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郊外クリーン活動（7 月 15 日） 

 
	 7月 15日（日）9:30川越市民聖苑「やすらぎ

のさと」を集合場所にして、郊外クリーン活動

を実施します。どなたでもご参加ください。申

込は 7月 13日（金）まで（詳細 12面） 

エコプロダクツ川越2018 出展（7 月22 日） 

 

 
2016 年に出展したペットボトルロケット 

	 環境プラザ「つばさ館」で 7 月 22 日（日）
10:00-15:00に開催される「エコプロダクツ川越

2018」。かわごえ環境ネットでは、企業や団体と

共同出展します。2階にお越しください。恒例
のペットボトルロケットも。（詳細 13面） 



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 7 月号 No.141 

- 2 - 

【コラム】川越の自然をたずねて（65）今福雑木林の昆虫標本

 
トンボ目、バッタ目、カメムシ目、ハ

チ目などの標本 

 
コウチュウ目の標本 

 
ラクダムシ 

（アミメカゲロウ目ラクダムシ科） 

	 2014 年 8 月号のこのコラムで紹介しました、
「（仮称）川越市森林公園」計画地の今福雑木林

で昆虫を採集してこられた須賀邦昭氏が、一段

落したとして、昆虫標本箱 7箱をかわごえ環境

ネットに寄贈してくださいました。 

	 須賀さんは東京上野出身で、子どものころか

ら昆虫に関心があり、長じて昆虫・ランの専門

家になられ、日本だけでなく世界規模の調査を

されてきました。その須賀さんが今福の雑木林

を気に入られ、数年前から専門家の仲間と調査

をされてきました。2013年にヒョンなことから

我 「々（仮称）川越市森林公園」計画地での活動

メンバーと接点ができ、大いにご指導いただい

てきました。 

須賀氏による標本箱概要説明 
調査者：木村欣二（大田区鵜の木）、須賀邦昭（川

越市今福旭山）、露木繁（逗子市逗子）、中臣謙

太郎（故人） 

	 上記の 4名で今福旭山を中心に昆虫の調査を
行った。この付近はかつて広大な雑木林が拡が

っていた名残で、平地林として今日、貴重な「里

山」と云える。 

	 最近は低山地の集落が散見できるものを国は

里山と言っているが、ここのような完全な平地

の雑木林は全国的にみてもほとんど残っていな

い。ただし開発の足音も早く、この環境を日本

のために残しておかなければならない。世界遺

産は残るが、このような個人所有地が多いため

に、この貴重な自然の存続は危ぶまれる。 

	 次に簡単に特筆すべきものを順にあげていく

が、いわゆる平地性の昆虫は、全国的に見ても

減少の傾向が強い。今福の昆虫相をみると、暖

地性の種と寒地性の種が交じり合ってファウナ

（昆虫相）を形成している。 

	 まず、人目に付きやすいチョウ目の中で、ガ

は採集者が死去したために、残念なことにほと

んど標本が提供できない。暖地性のチョウ類と

しては、アカホシゴマダラ、ナガサキアゲハ、

ツマグロヒョウモン、ムラサキツバメがあげら

れる。寒地性のチョウとしてはカラスアゲハ、

ミドリヒョウモン、アサギマダラ、イチモンジ

チョウがあげられる。 

	 なお、ガ類では愛好者の多いヤガ科のシタバ

類（Catocala）が多く産する。コシロシタバ、マ
メキシタバは平地性であるが、オニベニシタバ

やアサマキシタバ、それに最近まで採集の記載

のほとんどないフシキシタバも得られている。 

	 甲虫目では平地のクヌギ、コナラを主体とし

た雑木林の住人は一通り採集できる。カミキリ

ムシの仲間ではヨツボシチビヒラタカミキリが

多産するが、全国的にみると大変少ない。また、

アオハダの木が目につくが、この木を好むアオ

マダラタマムシの数が多いのも珍しい。ムネア

カチビナカボソタマムシは暖地性の種である。 

	 簡単に説明したが、概して平地林の昆虫の調

査は一筋縄ではいかない。人手をかけてじっく

り採集することが大事である。かなり真面目に

通ったつもりであるが、まだいるであろうと思

われるものが抜けているような気がする。 

（5月 13日	 須賀氏原稿） 

	 写真が鮮明でないので分かりにくいですが、

右端のラクダムシですと、アミメカゲロウ目、
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ラクダムシ科、学名も記載してあり、採集地の

