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2018 年度総会・懇親会報告

役員改選

役員（安藤理事は欠席、後ろは総会議長の増田氏）

役員が改選され、総会において理事、監事が
決定し、理事の互選により理事長、副理事長が

2018 年度総会の様子（川越市立博物館視聴覚ホール）

選出されました。
理事長： 小瀬博之（個人）
副理事長： 横山三枝子（福原ファームクラブ）
同： 賀登環（個人）
理事： 安藤裕貴（個人）
同： 飯島希（個人）
同： 菊地三生（個人）
同： 鎌田政稔（川越中央ロータリークラブ）
同： 武田侃蔵（クリーン&ハートフル川越）

懇親会の様子（川越市立美術館会議室）

同： 山田智靖（川越環境保全連絡協議会）

5 月 19 日に 2018 年度総会が川越市立博物館

同： 高橋宗人（川越市）

視聴覚ホールにおいて開催されました。終了後
に川越市立美術館会議室にて懇親会を開催し

監事： 原嶋昇治（個人）
同： 宮﨑誠（個人）

ました。（本文詳細 4 面）
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【コラム】私のエコ体験（24）EM 活用での効用

写真 1 ジャガイモ（背丈 80cm）

写真 2 勢いよく伸びる山芋

写真 3 パッションフルーツ苗

我が家の野菜作りや植物の栽培にはボカシは

気をよくして今年は倍に増やし、30kg を目標に

欠かせない材料です。ボカシは生ごみを処理す

楽しんでいます（写真 2）
。畑の狭いところでの

るには一石二鳥です。野菜作りに化学肥料は使

栽培にはこれ以上の効率のよい根菜はないと思

いたくありません。自然界で育つものには自然

い、パッションフルーツ同様にこれからも育て

界のもので育てたいとの思いで EM にたどり着

て行きたいと思っています。

き、現在も今後も野菜を作る限り使い続けてい
くつもりです。

もちろんボカシで包んだ生ごみや落ち葉をた
くさん入れています。
今、
勢いよくつるが伸び、

庭先の小さな畑ですが今年もジャガイモが大

毎日見るのが楽しみです。

きく育っています（写真 1）。今年は特に育ちが

緑のカーテン用パッションフルーツも、今年

よく、80cm くらい大きく育ち、茎が倒れないよ

は昨年 7 月に挿し芽した苗が、4 月 20 日に鉢植

うに支えをしています。となりの畑と比べても

えする時には 1m20cm くらいに育っていました。

倍くらい大きく頼もしく育っていて、これもボ

現在（5 月 11 日）
、2m50cm くらいまで伸びて、

カシ肥料の成果だと思います。

つぼみがたくさん付き始めています（写真 3）。

生ごみをそのままごみとして出せば手間はか

試行錯誤しながらいろいろと取り組んだ結果、

かりませんが、ひと手間ボカシと混ぜて畑に埋

収穫を 10 月ごろまでにするには、花を 7 月初

めれば、無害な肥料として結果を出してくれま

めまでに終わるように咲かせることが必要です。

す。我が家では土を使うものにはたっぷりとボ

この地域あたりで緑のカーテンと併用して収穫

カシを混ぜ入れます。その他、肥料は鶏糞、牛

を望むのであれば、このような栽培方法が良い

糞、骨粉入り油粕など自然の有機肥料にこだわ

との結論に至りました。

り、ボカシの微生物の力を借り、野菜作りを楽
しんでいます。

社会環境部会では、今年から苗の配布はやら
ないことになりました。緑のカーテン普及活動

化成肥料もゼロではありませんが、使う場合

の一環として、差し芽実習講習会に切り替えて

有機化成肥料にして、土をアルカリにするには

実施することになりました。緑のカーテンだけ

貝石灰か苦土石灰を使用するようにしています。 ではなく観賞用として、実の収穫のできる方法
孫たちがじいちゃんの作る野菜は特別においし

などをレクチャーしていき、さらに普及が広が

いと、たくさん食べてくれるのが何よりうれし

っていくことを期待して取り組んでいければと

いです。

思っています。

何しろ畑が小さいので効率のよいものをと、

「私のエコ体験」も今回をもって一区切りと

昨年から渡辺さんより譲り受けた山芋作りには

して新たな形で来月から始めるとのことです。

まっています。

（井口吉三郎）

昨年は 60cm 四方の箱で 13kg の収穫ができ、
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【コラム】川越（+周辺）の自然をたずねて（64）坂戸城山の太陽光発電施設計画を追
坂戸城山は川越からも近く、かわごえ環境ネ

