昆虫も採れまし

たが、生き生きとした、川の活力が見られない

のが残念との講評でした。菓子屋横丁まで来な

がら、すぐそばの赤間川まで足が伸びない現状

から、こどもらの元気な声が聞ける、いい川づ

くりへの、市民の取り組みが待たれます。

（武田侃蔵）

調査結果

旭橋そばの船着き場で 川に入って投網で 採った魚を識別する調査員

満開の桜の下で川に入って調査 赤間川公園そばで子供らも観察 調査結果をまとめて検討
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【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 3月 14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 
	 反省を行いました。会場は午前、午後と同一

のほうが使いやすいことから、次回も同じ会場

を確保することで進めることにしました。 

今年度の総括並びに次年度の事業計画 
	 各専門委員会の事業報告、会計報告、次年度

の事業計画案、予算案等を確認しました。4 月

の理事会に向けて総会議案書の原案を作成する

ことにしました。 

	 4 月の会費納入依頼文書並びに総会の期日・

場所を確認するとともに、総会後の懇親会の開

催について検討しました。 

レンタルサーバとドメイン費用 
	 継続して契約するため、費用を支出すること

を承認しました。 

会費未納者への督促 
	 平成 29 年度会費未納者への督促を事務局か

ら行うとともに、理事からも関係者に連絡する

ことにしました。 

（小瀬博之） 

社会環境部会

	 3月の社会環境部会の例会は、3月 9日（金）
13時から福田ビル 3階で、7名の出席のもと開

かれました。 

1. 理事会、事業部会の報告 
	 板野代表が体調不良で欠席の為、代理の司会

が月刊紙 3月号掲載内容に従って説明、原嶋、

武田理事からの補足説明がありました。 
2. 協議事項 
①平成 29 年度収支決算について、代表と会計

がまとめた報告を了承。 
②平成 30年度の社会環境部会の活動について、

環境施設見学、街の美化活動、環境講演会、エ

コドライブ教習会、みどりのカーテン普及推進、

環境イベントへの出展参加など、従来の活動継

続を確認。 

	 今後の社会環境部会の活動と体制についても

議論がありましたが、4月に再度協議。4月の部

会進行は渡辺さんが担当。（代表代理	 渡辺利衛） 

自然環境部会

	 3月例会は 9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	

2月 12日（月）16名参加	 巣箱調査：巣箱を下
ろして営巣を確認し、中を掃除してかけなおす

作業。25 個のうち、営巣跡があるのは 10 個く

らい。2月 26日（月）14名参加	 野鳥の森保全

作業、シュンランがたくさん花をつけていた。 

②池辺公園	 定例活動	 3 月 6 日（火）	 ごみ

清掃、アズマイチゲ開花確認など 
③川越初雁高校 2 クラス	 2 月 16 日（金）	

「（仮称）川越市森林公園」計画地自然ガイド	

8 名対応、近くにあっても雑木林のことは案外

知らない様子。熱心に見聞していた。 

④キノコ編集委員会	 2月 23日（金）ウェスタ

川越、無償配布先など検討 
2. 協議事項 
①かわごえ環境フォーラム（2018/2/25）の概要

報告と振り返り 

②来年度事業計画について話し合う。 

・市、県とのパートナーシップ、	 ・調査、保

全活動、	 ・自然観察会、	 ・学校教育支援な

どを軸に計画。詳しくは総会議案書にて。 
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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・会員向け】総会・懇親会（5 月 19 日）のご案内と会費納入のお願い