地名、採集日も書いてあります。ちなみにこの

ラクダムシは埼玉県のレッドリストで大きさは

2cmほどしかありません。樹皮のあいだにいる

そうなので普通では見つけられないですね。専

門家ならではでしょう。標本箱にある昆虫のリ

ストを現在、本会会員 3名で手分けして作成中

です。300 種を超え、レッドリストのものも入

っています。近いうちに紹介できるでしょう。 

	 このような精巧な標本箱が 7個あり、どこで

保管するかについて、事務局が川越市立博物館、

川越市立美術館、川越南文化会館（ジョイフル）

などに打診しましたが、受け入れには難色を示

されました。過日、高階北小学校の「（仮称）川

越市森林公園」計画地での自然学習の際、この

標本箱を見せましたら「ウォーッ！」と声があ

がりました。活用としては実物を見せたい場面

や、エコプロダクツ川越での展示などがあるか

と思います。 

	 保管、活用についてみなさまの意見、提案を

お寄せください。ぜひよろしくお願いいたしま

す。              （賀登環）
 

【コラム】｢SDGs」を身近な合言葉に！（1）「SDGs」ってなに？ 
連載を始めるにあたって 
	 本紙編集担当の小瀬です。本職は、東洋大学

総合情報学部の教員です。現在の学部講義担当

は「環境学の基礎」「資源・エネルギーマネジメ

ント論」「CSR 論」「コミュニティデザイン論」

です。20 年間大学教員を続ける中で、「環境」

に対する社会の扱い方の変化を少しずつ反映さ

せながら授業を組み立てており、SDGs も授業

に採り入れています。今は、あらゆる社会問題

の中に環境問題がその一つとして含まれていて、

それぞれが密接に関連していること、その中で

も環境問題はむしろ重要性を増しており、一部

の興味ある人が取り組む課題ではなく、すべて

の人が取り組まなければならない重要な課題と

なっていることが特徴です。 

SDGs とは？ 
	 国際連合では、2015年 9月に開催された「国

連持続可能な開発サミット」において、その成

果文書として「我々の世界を変革する：持続可

能な開発のための 2030アジェンダ」1)を採択し

ました。 

	 この文書では、人間、地球及び繁栄の行動計

画として、宣言及び目標を掲げました。この目

標が、2000年 9 月に採択された 2015 年の「ミ

レニアム開発目標」（MDGs）2)の後継となる、1

7 の目標と 169 のターゲットからなる「持続可

能な開発目標：Sustainable Development Goa

ls（SDGs）」です。 

	 MDGsが 8つの目標を掲げた開発途上国に対

する貧困撲滅運動であったのに対して、SDGs

はすべての国に対して、豊かさを追求しながら、

地球を守ることを呼びかけていることが特徴と

なっています。 

「持続可能な開発」「社会的包摂」とは？ 
	 参考文献 3)に要約して書かれていますが、SD

Gs では、「持続可能な開発」を「将来の世代が

そのニーズを充足する能力を損なわずに、現世

代のニーズを充足する開発」と定義しています。

また、持続可能な開発を達成するためには、「経

済成長」「社会的包摂」「環境保護」という 3つ

の主要素を調和させることが不可欠とされてい

ます。 

	 この中で聞き慣れない言葉として「社会的包

摂」があります。英語では「social inclusion」と

いう用語で、アジェンダ 2030では、「inclusive」

という「包摂的」という言葉がたくさん出てき

ます。日本政府は「一億総活躍社会」という言

葉で社会的包摂を表現しています。どちらかと

いうと「働き方改革」が強調される向きがあり

ますが、首相官邸「一億総活躍社会の実現」4)に

よると、「一億総活躍社会」とは、「若者も高齢

者も、女性も男性も、障害や難病のある方々も、

一度失敗を経験した人も、みんなが包摂され活

躍できる社会」「一人ひとりが、個性と多様性を
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尊重され、家庭で、地域で、職場で、それぞれ

の希望がかない、それぞれの能力を発揮でき、

それぞれが生きがいを感じることができる社会」

「強い経済の実現に向けた取組を通じて得られ

る成長の果実によって、子育て支援や社会保障

の基盤を強化し、それが更に経済を強くすると

いう『成長と分配の好循環』を生み出していく

新たな経済社会システム」とされています。 

	 「社会的排除」が対義語と言ったほうがわか

りやすいでしょうか。SDGsは、「誰一人取り残

さない－No one will be left behind」世界の実
現を掲げていて、社会的包摂は人間社会の根本

的な課題に切り込んでいます。これを解決しな

いことには「経済成長」も「環境保護」も実現

されないだろうという重要な概念です。 

	 私たちの身の回りにも潜んでいる問題ではな

いでしょうか。 
SDGs の 5 つの P 
	 SDGsの 17の目標は、大きく 5つの要素を包

含しています。17の目標については次回紹介す

るとして、ここでは 5つの要素を参考文献 3)に

書かれている内容を引用することで論を締めく

くります。 
人間（People）：あらゆる形態と次元の貧困と飢
餓に終止符を打つとともに、すべての人間が尊

厳を持ち、平等に、かつ健全な環境の下でその

潜在能力を発揮できるようにする（目標 1、2、

3、4、5および 6）。 

豊かさ（Prosperity）：すべての人間が豊かで充
実した生活を送れるようにするとともに、自然

と調和した経済、社会および技術の進展を確保

する（目標 7、8、9、10および 11）。 

地球（Planet）：持続可能な消費と生産、天然資
源の持続可能な管理、気候変動への緊急な対応

などを通じ、地球を劣化から守ることにより、

現在と将来の世代のニーズを充足できるように

する（目標 12、13、14および 15）。 

平和（Peace）：恐怖と暴力のない平和で公正か
つ包摂的な社会を育てる。平和なくして持続可

能な開発は達成できず、持続可能な開発なくし

て平和は実現しないため（目標 16）。 

パートナーシップ（Partnership）：グローバルな
連帯の精神に基づき、最貧層と最弱者層のニー

ズを特に重視しながら、すべての国、すべての

ステークホルダー、すべての人々の参加により、

持続可能な開発に向けたグローバル・パートナ

ーシップをさらに活性化し、このアジェンダの

実施に必要な手段を動員する（目標 17）。 

 
SDGs のもうひとつの捉え方 – 5 つの P 3） 

	 今の段階では「言うは易く行うは難し」とい

う内容ですが、国際標準とも言えるこの考え方

は、すべての個人・組織の共通の目標として参

照され、2030年には世界中で浸透している概念

となっているはずです。 

	 原文や解説は、インターネットで入手できま

す。まずは関心を持って見てみませんか？ 
＜参考文献＞ 
1)国連広報センター：2030アジェンダ（http://www.unic.o
r.jp/activities/economic_social_development/sustainable_devel
opment/2030agenda/）2018年 7月 1日閲覧 
2)国連広報センター：国連ミレニアム開発目標報告 2015
	 MDGs達成に対する最終評価（http://www.unic.or.jp/files
/e530aa2b8e54dca3f48fd84004cf8297.pdf）2018年 7月 1日
閲覧 
3)国連広報センター：SDGsを広めたい・教えたい方のた
めの「虎の巻」（http://www.unic.or.jp/activities/economic_so
cial_development/sustainable_development/2030agenda/）201
8年 7月 1日閲覧 
4)首相官邸：一億総活躍社会の実現（https://www.kantei.g
o.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/）2018年 7月 1日閲覧 