この件は地元の「いずみ自然塾グループ」に

ット会員との交流もあり、これまでも「サワギ

も刺激を与え、同グループは城山の自然を守る

キョウの会」から紹介していただいています。

提言書をまとめ坂戸市長に提出しました（4 月

城山は毛呂丘陵にあり、標高は 113.4m、面積 4

26 日）
。また、これより前になりますが、坂戸

0ha の丘陵地で、坂戸市内唯一のまとまった樹

市議会ではコクラン群生地に関する質疑がなさ

林地です。北側は「新しき村」へ通ずる水田地

れ「市は可能な限り保全する」としたと新聞で

帯、南側を高麗川が流れていて、急な崖になっ

は報じています（3 月 8 日埼玉新聞）
。つい最近

ています。このような地形の変化と水場がある

の動きとして、2 社の業者のうち 1 社が申請を

ことで多種多様な生き物を擁しています。

取り下げたそうです。太陽光発電などの自然再

この地に昨年末、降ってわいたように太陽光

生エネルギーはこれから、世界的に発展してい

発電施設計画の話が表面化したのです。ほぼ真

くのですが、新たな自然破壊になっては意味が

ん中あたりの 1ha あまりです。まず、心配した

ありません。日本でもアセスメントに関する法

のは、樹木伐採による動植物の喪失、水流や土

令を早急に整備する必要があるのではないでし

壌、生態系の変化です。年が明けて 2018 年 1 月

ょうか。

10 日に「サワギキョウの会」や有志 10 人で該

今回はコクランという条例にかかる重量級の

当地の植生調査を行うことにしました。このこ

種が生息していたことで計画が見直されました

とは事前に記者クラブに通知していましたので

が、普通の絶滅危惧種では進行していたかもし

当日は新聞社 2 社が取材に来ました。

れません。サワギキョウという埼玉ではここだ

調査を開始してしばらくすると、みんな息を

けかもしれないという種が細々と生息していま

飲みました。コクランが群生しているのです。

すが、樹木が伐採され水が絶たれると、これも

コクランはラン科の植物で「埼玉県希少野生動

あえなく滅びてしまうことでしょう。太陽光発

植物の種の保護に関する条例」に取り上げられ

電の計画は中止になったとしても、この地を永

ている 22 種の中の一種で、強く保護されるも

続的に担保するには公有地化、トラストなど、

のです。1 月 12 日の朝日新聞、埼玉新聞にはこ

地権者の負担をなくす方向が必要になります。

のことが大きくとり上げられました。この後、

これは坂戸市の事例ですが、川越でもどこで

県の調査がすぐに行われるはずでしたが、降雪

も起こりうることです。自然再生エネルギーと

で延び延びになり 2 月 9 日に行われ、コクラン

自然環境保全と両立させることがこれから課題

が 100 株ほど確認されました。その後、県は地

になるでしょう。

（稗島英憲）

権者と業者に対し指導書を文書で通告したとい
うことです。

城山全景（内田泰永氏撮影）

コクラン 冬でも緑の葉
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県の立ち入り調査（2 月 9 日）

月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 3 月号 No.137

【報告】かわごえ環境ネットの活動
総会・懇親会
5 月 19 日に 2018 年度総会が川越市立博物館
視聴覚ホールにおいて開催されました。会場出

瀬博之、社会環境部会が武田侃蔵、自然環境部
会が賀登環となります。

席者 21 名、委任者 86 名の計 107 名で、176 名

また、今回の役員改選により、板野徹氏、小

の過半数により総会は成立しました
（写真 1 面）。 笹裕氏、原嶋昇治氏、村上正明氏の 4 名の理事
総会では、増田純一氏（NPO 法人かわごえ里
山イニシアチブ代表理事）を議長に選出し、20