	 2018（平成 30）年度総会（5月 19日土曜日 1

0:00-11:30）のご案内と、会費納入についてのお

願いを、本誌と別送でお送りします。総会の出

欠については、総会通知に同封した返信用はが

きを用いて、4月 27日（金）必着でご連絡くだ

さい。年会費の納入は、個人会員 1,000 円、団

体会員（民間団体、事業所、川越市）は 2,000円

です。5月 18日（金）までにゆうちょ銀行の口

座にお願いいたします［口座番号 00180-2-1388

0（ゆうちょ銀行以外から振り込む場合は、ゆう

ちょ銀行 〇一九支店 当座 0013880）,加入者名：

かわごえ環境ネット］。振込方法によって手数料

がかかります。 

	 また、総会終了後（12:00-13:00ごろ）に川越
市立美術館 2階会議室において、懇親会（昼食

会）を行います。日ごろより活発な環境保全活

動をされている会員相互の交流を深めることよ

り、今後さらに活発な活動が展開できればと思

います。ぜひご参加ください。参加費は 1人 1,

500円（当日集金）を予定しています。

【トピック②・再掲・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。 

	 本紙がお手元に届くときには期限を過ぎてい

る可能性があります。応募予定の方は、早めに

事務局にお問い合わせください。 

【トピック③】「エコプロダクツ川越 2018」共同出展者募集（5 月 11 日まで）

	 6回目を迎える「エコプロダクツ川越 2018」

の出展募集が 4月 2日から始まりました。今年

の開催は、7月 22日（日）10:00-15:00です。 

	 かわごえ環境ネットは、今年も出展します。

個人会員、民間団体、事業所で「こんな展示、

参加をしてみたい」方はお知らせください。当

日の参加が難しくても、環境に関する展示等は

可能です。ワークショップもできます。もちろ

ん、環境活動への参加募集的なことも。日ごろ

の発表の場として、活用してください。ちなみ

に、昨年の内容は次の通りです。 

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 

・川の活動写真いろいろ 

事業所 
・初野建材工業株式会社 

ワークショップ 
・アクリルたわし 

・間伐材を用いたはしづくり 

・ペットボトルロケット制作と飛ばし実験 

・ワットチェッカーによる節電実験  
	 主催者側への申し込みの期限が5月16日（水）
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ですので、5月 11日（金）をめどにかわごえ環

境ネット事務局、または横山（Tel.049-246-9319）

までご連絡ください。 

	 今年は「パイオニア株式会社」がかわごえ環

境ネットのブースで出展予定です。 
	 行事の詳細は、川越市ホームページ“「エコプ

ロダクツ川越 2018」出展者募集”をご覧くださ

い。 

 
川越市：「エコプロダクツ川越 2018」出展者募集 

（QR コード） 

【トピック④・予告】「川の一斉水質調査」（6 月 3 日）参加者募集

	 毎年 6月第 1日曜日に「身近な水環境の全国
調査」を行っています。川越市ではかわごえ環

境ネットが「川の一斉水質調査」として主に担

当していて、今年は 6月 3日（日）午前に行い

ます。 

	 本会では、荒川水系と新河岸川水系に分かれ

て採水と水質分析を行っています。まだ詳細が

決まっていませんが、予告として参加者募集を

いたします。 

	 参加できる団体・個人の方は、本会総会（5月

19日土曜日）開催前の 9:30に、総会会場である

川越市立博物館にお越しいただくか、5月 25日

（金）までに川越市環境政策課（Tel.049-224-58

66）までその旨をご連絡ください。 
 

【トピック⑤・再掲】『川越の自然を訪ねて きのこ編』頒布中

『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。 

	 「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。 

 

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： 4月 9・23日、5月 14・28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（毎月第 1 火曜日、時期に

よって変動あり） 
日時：5月 8日、6月 5日（火）9:00-12:00 
場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

★新緑の雑木林観察会 
日時：5月 13日（日）9:00-12:00 

場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 
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	 雑木林が一番美しい季節です。樹々の新緑と

林床に咲く、雑木林依存のクチナシグサ、イチ

ヤクソウなどの可憐な花が見られることでしょ

う。講師は稗島英憲さんです。申し込みは 5月

1日（火）から環境政策課（049-224-5866）まで。 

会合 
◆広報委員会（2018 年 4 月度） 
日時：4月 11日（水）9:00-10:00 

場所：川越市役所本庁舎 7階 7E会議室（川越市
元町 1-3-1） 

＊次回は 5 月 9 日（水）9:00-10:00 川越市役所

本庁舎 5階フリースペース 

◆理事会（2018 年度第 1 回） 
日時：4月 11日（水）10:00-12:00 

場所：川越市役所本庁舎 7階 7E会議室 
●社会環境部会（2018 年 4 月度） 
日時：4月 13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 5月 11日（金）13:00-15:00同所 