（小瀬博之）
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【報告】かわごえ環境ネットの活動

川越の樹林地だより 「(仮称) 川越市森林公園」計画地 自然環境部会

	 かわごえ環境ネット自然環境部会では毎月定

例で川越に残る貴重な樹林地で調査・保全活動

をしています。部会報告では簡単に項目だけで

すので、ここで内容をお知らせいたします。 

「（仮称）川越市森林公園」計画地 
5月 28日（月） 
	 今年は季節の進行が早く、もう下草がぼうぼ

うと伸びています。園内で唯一トイレのある第

2 武蔵野ふれあいの森で草刈りをしました。こ

のエリアにはウメガサソウ、イチヤクソウなど

希少種が元気に育っています。また、自然に根

付いたヤマユリも 20 株を超えました。夏の終

わりに釣り鐘状の紫の花を咲かせるツリガネニ

ンジンも次第に増えています。こんな状況なの

で選択的草刈りをしています。これからの季節、

蚊取り線香を持っておでかけください。やぶ蚊

がみなさまを待っています。 

（賀登環）

 
林床をチェック 

 
ツリガネニンジン周りの草刈り 

 
ムラサキシキブのピンクの花 

 
ゼフィルス：ウラナミアカシジミ 

 
ゼフィルス：ミズイロオナガシジミ 

 
5/8 池辺公園 トビズムカデ 12cm 

ウェスタ川越協力講座報告

	 ECO LIFE デザインとして協力している講座

も 3年目、今年も「おもてなし花壇づくり教室」

としてスタートしました。当初の募集人員は 12

名でしたが、申し込み人数がなんと 27名です。

前年度から受講の方が 10 名なので、企画者と
しては新規の方の申し込みはうれしい限り、講

師の木村さんの同意を得て、全員受け入れです。 

	 ウェスタ川越で作ってくれたチラシから。 

おもてなし花壇づくり教室 
―花壇はみんなの「かすがい」です― 
	 「打ち水や軒先の緑が、日本のおもてなしの

はじめ。訪客のお出迎えに留まらず、町の涼や

かさや華やぎを担ってきました。暑さ寒さも厳

しい昨今、植物への気づかいには知識も技術も

要します。それでも、春夏秋冬草花は日本の良

さ。ひとの憩い。現代では福祉の現場にも取り

入れられ、穏やかに人を繋ぐコミュケーション

ツールとしての役割を担っています。酷暑の折

から冬の植え替えまで、時節を楽しみあえる、

通りすがりにはなしも弾む小さな緑をあなたの

傍に育ててみませんか。」 

	 この講座はウェスタ川越のパンフレットラッ

クで募集しました。参加者の年代は多少高めで

すが応募動機として「花、緑が好き」は当然で、
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「庭を何とかしたい」が圧倒的に多かったよう

です。講座の狙いとしては自分の庭から、広げ

ていける、川越の大きなみどり、自然に関心の

ある人を増やすことにありますから、11月まで

の 7か月間、かわごえ環境ネットの情報をどん
どん伝えていこうと思っています。 

	 福原ファームクラブで協力している山口氏の

腐葉土をすきこむ「プレ講座（5/8実施）」から

スタートして、第 1回（5/22）は、総勢 29名で

植え込みをしました。陽射しはきつかったけど、

大勢なのであっという間に終了しました。足を

運ぶことがあったら、ぜひご覧ください。花の

名前も付ける予定です。第 2 回（6/19）は、植

え込んだ花以外の草抜き等の手入れです。今回

も天候に恵まれ、作業が順調に進みました。ウ

ェスタ川越に足を運ぶ機会があればぜひ見てく

ださいね。このエリアがどんなふうに変わって

いくのか楽しみです。 

	 （今回の苗費用はウェスタの支援を受けてい

ます。）           （横山三枝子）

 
5 月 8 日講座実施前 

 
5 月 8 日 腐葉土のすきこみ 

 
5 月 22 日 講師の木村さんの座学 

 
5 月 22 日 植え込み・水やり実習 

 
6 月 19 日 夏花壇の手入れ実習 

 
6 月 19 日 子どもも一緒に参加 

 

今成小学校自然学習支援報告（6 月 13 日） 自然環境部会

	 今成小学校は小ヶ谷の保健センターの近くで、

南側には東武東上線、西側には入間川、その間

はおおむね水田地帯なので、青々とした広い空

間が望めます。川越は川に恵まれているのでそ

の周辺には田園地帯が拡がっています。この一

帯も入間川の水を引いて、古くから水田だった

ようです。 

	 しかしながら、次第に休耕田が増え、住宅や
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工場などに移り変わっています。水田に引く水

も今は川からでなく、井戸水とのこと。これは

川越のどこの水田地帯にも当てはまる状況でし

ょう。 

	 今成小学校の先生から 3年前に自然学習の要
請を受けて始まり、今年は 3回目になります。

6月 13日（水）の午前中、3年生 2クラス 60人

ほどで田んぼの生き物探しの学習です。前日は

本降りの雨でしたが、当日はカラッと晴れてま

ぶしいほどです。子どもたちはそれぞれに虫か

ご、網をもってニコニコと楽しそうな表情です。

我々、かわごえ環境ネットのメンバー5 人とあ

いさつ、畔を崩さないなどの注意のあと、田ん

ぼに移動です。 

	 いるいる、まずはオタマジャクシです。トウ

キョウダルマガエルのオタマジャクシがたくさ

んいますが、逃げ足が速く、捕まえるのはけっ

こうたいへんそう。「また、逃げられた!」、悔し

そうな声。幸いなことにウシガエルはいないよ

うです。次に子どもたちが見つけたのがホウネ

ンエビ。「上を向いて泳いでいる！」「目がパッ

チリしている！かわいい。」、なかなか人気者で

す。ホウネンエビは面白い生き方をしています。

田植えの終わった短い時期にわっと現れて、2

週間ほどで産卵し終え、消えていきます。この

時期に田んぼ学習を組んでいるのは一つにはホ

ウネンエビを見せてあげたいからです。慣行水

田にもいますが、どの田んぼにもいるわけでは

ありません。いない田んぼの方が多いです。ま

た、カブトエビも見せてあげたかったのですが、

残念ながら数日前に消えてしまったようです。

この種も一時期だけの出現で、下見のときはい

たのですが、本番 2日前に消えました。カブト

エビのいる田んぼはさらに少なく、今成では一

枚しか確認していません。 

	 ひとしきり生き物探しをして、次はみんなが

採ったものを見せ合いました。ホウネンエビ、

ウマビル、アメンボ、ミジンコ、タニシなどな

ど。ここの水田は川とのつながりが絶たれてし

まっているので、魚類はいないようです。以前

はドジョウがいっぱいいたんだよ、という話を

昨年、田んぼの持ち主の方から聞きましたが、

もう長年井戸水なのでいなくなったのでしょう。

用水路にもこの時期、水が流れていますが、生

き物の姿は見られません。ちょっと子どもにと

っては残念かな。 

	 これからどんどんイネが成長し、やがて稲刈

りになりますが、この間子どもたちは「何かい

るかな？」と目を向けることでしょう。今回は

森田、須藤、内田、賀登勉、賀登環の 5名でサ

ポートしました。        （賀登環） 

 
小学校前の田んぼで生き物探し 

 
ホウネンエビを見つけたかな？ 

 
その場でも見せあっています 

 
採ったものを見せあい
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川の一斉水質調査：29 か所を 13 名が調査（6 月 3 日） 事業運営委員会