が退任され、中山勝美氏が監事を退任されまし
た。

17 年度事業報告、2017 年度決算報告及び会計

総会においては、市民からかわごえ環境ネッ

報告、役員の改選について、2018 年度事業計画、

トに寄贈された福原の雑木林で採集された昆虫

2018 年度予算の 5 つの議案が総会議案書の通り

の標本が披露されました。保存先が決まるまで

承認されました。

は事務局で保管することになります。

役員の改選では、10 名の理事と 2 名の監事が

総会終了後、川越市立美術館会議室にて懇親

決定し、理事の互選により理事長と副理事長が

会を開催しました。懇親会には 15 名が参加し、

選任されました。理事長と副理事長は再任、理

弁当を食べながら自己紹介などで懇親を深めま

事のうち 9 名が再任、1 名が新任、監事のうち

した。今年度は交流行事を増やして、会員間の

1 名が再任、1 名が新任となりました（役員一覧

懇親を深めてまいります。

は 1 面）
。

（小瀬博之）

なお、専門委員会の代表は、広報委員会が小

「新緑の雑木林観察会」報告
日時： 5 月 13 日（日）9:00-12:00

入れて魚を採って遊んだとか。この実はヤマガ

場所：
「
（仮称）川越市森林公園」計画地

ラの好物でもあります。

参加者：29 名（スタッフとも）

ガマズミも白い花を咲かせていて、しばらく

講師：稗島英憲氏

すると赤い酸味のある実を付けますが、これは

今年は春の訪れが早く、サクラを始めすべて

毒はなくさっぱりした味わいです。その他にム

が 1 週間くらい前倒しで進行しました。この時

ラサキシキブのピンクの花、ネジキのスズラン

期、新緑の雑木林のはずでしたが、もうすっか

のような花を参加者の方々は「初めて見たわ、

り深い緑に覆われています。ほとんどコナラか

真っ白ね。」と感心されていました。この時期、

らなるこの雑木林は、映画「武蔵野」のメイン

林床にはクチナシグサ、オオバノトンボソウが

ステージです。400 年近くに渡る土壌の歴史を

見られ、これらは絶滅危惧種です。

蓄積していて、長い年月の間に様々な樹種が野

途中、偶然散歩中の原村政樹監督と遭遇し、

鳥などによって運ばれ、この林には 100 種近く

ひとしきり参加者とワイワイと話がはずみまし

の樹木が記録されています。農家の方が植えな

た。行程の終盤、参加者の方がサンコタケを見

いのに多種の樹木があり、花や実を楽しめます。

つけました。まるで蟹の爪のような姿と臭いグ

さんぽ道に白い花がたくさん落ちていて、こ

レバにみなさん、
「ヘぇー！」でした。稗島さん

れはエゴノキの花です。エゴノキの実は有毒な

の精力的なガイドもあり、みなさん最後まで飽

サポニンを含み、一昔前の子どもはこれを川に

きないで楽しまれたようでした。
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（賀登環）
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林床に宝物、発見！

これ、なんですか？

ほら、ここに出てるよ

サンコタケ（岡 治様描画）
原村監督と遭遇

ネジキの花

【報告】会員・地域・流域の活動
米づくりの始まり

種まき

子ども達も一生懸命お手伝い

かわごえ里山イニシアチブ

育苗トレイを置く苗床の準備

種まきをする播種機

4 月 28 日（土）お米作りの始まりとなる種ま

この日は田んぼ女子の活躍で、わらで炊いた

きを行いました。子供から大人まで総勢 30 名

釜だきごはんや本物のだし汁がふるまわれまし

近い参加者を得て 400 枚近い育苗トレイに種ま

た。

きをする作業を力合わせて行いました。

このような共同作業は、
手間はかかりますが、

今年も東洋大学総合情報学部小瀬研究室との

田んぼが取り持つ縁で、コミュニティ作りや子

共同研究で、農業の IoT や成育調査を行います。

どもたちの思い出づくりにも一役買うものと思

このためゼミ学生 2 名が参加してくれました。

います。今後もこのような活動を通して地域の

また、子どもたちも参加し自分のできる範囲で

環境やコミュニティ作りをめざします。

一生懸命お手伝いをしてくれました。

（増田純一）

かわごえ里山では無農薬によるお米作りをす
るため、種の温湯消毒から始めて、ポット苗で
1 か月くらいかけて育苗し、病気に強い成苗を
育てます。
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標識アユ放流作業に参加

入間川川越橋そばの会場

アユのアブラビレを切断して標識に

放流の様子

４月 30 日、上戸運動公園で、かわごえ環境ネ

の効果調査を行うため、川越橋上流で入間川に

ットが会員になっている「NPO 法人荒川流域ネ

放流しました。越辺川の出丸堰下流でも放流し

ットワーク」による標識アユの放流が行われま

ました。

（賀登環）

した。今年度は主に狭山市域に設置された魚道

コナラ苗の保全作業など（5 月 12 日）東洋大学小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊）

コナラ苗の保全作業

スズメバチ捕獲器の回収と確認

5 月 12 日（土）8 時 30 分から 16 時 00 まで、
8 名で里山林保全活動を行いました。

ヤマザクラにできたニホンミツバチの
巣穴

54 個の捕獲器を調査した結果、109 匹のスズメ
バチの捕獲を確認しました。その多くは女王バ

午前は 3 月 3 日に移植したコナラ苗の保全作
業を行いました。移植当時は周囲に草は生えて

チと考えられ、こもれびの森の自然の豊かさと
安全管理の難しさを改めて感じました。

いなかったのですが、この 2 か月でササ類やつ

こもれびの森では、コアジサイが満開でした。

る性の植物などが周囲を覆い尽くす状況となっ

草刈りを選択的に行って、コアジサイが刈られ

ており、植えたばかりのコナラには過酷な環境

ないように保護した結果、こもれびの道沿いで

となりつつあるために、周囲の下刈りを選択的

コアジサイが成長し、
分布も広がってきました。

に行いました。移植した苗は 63 本ありました

もう一つ大きなニュースとして、
今回の活動に

が、そのうち 52 本の苗の保全作業を行いまし

おいて、こもれびの森のエリア内にもニホンミ

た。

ツバチの巣穴があることを確認しました。さま

午後は、3 月 3 日から 4 月にかけて順次仕掛

ざまな生きものがここを住処としている中で、

けたスズメバチ捕獲器の中身を確認し、キャン

ニホンミツバチは環境変化に敏感であると言わ

パス内の安全管理が適切に行われているかを確

れており、巣の存在は地域の環境の安全性を確

認するとともに、森林環境を伝える啓発資料と

認できる指標とも言えます。

なるべく、スズメバチの回収を行いました。
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（小瀬博之）
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新河岸川の旧赤間川・新赤間川部分の総合調査、市民に親しまれる川への視点から
25 日実施