●自然環境部会（2018 年 4 月度） 
日時：4月 13日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 5月 11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。 

◆理事会（2018 年度第 2 回） 
日時：4月 25日（水）9:00-12:00 

場所：川越市役所本庁舎 7階 7E会議室 

＊次回は 5 月 16 日（水）10:00-12:00 川越市役
所 7階 7E会議室 

◆事業運営委員会（2018 年度第 1 回） 
日時：5月 16日（水）9:00-10:00 

場所：川越市役所本庁舎 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（考える会主催） 
（各回共通事項）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、お

弁当持参（レストランもあります）、雨天決行 

①4 月 8 日（日）10:20 集合-14:30 ごろ終了解散 
	 スミレや水辺の生き物を観察します。 

②4 月 22 日（日）10:20 集合-14:30 ごろ終了解散 
③4 月 27 日（金）10:20 集合-14:30 ごろ終了解散 
	 フデリンドウやスミレの花、ミヤマセセリも

観察できるころです。キンランの調査もしまし

ょう。 

 
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： 4月 14日（土）9:30-12:30ごろ 

    5月 12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） 
2018 年度予定表 

月 日 活動内容予定 
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 
7 14 

未定 
畑の片付け 
トウモロコシの片付け 

8  休み 

 



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 4 月号 No.138 

- 19 - 

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 9:00-12:00） 
期日：4月 6・13・20・27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：4月 13日（金）10:00-12:00（作業終了後） 

場所：地域交流センター多目的ホール 
◎種まき 
日時：4 月 21 日（土）10:00-12:00（9:30 受付） 

場所：地域交流センター 

 
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。 

◎種まき&苗床づくり 
日時：4月 28日（土）9:00-15:00 
場所：髙梨農園（川越市福田 439） 

◎理事会 
	 理事会は偶数月の第 4土曜日、例会は奇数月

の第 4週土曜日に行います。理事会は、役員の
みの参加となりますが、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：4月 28日（土）16:00-18:00 

場所：川越市北部地域ふれあいセンター（川越

市山田 1578-1） 

  
 Web サイト Facebook ページ 

 
東洋大学小瀬研究室（ライトアップ，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/ 

◎自閉症啓発イベント「Light it up blue 川越 
2018」出展 

日時：4月 7日（土）10:00-19:30ごろ 

場所：ウニクス川越（川越市新宿町 1-17-17） 

	 東洋大学総合情報学部ライトアッププロジェ

クトチームで制作した過去の作品を出展。ライ

トアップ点灯式は 18:30 ごろ。雨天の場合、予
定変更の可能性あり。最新情報は、イベントの

Facebookページ（https://www.facebook.com/light.

it.up.blue.kawagoe/）にて。 

 

「Light it up blue 川越」Facebook ページ 

◎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
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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 
日時： 4月 20日（金）、5月 1日（火）・18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：4月 8日・5月 13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： 4月 28日・5月 26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。 

①4月 22日（日）は、アースデイ東京の見学と

重なり中止（予定変更） 

②5月 27日（日）9:00-11:00、杉下橋から新琵琶
橋まで。土手と川の中など、多数の参加を希望。

オアシス裏に収集分別。 

③5月 25日（金）は、9:00-16:00、上野田町の新

河岸川起点から、新琵琶橋まで。景観を含めた

「川の総合調査」を予定。関心ある人の参加歓

迎。詳しくは 5月号で。 

 
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：4月 22日（日）10:00-12:00 

	 小畔川源流域での水生昆虫調査など。北小畔

川の源流は宮沢湖ですが、そこから畑や田んぼ

を横切りながら流れていくその間、自然度の高

い流域があります。そのあたりでの調査です。 
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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） 
①4 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。 