 
採水した川の水（入間川出丸橋にて） 

	 毎年第 1日曜日が全国統一実施日の「身近な

水環境の一斉調査」に参加する形で、本会では

2005年度から川越市内において「川の一斉水質

調査」を行っています。14年目の今年は、6月

3 日（日）午前に 13 名の参加者が分担して 29
地点の採水と水質調査を行いました。 

	 昨年と同様、今年も梅雨入り前でしたが、私

が調査した入間川や小畔川は比較的水量は多か

ったです。しかし、小畔川は例年田植えの時期

と重なり、流域に川の水を引いている地区があ

ることから、合流する越辺川とともににごりが

かなりありました。また、不老川の不老橋は今

年も水がなく採水ができませんでした。 

	 試水の採水後は、北公民館において、簡易法

により COD などの水質を調査しました。今年

は、CODの区分で 0〜2mg/Lが 5地点、3〜4m

g/Lが 13地点、5〜6mg/Lが 5地点、7mg/L以上

が 6地点となりました。 
	 川越市においては、入間川が最も川の水質が

よいというのが例年の傾向で、今年もその傾向

は変わりませんでした。また、今年は地点によ

る差が大きいのが目立ちます。全体としては水

量の少なかった前年よりは水質がよかったと言

えます。 
	 過去の結果は、毎年の月刊かわごえ環境ネッ

トの 7月号あたりに掲載されています。バック

ナンバーは、本会ホームページに掲載していま

す。ぜひ過去の情報と比較してご覧ください。 
月刊かわごえ環境ネットアーカイブ 
（http://kawagoekankyo.net/news/cat6.html） 

（小瀬博之） 

 
水質調査結果（2018 年 6 月 3 日）
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【報告】会員の活動

生きものにやさしい米づくり 田植え NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

田植えの要領説明 
 

みんなで一斉に手植え 
 

孵化寸前のオタマジャクシの卵 

	 5月 26日（土）生きもの育む田んぼプロジェ

クト（田んぼ PJ）のお米作りで田植えを行いま
した。親子連れの約 40 名が 9 月の収穫を期待

して汗を流しました。朝日新聞の取材もあり、

その模様が 6月 10日朝刊に掲載されました。 

	 田んぼ PJでは無農薬・無化学肥料での田んぼ

ですので、たくさんの生きものが出現します。

その生きものたちの共生でいわゆる“害虫”と

いわれるただの虫を抑えてくれます。今年も、

その“害虫”を食べてくれるクモやカエルが増

えています。 

	 田植えから 3週間経過した田んぼでは、おび

ただしい数のオタマジャクシの卵が見られます

（写真）。そして、田んぼの上空ではたくさんの

トンボや餌虫ねらいのツバメがひんぱんに飛来

しています。 

	 福田の CO江戸かわごえ初雁の里田んぼは、
1.6haあり、無農薬・無化学肥料の米作は 4年目

を迎え、田んぼの生きものは年々にぎわいを見

せています。隣の田んぼではマコモ田もあり、

米づくり田んぼとは違う生きものが現れます。

CO 江戸かわごえ初雁の里にはビオトープもあ

り、生きもの観察にはうってつけの場所ですの

で、ぜひみなさんも親子連れ、孫連れでお出か

けしてみてはいかがでしょう！ 

	 かわごえ里山では 7月 7日（土）に生きもの

調査（植物編：完全予約制）、7 月 28 日（土）

に生きもの調査（動物編）を予定しています。 

（増田純一） 

「つるがしま市民環境まつり」とチェーンソー講習 
 東洋大学小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊）

「つるがしま市民環境まつり」出展 
	 東洋大学川越キャンパスは川越市にあります

が、最寄り駅は鶴ヶ島駅で両市の境界にありま

す。本学と鶴ヶ島市は、2014 年 7月 28 日に教

育・文化等の分野において、地域社会の発展と

人材育成に寄与することを目的とする「鶴ヶ島

市との相互連携協力に関する基本協定」を結ん

でいます。その一環もあり、6月 2日（土）10:

00-14:00 に鶴ヶ島市役所で開催された「つるが

しま市民環境まつり」に出展しました。 

	 新しくなったポスターとパンフレットのほか

に、川越キャンパスのマスコットキャラクター

「こもれビー」のクラフトが作れるはがきとシ

ンボルマークのシールの配布、通学路の安全確

保のために捕獲した 5種類のスズメバチの標本

と説明、伐採木で製作したまな板や延べ棒、シ

ンボルマークの入った看板、キャンパス内の樹

木にくくりつけている樹名板、森林整備施業の

際に使用しているヘルメットとチェーンソーな

どを展示しました。 

	 今回のイベントでは、「こもれビー」と鶴ヶ島

市イメージキャラクター「つるゴン」が初めて

共演し、人気を集めました。 

	 なお、川越市とは、2007年 11月 21日に「川

越市と市内大学との連携に関する基本協定」を

川越市内 4大学と一緒に結んでいます。7月 22

日（日）には、「エコプロダクツ川越 2018」にか

わごえ環境ネットと共同出展します。 
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チェーンソー講習会 
	 6月 9日（土）8:30-16:00にチェーンソー講習

会を、スチールショップ埼玉（株式会社リプロ）、

株式会社スチールの協力により実施しました。 

	 「こもれびの森」の直径 3cm以上の樹木は 3,
000本を超えており、枯損木が時折発生します。

また、落枝も多く発生します。キャンパスの校

舎エリアにある植樹や通学路である「こもれび

の道」の周囲、自然再生エリア、もう一つの林

である大越記念庭園は業者委託で管理していま

すが、それ以外の「こもれびの森」のエリアは

こもれびの森・里山支援隊が管理しています。 

	 そのため、構成員並びに参加者の作業技術・

安全技術の向上を目的とした研修を行っていま

す。通常の作業では、主に手鋸や剪定鋏を用い

ていますが、チェーンソー講習を行うことによ

って機械による作業を習得してもらい、大径木

などを伐採できる人材を増やしています。 
	 9:00から 12:20までは座学、13:30から 15:30

までは実習として、チェーンソーの構造、エン

ジン、燃料。チェーンバー、目立て、メンテナ

ンス・清掃、安全防護服、伐木作業についての

座学を学んだ後に、チェーンソーの基本操作、

エンジンの始動、チェーンブレーキの操作、玉

切り、突っ込み切りを実習で学びました。 

（小瀬博之）

 
会場の様子 

 
こもれビー（左）とつるゴン（右） 

 
捕獲したスズメバチの標本 

 
チェーンソー講習会の参加者と講師 

 
目立てを学ぶ 

 
チェーンソーの操作方法を実習 

 

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 6月 13日（水）9:00-10:00に第 2回事業運営