5月

起点の八幡橋から JR の方を見る

東上線がすぐそばを通る

星野高校脇の河道に砂溜り

黄金橋から下流、流れがよどむ

高澤橋近くの新しい土止め柵

田谷橋と氷川橋の間の清流復活へ

初雁球場裏の私設堰や砂溜りと雑草

「片葉の葦」を思わせる葦の群生

浮島神社の「片葉の葦」記念碑

川越市の観光の目玉、菓子屋横丁から 100 メ

三島市の源兵衛川に勝る「いい川づくり」への

ートル、高澤橋から遊歩道のある新河岸川へと

視点で回りました。JR や東上線の車窓から魅力

足を延ばす人の姿が見られません。昨年から
「は

ある景観づくり、こどもらが安全に川遊びでき

つらつ新河岸川プロジェクト」事業で、川越市

る場所、水草と砂礫を自然に近い流れに変えら

の観光課が事務局になって”賑わいの創出”へ

れる場所など、専門家の視点からの指摘をもと

事業を進めています。とりあえず、土止めの「木

に意見交換しました。

柵」の取り換え工事が先行していますが、川の
専門家と共に現状の調査を行いました。

昔の工事で、川べりに降りられる石段が、三
日月橋から黄金橋の間に何か所かありました。

5 月 25 日（金）9 時に川越市駅前に集まり、

また、田谷橋から氷川橋、宮下橋、城下橋まで

東京農工大の永石講師を招いて、関心ある市民

の間にも石段が「水辺再生 100 プラン工事」で

を加えて、景観・水生植物・魚類などを中心に、

作られましたが降りられないようになっていま

3 月 25 日の調査に続いて、新河岸川起点から新

す。橋の名前に歴史を思い、片葉の葦伝説など

琵琶橋までの旧赤間川、新赤間川の実態調査を

も含めた幅広い「調査報告」を近くまとめて関

行いました。市民に親しまれる川として有名な

係方面に提出する予定です。
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「川の国埼玉はつらつプロジェクト古川排水路」「新河岸川広域景観づくり連絡会」報告
「川の国埼玉はつらつプロジェクト」