②5 月 13 日（日）10:00-12:00 
	 10日からバードウイークです。鳥たちの子育

てをじゃましないように、沼で繁殖するカイツ

ブリ、オオヨシキリを観察します。 

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 

◎入間川水系への自然遡上アユ復活事業Part2
稚アユに標識を付け入間川に放流します 
日時：4月 30日（月・祝）9:00- 

作業時間：約 3時間（人数により延びる可能性

もあります） 
※稚アユが確保できない場合、実施日を延期す

る場合もあります。 

場所：上戸運動公園（入間川川越橋下） 

入間川水系への自然遡上アユ復活事業 Part2 

稚アユに標識を付け入間川に放流します 

持ち物：長靴、あれば胴長。昼食は持参してく

さい。カッパをご用意ください（小雨決行）。 

	 魚道の効果調査のため、アブラビレを切除す

る作業を実施します。昨年の入間川の魚道効果

調査では、放流時に寺山堰下流で瀬切れを起こ

していた影響もあり、笹井堰上流で確認された

標識アユは 2尾だけでした。今年度は、主に狭

山市域に設置された魚道の効果調査を行うため、

川越橋上流で標識作業を行い、入間川に放流し

ます。その後、越辺川の出丸堰下流でも一部放

流する予定です。現地での標識作業に多くの皆

様のご参加をお待ちしております。 

	 この事業は公益財団法人サイサン環境保全基

金から助成を受けています。 

アースデイ東京見学実行委員会 
申し込み・連絡：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770, Fax.049-222-0786） 

◎アースデイ東京 2018 見学会 
日時：4月 21日（土）・22日（日） 

会場：代々木公園（イベント広場・ケヤキ並木） 

集合：両日とも 9:30、JR原宿駅出口の神宮橋入

口集合 

	 18回目を迎えた「アースデイ東京 2018」。今
年も、環境問題から国際交流の広い課題に向け

た、各方面の多彩な活動の展示と交流の機会が

用意されています。明治神宮奥のみどりの広場

と共に、見学のお手伝いを見学実行委員会がい

たします。 

	 事前説明資料代 100円。問い合わせは代表の

武田（Tel.090-2521-5770）まで連絡ください。
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広報委員会からのおしらせ
●かわごえ環境ネット活動関連・川越市ほか４