委員会、10:00-12:00に第 4回理事会を福田ビル
3階会議室において開催しました。 

事業運営委員会 
	 6月 3日開催の川の一斉水質調査は、13人が

分担して 29 か所の採水と水質調査を実施した

旨の報告がありました。 

	 今後の行事として 7月 15日（日・祝）の郊外
クリーン活動、7月 22日（祝）エコプロダクツ

川越 2018、10 月 20日（土）・21 日（日）川越

まつり会場クリーン活動、12 月 23 日（日）歳
末まち美化活動、2月 23日（土）（期日は予定）

第 17 回かわごえ環境フォーラムを確認しまし

た。 

	 「川越市環境行動計画」チェックシートの実

施について、東洋大学の授業において 173名が

回答しました。ウェスタ川越「おもてなし花壇」

講座でも実施するよう依頼しました。 
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	 夏の懇親会を 8月 21日（火）の事業運営委員

会終了後（17:30-19:30 ごろ）に 10 名程度の人

員で実施することにしました。詳しくは 8月号

でお伝えしますが予告します。 

理事会 
	 7月 22日（日）に開催される「エコプロダク

ツ川越 2018」について、展示場所や企業関係の

パネルの確認など当日のレイアウトを検討しま

した。 

	 パンフレット改訂の検討を各専門委員会に依

頼しました。各専門委員会で三つ折パンフレッ

トの 1面を担当することにしました。 

	 8 月 1 日に予定されている川越市主催「市民

環境調査	 まち歩き暑さ測定ツアー」のルート

についての検討依頼が事務局よりあり、一部修

正しました。 

	 個人会員 4名が入会し、会員数は、個人 132、

民間団体 27、事業者 23、行政 1の合計 182とな

りました。 

（小瀬博之） 

社会環境部会

	 6月例会は 6月 8日（金）福田ビル 3階会議
室において、新しい会員も参加し、6 名の出席

のもとに開催されました。 

	 5 月のかわごえ環境ネット総会後の新体制の

下、武田社会部会代表の司会の下、これからの

社会環境部会の取り組みと運営の方針の概略を

述べたあと、緊急課題のエコプロダクツの参加

等について報告と協議を重ねました。 

1. エコプロダクツ川越 2018 の出展について 
	 個人出展を除き、社会環境部会として、子ど

もらの環境学習に役立つプログラムの紹介を宮

﨑さんが提案、実際にいろいろな質問と回答な

どの画面等を映しながら協議しました。追加の

プログラムになるため、レイアウトなど事務局

が調整することになり、後日の事業運営委員会

や理事会で、無事実施の方向が決まりました。 

2. 社会環境部会の取り組む課題の確認 
①緑のカーテンに関しては、昨年のパッション

フルーツ栽培講座を継続し、苗木の成長に合わ

せて講座を 1か月早め、8月 10日（金）に北公
民館で開催、7月 25日発行の広報に募集記事を

掲載することを確認しました。講座の後、社会

環境部会を引き続き開くことも決めました。②

環境講演会については、「家庭生活における化学

物質への関心」を高める講演会を企画、11月 2

4 日（土）午後に南公民館で実施することに決
まりました。③環境施設見学については、来月

の会議にいくつかの案を出すことになりました。 

3. 社会環境部会が担当していたコラム「私のエ

コ体験」に変わる新しい企画の協議 
	 代表から、市議会でも一般質問で出された「S

DGs」についての理解を深めるため、幅広い見
地から 7 月号から 12 月号まで 6 回にわたって

連載することが了承されました。執筆は、代表

を主に各方面の協力を得てあたり、かわごえ環

境ネットの活性化につながる連載にすることが

決まりました。 

（社会環境部会代表	 武田侃蔵）

自然環境部会

	 6月例会は 8日（金）福田ビル 3階にて 7名
の参加で開催されました。 

1. 活動報告 
①「（仮称）川越市森林公園」計画地定例活動	

5/14（月）18名参加	 新緑・樹木の花観察、5/2

8（月）17名参加	 第 2ふれあいの森	 草刈り・

ヤマユリなど保護 
②池辺公園	 定例活動	 6/5（火）5名参加	 植

物観察	 ごみ清掃。 

③「新緑の雑木林観察」5/13（日）	 本紙報告済

み 

④県民参加モニタリング調査説明会	 5/17（木）
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1 名出席	 今年度は外来種、クビアカツヤカミ

キリを重点に調査 

⑤トンボヤゴの調査	 5/16（水）10時	 安比奈

親水公園	 泥水状態であまり採取できなかった 

⑥甲虫・チョウの調査	 5/26（土）	 川越水上公
園	 新井浩二氏講師、60種ほど観察 

⑦川の一斉水質調査	 6/3（日）	 別記事参照 

⑧寺尾調節池付近生き物調査	 6/7（木）6名参

加	 野鳥（10種）、昆虫（20種前後）、植物（4

0種以上）詳しい報告は 8月号で。 

⑨「かわごえ里山イニシアチブ」より田植え、

講演会のお知らせ 

2. 協議事項 
①今後の行事担当について検討 
②須賀邦昭氏より本会に寄贈された標本箱につ

いて 

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・出展行事

【トピック①】田んぼの生きもの調査（7 月 7 日・28 日）

	 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブとかわ

ごえ環境ネットの共催による生きもの調査です。

植物編の申込は 7月 5日（木）までですのでお

急ぎください。 

	 申込先は、かわごえ環境ネット事務局（川越

市環境政策課）まで電話（Tel.049-224-5866）で

お願いします。 

★田んぼの生きもの調査（植物編）と野草料理

を食べよう！ 
	 午前に、福田の無農薬田んぼやマコモ田んぼ

周辺の畦で、講師の先生と一緒に野草の観察や

食べられる野草の採取を行い、午後に野草観察

のまとめや野草を調理して食します。 

日時：7月 7日（土）10:00-15:00（集合 9:30） 

会場：午前：福田の周辺田んぼ（川越市福田 31

0地先）、午後：北部地域ふれあいセンター（川
越市山田 1578-1）で、みんなで調理します。 

参加費：1,500円（中学生以上）、500円（小学生） 

	 定員がありご希望に添えない場合があります。

完全予約制ですのでご注意ください。 

★田んぼの生きもの調査（動物編） 
	 福田の無農薬田んぼやマコモ田んぼ周辺の水

路の生きもの観察を講師の先生と一緒に行いま

す。 

日時：7月 28日（土）9:30-12:00（集合 9:00） 

会場：川越市福田の周辺田んぼ 

参加費：500円（高校生以上）

【トピック②・再掲】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
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20・21 日）、第 3 回は川越中心市街地歳末まち 美化活動（12月 23日）を予定しています。