くりに活動する諸団体で作られた「新河岸川広

「川の国埼玉はつらつプロジェクト古川排水

域景観づくり連絡会」の全体会が、5 月 24 日

路推進協議会」
の平成 30 年度最初の会議が 5 月

（木）埼玉県朝霞県土事務所会議室で開かれ、

17 日に農業ふれあいセンターで開かれ、工事し

昨年度報告、今年度の活動と予算等を審議しま

た芳野地区の写真と、今後の整備予定が示され

した。9 月 9 日にウェスタ川越で、埼玉県の景

ました。伊佐沼を中心とした「まるごと再生プ

観アドバイザーである川越蔵の会の原知之会長

ラン事業」と合わせ、郊外の水辺景観への PR が

の講演、新座市での湧水見学と勉強会など、活

望まれています。

発な活動が予定されました。

新河岸川広域景観づくり連絡会全体会開催

（武田侃蔵）

川越市から新座市までの新河岸川の、景観づ

【報告】理事会・専門委員会
理事会・事業運営委員会
5 月 16 日（水）9:00-10:00 に今年度第 1 回の

るキャスティングを確認しました。社会環境部

事業運営委員会、10:00-11:15 に第 3 回理事会を

会の事業報告は、小瀬理事長が行うことになり

福田ビル 3 階会議室において開催しました。両

ました。

者を合わせて報告します。

市民より今福の雑木林で採取した昆虫の標本

事業運営委員会

が寄贈されました。標本の保存を川越市で行っ

今年度の委員について、理事を退任する村上

てほしいとの意見があり、川越市立博物館に相

委員、原嶋委員は退任することになりました。

談することにしました。保存先が決定するまで

事業運営委員会は理事以外にも委員になれるこ

は、事務局にて保管することにしました。
5 月 15 日現在の会員数は、個人 2 名が入会、

とから委員公募することになりました。
2018 年度事業計画を確認しました。6 月 3 日

事業者 1 団体が退会し、個人 127、民間団体 2

（日）実施の川の一斉水質調査の上部団体との

7、事業者 23、行政 1 の合計 178 会員となりま

やり取りや 7 月 15 日（日）の夏の郊外クリーン

した。

活動準備状況について、7 月 22 日（日）出展の

自然環境部会より、
「川越の自然を訪ねて き

エコプロダクツ川越 2018 の共同出展の状況に

のこ編」を学校、図書館等に無料配布したとの

ついて確認しました。

報告がありました。

理事会

（小瀬博之）

5 月 19 日（土）開催の 2018 年度総会におけ

社会環境部会
5 月例会、5 月 11 日（金）福田ビル 3 階会議

員の他に団体会員へも呼びかけることなどを聞

室において 6 名の出席のもとに開催されました。 きました。
最初に、6 月からの社会環境部会代表につか

その後、次の議題を検討しました。

れる武田さんから、これからの社会環境部会の

1.エコプロダクツ川越 2018 の出展について、個

取り組みと運営の方針を述べてもらいました。

人出展を除き、社会環境部会としての取り組み

活動できる部会員増加を第一の目標に、個人会

が決まっておらず、急きょ検討協議して新たに
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追加することになりました。

になりました。

2.社会環境部会の取り組む課題の確認。

3.今まで輪番制で進行していた社会環境部会定

①環境施設巡り、②環境講演会、③緑のカー

例会は、6 月より部会代表が務めることになり

テン④エコドライブ。緑のカーテンに関しては

ました。

8～9 月に、昨年に続いてパッションフルーツ栽

4.コラム、私のエコ体験も輪番制で回を重ねて

培講座を、北公民館の了解が取れ次第、差し芽

来ましたがエコ体験では行き詰まりもあり、6

講習会を予定することに決定しました。その後、

月号をもって今までの方式は終了とすることに

事務局の折衝で、8 月 10 日（金）に北公民館で

なり、今後は新たな形で幅広い新投稿者も含め

開催、7 月 25 日発行の広報に募集記事を掲載す

て出発することになりました。

ることに決まりました。エコドライブに関して

（部会代表：武田侃蔵、報告：井口吉三郎）

は川越市と連携を取り、市の手伝いをすること

自然環境部会
5 月例会は 11 日（金）福田ビル 3 階にて 6 名

④キノコ冊子無償配布分 600 冊発送 6 名参加

の参加で開催されました

5/7（月）市役所東庁舎 2A 会議室

1.活動報告

市内小中学校 52 校、公民館、図書館、県内公

①「（仮称）川越市森林公園」計画地定例活動

共施設など

4/23（月）

2.協議事項

18 名参加 希少種の株数調査。

②池辺公園 定例活動 5/8（火） 5 名参加

①今後の行事担当について検討

植物観察

②コラム「川越の自然を訪ねて」原稿確認など

ごみ清掃。

③サイサン環境保全基金 報告会・交流会 4/1

（自然環境部会代表 賀登環）

4（土） さいたま市、1 名参加

【予告】かわごえ環境ネットのおしらせ・主催・出展行事
【トピック①】夏の郊外クリーン活動（7 月 15 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 15 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 15 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 13 日（金）までに
渡辺

（Tel.049-242-4322）

菊地

（Tel.080-5546-2362、
E-mail: kikums@beige.ocn.ne.jp）

にご連絡ください。
第 2 回は川越まつり会場クリーン活動（10 月
20・21 日）
、第 3 回は川越中心市街地歳末まち
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美化活動（12 月 23 日）を予定しています。