月人事異動一覧 
▽環境部関係 

環境部長	 福田忠博（同部副部長・環境施設課

長事務取扱）	 同部副部長・環境政策課長事務

取扱	 高橋宗人（産業廃棄物指導課長）	 産業

廃棄物指導課長	 清水潤（同課副課長）環境施

設課長	 藤田雅司（資源化センター所長）	 資

源化センター所長	 石井正孝（管財課副課長）

小畔の里クリ―ンセンター所長	 長坂英之（川

越駅東口図書館長）	 環境対策課副課長	 原美

香（同課副主幹）	 産業廃棄物指導課副課長	

林一成（保育課副主幹）	 環境政策課副主幹（み

どりの担当）駒井俊彦（公園整備課主査）	 資

源循環推進課副主幹	 中山伸矢（高階市民セン

ター主査）	 東清掃センター副主幹	 宮﨑整（資

源化センター主査）	 資源化センター副主幹	

島崎雄一（同主査）	 環境政策課主査（みどり

の担当）岸野崇洋（こども育成課主査）	 同課

主査	 伊藤雅浩（同主任）	 環境対策課主査	

名和真美（産業廃棄物指導課主査）	 産業廃棄

物指導課主査	 益子康裕（環境対策課主査）	

環境施設課主査	 山崎圭太（開発指導課主査）

	 資源化センター主査	 鉄炮塚毅（上下水道管

理センター主査） 

	 大野環境部長は定年退職。冨田環境政策課長

は市民税課長へ、地球温暖化対策担当の加藤亜

実さんは収税課へ、みどりの担当の阿曽崇史さ

んは公園整備課へ、同舛田大輔さんは資産税課

へ転出。みどりの担当に、小柏実央さんが新規

採用。 

▽関係部署の異動 

危機管理監	 箕輪信一郎（防災危機管理担当参

事）	 産業観光部長	 田中三喜雄（広報監）	

都市計画部公園管理課公園管理事務所長	 塩野

修（保育課副課長）	 同公園整備課副課長	 西

村雅喜（同課副主幹）	 同課副主幹	 武力（下

水道課主査）	 同課主査	 阿曽崇史（環境政策

課主査）	 建設部参事河川課長事務取扱	 染谷

経夫（同用地課長事務取扱）同河川課主幹	 栗

原克宏（スポーツ振興課副課長）	 同課副主幹

	 田中能彰（事業計画課主査） 

▽埼玉県関係 
○環境部	 環境部長	 加藤和男	 同部副部長	

安藤宏	 同資源循環推進課長	 河原塚啓史	 西

部環境管理事務所長	 金子亮	 川越農林振興セ

ンター副所長	 武末秀樹	 同	 藤田伸一	 管理

部長	 川本勇人	 農村整備部長	 吉田有紀彦	

川越県土整備事務所長	 磯田和彦	 副所長	 小

笠原隆博	 道路環境部長	 木田博之	 道路環境

担当課長	 三保谷明	 同	 園原紘佑	 河川管理

担当課長	 白木稔晃	 同河川工事担当課長（新

河岸川）宮﨑文生 

▽国土交通省荒川上流河川事務所 

副所長（事務）小林薫	 同（技術）小櫃基住	

同（同）荒木茂	 入間川出張所長	 高橋剛 

●かわごえ環境ネット会員募集 
	 4 月になり新年度となりました。本会は、年

度で会費を徴収していますので、年度初めの入

会がお得です。この記事をお読みになった会員

でないあなた、この機会に会員になりませんか。 
	 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 円の年会費で会員になれます。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 5月号（No.139，5月 2日発行予定）

の掲載原稿は、4月 15日（日）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
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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。 

●インターネットメディアのおしらせ 
1.本紙がカラーで見られます 
	 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

像で本紙をお楽しみください。 

 
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。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（4 月 5 日〜5 月 26 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

4/5 4/6 
◎10:00農作業

（みなみかぜ） 
○理事立候補

申込期限

4/7 
◎10:00 Light
it up blue 川

越

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 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会

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 
◎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

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 
◎10:00農作業

（みなみかぜ） 
◎13:30 まち

美化啓発運動

4/21 
◎9:30アース

デイ東京見学会 
◎10:00 種ま

き（みなみか

ぜ）

4/22 
◎9:30アース

デイ東京見学会 
◎10:00 小畔

川魚類調査

◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会

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 
◎10:00農作業

（みなみかぜ） 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会

○総会出欠返

信期限

4/28 
◎9:00 種まき&
苗床づくり（か

わごえ里山） 
◎13:30 まち

美化啓発運動

◎16:00理事会

（かわごえ里山） 
4/29 
昭和の日	

4/30 
振替休日	

◎9:00 稚アユ

標識付け放流

5/1 
◎13:30 まち

美化啓発運動

5/2 5/3 
憲法記念日

5/4 
みどりの日

5/5 
こどもの日

5/6 5/7 5/8 
★9:00 池辺公

園定例活動

5/9 
◆9:00 広報委

員会

5/10 5/11 
●13:00 社会

環境部会

●15:00 自然

環境部会

○エコプロダク

ツ川越2018共同

出展者応募期限 

5/12 
◎8:30こもれびの

森 里山林保全 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

5/13 
★9:00 新緑の

雑木林観察会

◎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 

5/14 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動	

5/15 
○本紙 6 月号

投稿期限

5/16 
◆9:00 事業運

営委員会

◆10:00理事会 

5/17 5/18 
◎13:30 まち

美化啓発運動

○会費納入期

限

5/19 
●10:00 総会

●12:00 懇親

会

5/20 5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 
◎9:00 川の総

合調査

5/26 
◎13:30 まち

美化啓発運動
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