【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）10:00-15:00に川越市環境プラ

ザ（つばさ館）（川越市鯨井 782-3）において開

催される「エコプロダクツ川越 2018」に次の内

容で出展します。会場は 2階となります。ペッ

トボトルロケット製作後の飛ばし実験は屋外で

の実施です。内容は変更の可能性があります。 

ワークショップ 
・アクリルたわし作成 

・ペットボトルロケット制作と飛ばし実験 

・東洋大学川越キャンパスこもれびの森・里山

支援隊の木工教室 
・パイオニア(株)によるカーナビの分解と組立 

展示 
・社会環境部会による「環境ビデオ」と「環境

クイズ」を組み合わせた環境教育啓発展示 

・ミミズによる生ごみの堆肥化、生ごみの減量

化、川の活動写真などの展示 

・初野建材工業(株)など事業所のエコ活動ポス

ター 
お手伝い募集 
	 会場のお手伝いを募集しています。参加者の

受付やクイズを答える方へのアシスト、ワーク

ショップの補助など、お手伝いいただきたいこ

とはたくさんあります。かわごえ環境ネット事

務局か担当の横山（Tel.049-246-9319）までおし
らせください。 

【トピック④】市民環境調査の参加者募集（ツアーは 8 月 1 日） 川越市環境政策課

	 川越市では、環境に関する基礎データを収集

するとともに、身近な環境について考えるきっ

かけとしていただくことを目的として「市民環

境調査」を行っています。ことに、かわごえ環

境ネットの会員のみなさまには、平成 26 年度

から続く「気温等観測調査」にご協力いただき、

まことにありがとうございます。 

	 今年度も、「川越の暑さを測る」をテーマに、

市内の気温等観測調査を実施したいと考えてい

ます。つきましては、気温等観測調査にご協力

いただける方を募集します。かわごえ環境ネッ

トのみなさまにおかれましては、今年度もぜひ

ご協力いただきますようお願いします。 

①黒球式熱中症指数計レンタル 
	 熱中症の危険度をはかる熱中症指数計を貸与

し、自宅や学校付近の熱中症危険度の測定と、

体感による評価を行い、データをご提供いただ

きます。評価は、昨年度と同様に 1日単位で行

います。 

【対象】市内在住の方 

【方法】熱中症指数計による測定 

【貸与期間】8月 1日（水）から 8月 31日（金）

のうち最長 1週間 

②まち歩き暑さ測定ツアー 
	 約 3㎞のまちなかを歩きながら、湿度や暑さ

指数を測定するとともに、私たちが感じる暑さ

（体感温度）を調査します。 

【日程】8月 1日（水）10:00-12:00 

【会場】氷川神社周辺 

【対象】小学 4年生以上（小学生は保護者同伴）
で市内在住・在学・在勤の方 

【定員】先着 15人 

【申込】環境政策課にて電話受付（Tel.049-224-

5866） 

③かしこい暑さ対策自慢 
	 市民のみなさんが実践している、または実践

したいと思っている、地球にもお財布にもやさ

しい暑さ対策について募集します。例：扇風機

とエアコンを併用して、風の通り道を作った。

エアコンをいつもの冷房運転から弱冷房除湿運
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転に変えた。夏休みの宿題の一環で、家族で夏

の節電に取り組んだ等 

【募集期間】7月 2日（月）-9月 28日（金）（必

着） 

【対象】市内在住・在勤・在学の方。 
【提出】環境政策課（川越市役所本庁舎 5階） 

【提出方法】住所・氏名・連絡先（電話番号ま

たはメールアドレス）、在勤・在学の方は勤務先・

学校名を明記し、川越市役所環境政策課窓口・

郵送・ファクス・川越市公式ホームページのい

ずれかより御提出下さい。 

宛先	 〒350-8601	 川越市元町 1-3-1 

川越市環境部環境政策課環境推進担当 

Fax.049-225-9800 

【様式】川越市公式ホームページ上の様式をご

参考ください。 

【取り扱い】提出いただいた内容は、川越市公

式ホームページで紹介します（応募が多数の場

合、類似のものは取りまとめての掲載といたし

ます）。また、個人情報は公表しません。

【トピック⑤】この夏「クールシェア」しませんか？（会員から 2 題）

◎「クールシェア川越 2018」 
川越市環境政策課 

	 クールシェアとは、自宅でのエアコンの使用

を控え、みんなで涼しいところで過ごす節電対

策の一つです。市では、7月から 9月までの間、

図書館などの公共施設をクールシェアスポット

として選定する「クールシェア川越 2018」を実

施します。クールシェアスポットは、川越市ホ

ームページで確認することができます。また、

建物の入口等に以下のマークを掲示しています。 

 
◎“学習クールシェア”の実施 
コーププラザ川越＆早稲田大学大学院納富研究室 
	 コープみらいコーププラザ川越にて、夏休み

期間に、中高生向けに学習スペースの開放をい

たします。1 日 3 時間まで利用可能で、事前予
約が必要です（自由に出入り・使用できるスペ

ースではありません）。利用を希望される方は事

前にコーププラザ川越にご連絡ください。なお、

今季は早稲田大学大学院環境・エネルギー研究

科納富研究室と共同し、学習スペース利用者を

対象にした“学習クールシェア”効果に関する

アンケート調査を実施させていただきます。ご

理解、ご協力のほどお願いいたします。 

【予定しているアンケート内容（案）】 
①基本属性（居住地、性別、年齢、家庭・居住

環境など） 

②滞在時間、利用回数 

③ “クールシェア”について 

④学習満足度について 

⑤学習効果について 
【学習スペース利用申し込み】 
期日：7月 21日（土）-8月 31日（金）ただし、

日・祝・8月 11日（土・祝）-8月 17日（金）

休館 

時間：10:00-16:00のうち 3時間 

場所：コーププラザ川越（川越市南通町 4-4） 
申込先：コーププラザ川越（Tel.049-226-1393） 

10:00-16:00（日・祝休・8月 11日（土・祝）-1

7日（金）休） 

【アンケートに関する問い合わせ先】 
早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科納富

研究室修士課程 2年、柳内洋子 
E-mail: yanai-yoko@suou.waseda.jp 

Tel.080-3554-4005



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 7 月号 No.141 

- 15 - 

社会環境部会主催事業 
★パッションフルーツ挿し木育苗講習会 
日時：8月 10日（金）13:30-15:00 

場所：川越市北公民館（川越市氷川町 107） 

定員：先着 30人 

経費：200円（材料費、当日集金） 

申込：8 月 1日（水）10:00 より電話でかわごえ環
境ネット事務局（環境政策課）（Tel.049-224-5866） 

	 緑のカーテンにもなるパッションフルーツの

挿し木による苗の育て方を教えます（作成した

苗は、持ち帰っていただきます）。 

自然環境部会主催事業 
★「（仮称）川越市森林公園」計画地 植物調査・

保全活動（毎月第 2・第 4 月曜日） 
日時： 7月 9・23日、9月 10・24日（月）9:30
-12:30（8月は休止） 

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：8月 7日、9月 4日（火）9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