【トピック②】委員公募（7 月 2 日まで）
委員制を取っているかわごえ環境ネットの 2
つの専門委員会
「事業運営委員会」
「広報委員会」

画・運営
会合：毎月 1 回程度

の委員を、本会会員を対象に公募します。

応募・問い合わせは、社会・自然環境部会開

1.広報委員会

催時、
または事務局
（環境政策課環境推進担当）

業務：本誌の執筆・編集・印刷・発送、Web サ

へお願いします。

イトの運営
会合：毎月 1 回

なお、社会環境部会、自然環境部会は、会員

Microsoft Word による文書の作成・編集、E-

であればどなたでも自由に参加できます。原則

mail のできる方を歓迎します。

として毎月第 2 金曜日午後に開催していますの

2.事業運営委員会

で、気軽にご参加ください。

業務：本会の全体事業、協働・参画事業等の企

【トピック③】「エコプロダクツ川越 2018」（7 月 22 日）出展内容決定とお手伝い募集
7 月 22 日（日）午前 10 時から開催の「エコ

・生ごみの減量化

プロダクツ川越 2018」の出展内容が決まりまし

・川の活動写真

た。今年も例年同様、2 階の 2 部屋とペットボ

・事業所のエコ活動ポスター

トル飛ばし実験のできる場所を使用できます。

・初野建材工業

申し込みは以下の項目で申請しています。

ワークショップ

当日のお手伝いはたくさんありますので、協

・アクリルたわし作成

力してくださる方募集しています。直接会場に

・ペットボトルロケット制作と飛ばし実験

おいで下さい。よろしくお願いします。

・東洋大学構内の森林保全活動展示と工作

展示

・パイオニア(株)によるお楽しみ企画

・ミミズによる生ごみの堆肥化

・社会環境部会から（企画中）

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・

場所：池辺公園（川越市池辺 1302）

保全活動（毎月第 2・第 4 月曜日）

★寺尾調節池付近生き物調査

日時：6 月 11・25 日、7 月 9・23 日（月）9:30-

日時：6 月 7 日（木）9:30-

12:30

問い合わせ：賀登（049-234-9366）

集合：川越南文化会館（ジョイフル）
（川越市今

◆今成小学校 3 年生自然学習支援

福 1295-2）

日時：6 月 13 日（水）9:00-11:00

問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366）

場所：同所近くの田んぼ（5 名支援）

★池辺公園定例活動（毎月第 1 火曜日、時期に

◆高階北小学校 3 年生自然学習支援

よって変動あり）

日時：6 月 18 日（月）9:30-11:00、予備日 6 月 2

日時： 6 月 5 日、7 月 3 日、8 月 7 日、9 月 4 日

2 日（金）

（火）9:00-12:00

場所：
「
（仮称）川越市森林公園」計画地（本会
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から 7 名支援）

市環境政策課（049-224-5866）まで。

★キノコの観察会

★小畔川魚とり遊び

日時：7 月 1 日（日）9:00-12:00

期日：7 月 16 日（月・祝日）詳細は次号

場所：
「
（仮称）川越市森林公園」計画地

★虫の観察会（川越市との共催行事）

集合：川越南文化会館（ジョイフル）

日時：7 月 29 日（日）9:00-12:00

きのこの季節到来です。できあがった冊子を
片手にきのこを探します。講師は西田誠之氏、

場所：
「
（仮称）川越市森林公園」計画地
集合：川越南文化会館（ジョイフル）

大久保彦氏、稗島英憲氏です。申し込みは川越

講師は大塚豊氏、本間幸治氏、谷津弘子氏

会合
◆広報委員会（2018 年 6 月度）

場所：福田ビル 3 階会議室

日時：6 月 6 日（水）9:00-10:00

＊次回は 7 月 13 日（金）15:00-17:00 同所

場所：川越市役所本庁舎 5 階フリースペース
（川

＊両部会とも、
会員はどなたでも参加できます。

越市元町 1-3-1）

◆事業運営委員会（2018 年度第 2 回）

＊次回は 7 月 4 日（水）9:00-10:00 同所

日時：6 月 13 日（水）9:00-10:00

●社会環境部会（2018 年 6 月度）

場所：福田ビル 3 階会議室

日時：6 月 8 日（金）13:00-15:00

＊次回は 7 月 18 日（水）9:00-10:00 同所

場所：福田ビル 3 階会議室（川越市郭町 1-2-3）

◆理事会（2018 年度第 4 回）

＊次回は 7 月 13 日（金）13:00-15:00 同所

日時：6 月 13 日（水）10:00-12:00

●自然環境部会（2018 年 6 月度）

場所：福田ビル 3 階会議室

日時：6 月 8 日（金）15:00-17:00

＊次回は 7 月 18 日（水）10:00-12:00 同所

【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）

②6 月 24 日（日）公園と考える会共催

①6 月 5 日（火）考える会主催

集合：武蔵丘陵森林公園南口休憩所（入園前受

集合：武蔵丘陵森林公園 南口休憩所（入園前受

付）9:40 集合、14:30 頃終了解散、雨天決行

付）10:20 集合、14:30 頃終了解散、雨天決行

費用・持ち物：要入園料、参加費無料、お弁当

費用・持ち物：要入園料、参加費 200 円、お弁

持参（園内レストランも利用可）

当持参（園内レストランも利用可）

梅雨の季節、
ギンリョウソウの咲く雑木林で、

初夏の公園では、そろそろヌマトラノオの花

ススキなどに網をはるコガネグモを探しましょ

やキノコも楽しめる季節です。今回は、ふれあ

う。解説は、クモ研究家の新井浩司さんです。

い広場で植物中心に観察調査を行います。
福原ファームクラブ
問い合わせ：横山三枝子（Tel.049-246-9319）
7 月 14 日（土）16:00-17:30 ごろ

◎おいしく・楽しく農業体験
日時： 6 月 9 日（土）9:30-12:30 ごろ

場所：明見院（今福 677）近く
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6
7

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

8
9

（年間）
月

日

2018 年度予定表
活動内容予定

9
14
未定
8

畑の片付け
畑の片付け
トウモロコシの片付け
休み
モロヘイヤ畑の片付け

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

場所：地域交流センターに集合、農作業は近隣

体験も可です。体験だけでもしてみませんか、

の田んぼです。
（※巻末カレンダー未掲載）

楽しいことうけあいですよ♪ 田んぼ活動でい

◎月例会

きいきしたいあなたを求めています！

日時：6 月 8 日（金）9:00-12:00（作業終了後）

◎農作業（金曜日 9:00-12:00）

場所：地域交流センター多目的ホール

期日：6 月 8・15・22・29 日（金）
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

◎記念講演会

様性豊かな田んぼの保全を目的に、みんなで連

日時：6 月 30 日（土）13:30-16:00

携して生きもの育むお米作り、田園風景の保全

場所：総会と同所

や地域づくりの活動を行っています。

講師：菅野芳秀氏（農業・養鶏家）

入会は随時受け付けています。

講演タイトル：～いのちを語るなら、土から語

毎週火、木、土の午前中を中心に農作業を行

ろう～農業が時代の扉を開き、地域が日本や世

っています。詳しくは問い合わせください。

界を変えていく

◎NPO 法人第 1 回総会
日時：6 月 30 日（土）10:00-11:30
場所：川越市北部地域ふれあいセンター多目的
ホール（川越市山田 1578-1）

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/
◎里山林保全活動（初回参加可）

（共通事項）

日時：7 月 8 日（日）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

対象：本学専任教職員・学生、市民等（高校生

実施場所：東洋大学構内「こもれびの森」

以上）

費用：無料

作業内容：生育阻害木・枯損木の伐採、下刈り、

持ち物：①森林内の作業に適した身支度
（長袖、

つる切りなど

長ズボン、靴（長靴、安全靴、運動靴）
、手袋（作
業用革手袋、軍手）
）
、②ベルト（手鋸や剪定鋏
を通して身につけます）
、ホイッスル（安全確認
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のために使用することがあります）、手ぬぐい・
バンダナ（ヘルメットの下に身に付けます）
、③
タオル・マスクなど森での作業に必要なもの、
Web サイト

飲み物（熱中症対策、水分補給のため必ず持参
のこと）、昼食（日曜日は、学内の食堂・売店は

月
6
6
7
7
8
9

休みです。
近くに飲食店・売店はありません。
）
、
④貸出できますが、あれば自前の道具（ヘルメ
ット、手鋸、剪定ばさみ、耳栓、保護メガネな
ど）

日
1-15
9
8
22
5
9

Facebook ページ
Twitter
2018 年度予定表
活動内容予定
鶴ヶ島市「環境月間啓発展示」
チェンソー講習（申込終了）
里山林保全活動
「エコプロダクツ川越 2018」出展
里山体験と木工教室
里山林保全活動

申込：準備の都合上、開催日前週の週末までに

◎サマースクール 2018 E コース「大学の森で

mlkomorebistf@toyo.jp へ、参加を希望する行事

生きもの観察」

名とともに①名前、②住所、③電話番号、④性

日時：7 月 21 日（土）6:30-10:30

別、⑤生年月日、⑥（東洋大学の学生のみ）学

場所：東洋大学川越キャンパス

部・学科・学年をおしらせください。

対象：小学校 1〜6 年生（保護者同伴）

定員：15 名（定員を超えた場合は、参加をご遠

定員：20 名

慮いただく場合がございます。
）

受講料：無料

＊Web サイト（組織概要・開催案内・開催報告）

申込：6 月 20 日（水）までに東洋大学ホームペ

http://www.toyo.ac.jp/site/satoyama/

ージで申込（定員を超えた場合は抽選）

＊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

東洋大学サマースクール 2018 in 川越キャンパス

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

で。ペペ地下のごみ収集所で分別、解散。

転車放置」
のゼッケンや「かわごえ環境ネット」

④百万灯夏祭りクリーン活動

の腕章をつけて、まち美化啓発運動

日時：7 月 28 日（土）
・29 日（日）13:30-15:00

①第 1 火曜日・第 3 金曜日

川越駅東口アトレ横歩道橋下から札の辻まで。

日時：6 月 5 日（火）
・15 日（金）

市役所裏でごみ分別収集。解散。

7 月 3 日（火）
・20 日（金）13:30-15:00

◎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

川越駅東口アトレ横歩道橋下から川越市役所
まで。

できる人は、担当箇所分担の割り振りのため、

②第 2 日曜日

実施日の 3 日前までに武田（Tel.090-2521-5770）

日時： 6 月 10 日・7 月 8 日（日）9:30-11:00

へご連絡ください。

本川越駅交番横から各方面に分かれて活動、

①6 月 24 日（日）9:00-11:00。旭橋周辺上・下流

中央公民館でごみまとめ、解散。

域に分かれて活動。旭橋右岸に集合、橋左岸横

③第 4 土曜日

に分別収集。解散。

日時： 6 月 23 日（土）13:30-15:00（7 月は④）

②7 月 22 日（日）9:00-11:00。上野田町の新河岸

川越駅東口アトレ横歩道橋下から本川越駅ま

川起点から三日月橋まで。観音下橋下に集合。
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月吉陸橋下空き地で分別収集。
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