★田んぼの生きもの調査（植物編）と野草料理

を食べよう！（予約制） 
日時：7月 7日（土）10:00-15:00（集合 9:30） 

「NPO法人かわごえ里山イニシアチブ」と共催。

詳細は本紙トピック①をご覧ください。 

★小畔川魚とり遊び 
日時：7月 16日（月・祝日）9:30-12:00 
「小畔川の自然を考える会」と共催。詳細は本

紙の同会おしらせをご覧ください。 

★田んぼの生きもの調査（動物編） 
日時：7月 28日（土）9:30-12:00（集合 9:00） 

「NPO法人かわごえ里山イニシアチブ」と共催。

詳細は本紙トピック①をご覧ください。 
★虫の観察会（川越市との共催行事） 
日時：7月 29日（日）9:00-12:00 

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） 

	 講師は大塚豊氏、本間幸治氏、谷津弘子氏 

	 申込は川越市環境政策課（Tel.049-224-5866） 

会合 
◆広報委員会（2018 年 7 月度） 
日時：7月 4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 8月 1日（水）9:00-10:00同所 

●社会環境部会（2018 年 7 月度） 
日時：7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 8月 10日（金）15:30-17:00北公民館 

●自然環境部会（2018 年 7 月度） 
日時：7月 13日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊8月は休止。次回は 9月 14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（2018 年度第 3 回） 
日時：7月 18日（水）9:00-10:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 8月 21日（火）16:00-17:00大黒屋食堂 

◆理事会（2018 年度第 5 回） 
日時：7月 18日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 9月 26日（水）10:00-12:00同所 

●夏の懇親会 
日時：8月 21日（火）17:30-19:30 

場所：大黒屋食堂（川越市仲町 5-2） 

会費は実費（4,000 円程度）。申込は 8 月 14 日
（火）までに横山（Tel.049-246-9319）へ連絡を。 
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【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
NPO 法人武蔵丘陵森林公園の自然を考える会 

問い合わせ：谷津弘子（Tel.&Fax.049-224-9118, foresth@nifty.com） 
ホームページ http://blog.canpan.info/forest-musashi/

◎森林公園かんさつ会 
①7 月 16 日（月・祝）公園と考える会共催 
日時：武蔵丘陵森林公園南口（入園前受付）9:4
0集合 14:30ごろ終了解散、雨天決行 

要入園料、参加費無料、お弁当持参（園内レス

トランも利用可） 

今年も講師に大塚豊さん（日本野鳥の会東京・

フリーカメラマン）を迎えヤマユリの花や樹液

に集まる昆虫などを観察します。 

②8 月 5 日（日）考える会主催 
日時：武蔵丘陵森林公園南口休憩所（入園前受

付）10:20集合 14:30ごろ終了解散、雨天決行 

要入園料、参加費 200円、お弁当持参（園内レ

ストランも利用可） 

	 今回は、園内に生息する動植物の調査を兼ね

て観察会を行います。 

 
福原ファームクラブ 

問い合わせ：横山三枝子（Tel.049-246-9319）
◎おいしく・楽しく農業体験 
日時： 7月 14日（土）16:00-17:30ごろ 
    9月 8日（土）9:30-12:30ごろ 

場所：明見院（今福 677）近く 

内容：農作業（B級品のお土産付き） 

会費：保険代 100円、クラブ員 1家族 1,000円

（年間） 
2018 年度予定表 

月 日 活動内容予定 
7 14 

未定 
畑の片付け お楽しみ会予定 
トウモロコシの片付け 

8  休み 
9 8 モロヘイヤ畑の片付け 
10 13 大根畑の片付け他 
11 10 里芋の収穫 芋煮会 

 
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（火曜日 14:00-16:00、金曜日 9:00-1
2:00） 
期日：7月 6日（金）・10日（火）・13日（金）・

17日（火）・20日（金）・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。（※巻末カレンダー未掲載） 
◎月例会 
日時：7月 13日（金）9:00-12:00（作業終了後） 

場所：地域交流センター ホール 

◎写真展示 
日時：7月 7日（土）10:00-13:00 

場所：地域交流センター 廊下 
 

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。 

	 毎週火、木、土の午前中を中心に農作業を行
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っています。詳しくは問い合わせください。 

★田んぼの生きもの調査（植物編）と野草料理

を食べよう！ 
日時：7月 7日（土）10:00-15:00（集合 9:30） 

詳細は本紙トピック①をご覧ください。 
★田んぼの生きもの調査（動物編） 
日時：7月 28日（土）9:30-12:00（集合 9:00） 

詳細は本紙トピック①をご覧ください。 

◎例会 
日時：7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（予定）

（川越市山田 1578-1） 

	 田んぼの生きもの調査と同日の午後に行いま

すので時間が変更になる場合があります。お問

い合わせください。 

    
 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/ 
【ニュース】アオノリュウゼツランついに開花 
	 川越キャンパスでは 50 年ほどの一生に一度

だけ花が咲く「アオノリュウゼツラン」が 7月

下旬ごろ開花します。どなたでもご覧いただけ

ます（8:00-18:00ごろ）。構内に入る際に各門の
守衛所にその旨をお申し出ください。 

◎「エコプロダクツ川越 2018」出展 
実施日時：7月 22日（日）10:00-15:00  

場所：川越市環境プラザ「つばさ館」（川越市鯨

井 782-3）2階「かわごえ環境ネット」ブース内 

展示内容：東洋大学川越キャンパス内の里山林

保全活動紹介、パンフレット配布、実物展示、

キャンパス内の森林資源を用いたミニ木工教室

など 

◎里山体験と木工教室 
実施日時：8月 5日（日）9:00-12:00 

集合時間・場所：9:00、東洋大学川越キャンパス 
内容：里山体験（森林の観察と手のこ、剪定ば

さみ等を用いた小径木の伐採）と大学内の森林

資源で作る木工（バードコール、ネームプレー

トなど） 

対象：子どもと保護者（親子・孫子で一緒に参

加できます。小学生以下のお子さまには保護者

の同伴をお願いいたします。） 

定員：先着 10組程度 

経費：無料 

用意するもの： 

①森林内の活動に適した身支度（汚れてもよい

長袖、長ズボン、靴、手袋（軍手など））、②手

ぬぐいやバンダナ（ヘルメットの下に身に付け

る）、③タオル、飲み物（熱中症対策）、④作品

などを持ち帰る袋、箱など、⑤あれば自前の用

具（ヘルメット、手のこ、剪定ばさみなど） 

申込：準備の都合上、7月 29日までに mlkomor

ebistf@toyo.jpへ、下記メールアドレスに参加を

希望する行事名とともに、 

代表者の①住所（市区町村）②電話番号③メー

ルアドレスと、参加される全員の①お名前（お

名前のよみも）②性別③（お子さまのみ）学校・

学年をおしらせください。 

◎里山林保全活動（初回参加可） 
日時：9月 9日（日）8:30集合-16:00片付終了 

対象：本学専任教職員・学生、市民等（高校生

以上） 

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」（川越

市鯨井 2100） 

作業内容：生育阻害木・枯損木の伐採、下刈り、

つる切りなど 
定員：15名 

費用：無料 

持ち物：①森林内の作業に適した身支度（長袖、
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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

通して身につける）、ホイッスル（安全確認のた

めに使用す）、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（熱中症対策）、昼

食（学内の食堂・売店は休み）④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） 

申込：準備の都合上、開催日前週の週末までに

mlkomorebistf@toyo.jp へ、参加を希望する行事
名とともに①名前②住所③電話番号④性別⑤生

年月日⑥（学生のみ）学部・学科・学年をおし

らせください。 

＊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  

2018 年度予定表 
月 日 活動内容予定 
7 8 里山林保全活動（受付終了） 
7 22 「エコプロダクツ川越 2018」出展 
8 5 里山体験と木工教室 
9 9 里山林保全活動 
10 6 里山林保全活動（大学祭出展準備） 

 

 
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：7月 3日（火）・20日（金） 

   8月 7日（火）・17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：7月 8日・8月 12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：7月は「④百万灯夏祭りクリーン活動」 
   8月 25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。 

④百万灯夏祭りクリーン活動 
日時：7月 28日（土）・29日（日）13:30-15:00 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から札の辻まで。

市役所裏でごみ分別収集。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。 

①7月 22日（日）9:00-11:00。上野田町の新河岸
川起点から三日月橋まで。観音下橋下に集合。

月吉陸橋下空き地で分別収集。 

②8月 26日（日）9:00-11:00。琵琶橋から清身場

橋まで。左岸中心にごみ拾い。終点近くの保育

園広場で分別まとめて解散。 

◎「川の国埼玉水辺で乾杯」協賛 
	 7月 7日（土）午後 7時 7分、北公民館前の

氷川橋上で「いい川づくり」に向けて乾杯！ 

	 缶ビールなど持ち寄りで自由参加。
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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） 

★小畔川で魚とり遊び（かわごえ環境ネットと共催） 
日時：7月 16日（月・祝）9:30-12:00 

集合：9:30かほく運動公園（川越市霞ヶ関北6-28-2） 

募集：親子 10 組、川越市環境政策課（Tel.049-
224-5866）に申し込み 

費用：100円 

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） 
①7 月 8 日（日）10:00-12:00 
	 ハスの花が咲きだしました。親の背に乗って

いたカイツブリのひなは、自分で餌の小魚を捕

るように親に仕込まれます。もう親からえさが

もらえません。夏になり暑いですが、鳥たちは

元気です。暑さに負けないで観察しましょう。 

②8 月 12 日（日）10:00-12:00 
	 空の色と沼からの風に秋を感じます。夏鳥が

去り、旅鳥のシギやチドリが立ち寄るころです。 

 

広報委員会からのおしらせ
●かわごえ環境ネット会員募集 
	 会員になれば、毎月本紙と関連する環境情報

を郵送でお届けします。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。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 8月号（No.142，8月 2日ごろ発行予

定）の掲載原稿は、7 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 
	 ホームページ、Twitter、Facebookページをご

利用ください。ホームページでは、本紙をフル

カラーでご覧いただけます。 

     
 ホームページ    Twitter   Facebook ページ 

●おことわり 
	 本紙の記事は、各著者の寄稿及び広報委員会

の編集によって構成されていますが、これらは、

組織の公式な見解を示すものではありません。

また、本紙は寄稿及び作成時点までの信頼でき

る各種情報に基づいて作成し、正確性の確保に

努めていますが、その正確性に対してかわごえ

環境ネットは責任を負いません。本紙は読者ご

自身の判断と責任で利用いただき、本紙を利用

することで生じたいかなるトラブルおよび損失、

損害に対して、かわごえ環境ネットは一切責任

を負いません。
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イベントカレンダー（7 月 4 日〜8 月 25 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 

7/4 
◆9:00 広報委

員会 

7/5 
 

7/6 
 

7/7 
★10:00 田んぼ

の生きもの調

査（植物編） 
◎10:00写真展示

（みなみかぜ） 
◎19:07川の国埼

玉水辺で乾杯 
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 

7/9 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

7/10 
 

7/11 
 

7/12 
 

7/13 
◎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 

7/14 
◎16:00おいしく

楽しく農業体験 

7/15 
★9:30 郊外ク

リーン活動 
○本紙 8 月号

投稿期限 

7/16 
海の日	

★9:30 小畔川

魚とり遊び 
◎9:40 武蔵丘

陵森林公園か

んさつ会	

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） 

7/22 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
★10:00 エコ

プロダクツ川

越 2018 

7/23 
★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 
★9:30 田んぼ

の生きもの調

査（動物編） 
◎13:30 百万

灯夏祭りクリ

ーン活動 
◎16:00例会（か

わごえ里山） 
7/29 
★9:00 虫の観

察会 
◎13:30 百万

灯夏祭りクリ

ーン活動 

7/30 
 

7/31 
 

8/1 
◆9:00 広報委

員会 
◎10:00 まち

歩き暑さ測定

ツアー 

8/2 
 

8/3 
 

8/4 
 

8/5 
◎9:00 里山体

験と木工教室 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

8/6 
 

8/7 
★9:30 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

8/8 
 

8/9 
 

8/10 
★13:30パッシ

ョンフルーツ挿

し木育苗講習会 
●15:30 社会

環境部会 

8/11 
山の日	

8/12 
◎9:30 まち美

化啓発運動 

8/13 
 

8/14 
 

8/15 
○本紙 9 月号

投稿期限 

8/16 
 

8/17 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

8/18 
 

8/19 
 

8/20 
 

8/21 
◆16:00 事業

運営委員会 
●17:30 夏の

懇親会 

8/22 
 

8/23 
 

8/24 
 

8/25 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
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