ほほえみます。アシに止まり赤い口をあけたオ

（毎月第 2 日曜日、小雨決行）

オヨシキリのさえずりを聞きます。

集合：10:00 伊佐沼西岸蓮見橋近くのあずまや

②7 月 8 日（日）

持ち物：筆記用具・図鑑・双眼鏡・飲み物

ハスの花が咲きだしました。親の背に乗って

参加費：一般 300 円、高校生以下 100 円（保険

いたカイツブリのひなは、自分で餌の小魚を捕

代・資料代）

るように親に仕込まれます。もう親からえさが

①6 月 10 日（日）10:00-12:00

もらえません。夏になり暑いですが、鳥たちは

カルガモ、カイツブリのひな連れは、誰もが

元気です。暑さに負けないで観察しましょう。

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

くした上で、ファイルを別途添付して提出して

2018 年 7 月号（No.141，7 月 3 日ごろ発行予

ください。Word に貼り付けずにタイトルがわか

定）の掲載原稿は、6 月 15 日（金）締切です。

るようにしていただければレイアウトします。

原稿と写真は電子データで編集担当共有のメー

⑤原稿の入稿期限（毎月 15 日）にご協力を

リングリスト（koho@ml.kawagoekankyo.net）に

原稿が揃わないと効率よく作業できません。

お送りください。メーリングリストは事前登録

早期の発行にご協力ください。

が必要です。未登録の方は事務局に問い合わせ

●インターネットメディアのおしらせ

ください。メールを使用していない方は、かわ

1.本紙がカラーで見られます

ごえ環境ネット事務局（環境政策課、川越市役

会員に送付及び公民館等で配布している紙版

所本庁舎 5 階）に提出してください。

は、モノクロの孔版印刷のために画像がつぶれ

●入稿に際してのお願い

てしまい、判別がつきにくい状況です。本会ホ

編集をより効率的に進められるよう、入稿の

ームページでは、バックナンバーを含めてカラ

際に次の事項にご協力いただければ幸いです。

ーで本紙 PDF ファイルが見られます。鮮明な画

①所定のテンプレートに入力を

像で本紙をお楽しみください。

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
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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。

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://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
https://twitter.com/kawagoekankyo

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（6 月 6 日〜8 月 5 日）
日
月
火
★：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

水
6/6
◆9:00 広報委
員会

木
6/7
★9:30 寺尾調
節池付近生き
物調査

6/10
◎9:30 まち美
化啓発運動
◎10:00伊佐沼でバ
ードウォッチング
6/17

6/11
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画
地調査・保全活動

6/12

6/13
◆9:00 事業運
営委員会
◆10:00 理事会

6/14

6/18

6/19

6/24
◎9:00 新河岸川
市内流域清掃
◎9:40 武蔵丘
陵森林公園か
んさつ会
7/1
★9:00 キノコ
の観察会

6/25
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画
地調査・保全活動

6/26

6/20
○東洋大学サ
マースクール
応募期限
6/27

7/2
○事業運営委
員会・広報委
員会委員公募
期限
7/9
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画
地調査・保全活動

7/3
★9:00 池辺公
園定例活動
◎13:30 まち
美化啓発運動
7/10

7/16
海の日
★小畔川魚と
り遊び

7/8
◎8:30 里山林
保全活動（こ
もれび隊）
◎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
7/15
★9:30 郊外ク
リーン活動
○本紙 8 月号
投稿期限
7/22
◎9:00 新河岸川
市内流域清掃
★10:00 エコ
プロダクツ川
越 2018
7/29
★9:00 虫の観
察会

土
6/9
◎8:30こもれびの
森 チェンソー講習
◎9:30 おいしく
楽しく農業体験

6/21

金
6/8
◎9:00 例会
（みなみかぜ）
●13:00 社会
環境部会
●15:00 自然
環境部会
6/15
◎13:30 まち
美化啓発運動
○本紙 7 月号
投稿期限
6/22

6/28

6/29

6/30
◎10:00 総会, 13:
30 記念講演会
（かわごえ里山）

7/4
◆9:00 広報委
員会

7/5

7/6

7/7

7/11

7/12

7/13
●13:00 社会
環境部会
●15:00 自然
環境部会

7/14
◎16:00 おいしく
楽しく農業体験

7/17

7/18
◆9:00 事業運
営委員会
◆10:00 理事会

7/19

7/20
◎13:30 まち
美化啓発運動

7/21
◎6:30 サマース
クール E コース
（東洋大学）

7/23
★9:30（仮称）川
越市森林公園計画
地調査・保全活動

7/24

7/25

7/26

7/27

7/28
◎13:30 百万
灯夏祭りクリ
ーン活動

7/30

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

6/16

6/23
◎13:30 まち
美化啓発運動
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