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2018アースデイ・イン・川越 昭和の街（10/7） 

 

 
昨年の会場の様子 

	 今年で 20 回目、蓮馨寺界隈が主会場になっ

てから 11 回目となる「アースデイ・イン・川

越」。今は界隈全体が『昭和の街』として認知さ

れるようになりました。今年は「SDGs」（持続
可能な開発目標）の啓発・普及が大きなテーマ

となります。（詳細 9面） 

川越まつり会場クリーン活動（10/20,21） 

 

 
昨年の様子 

	 川越まつり会場クリーン活動は、昨年は雨の

影響で来場者が例年よりも少ない状況でした

が、今年は 19 台の山車の参加があり、天気が

よければ 100万人近くの見物客が訪れます。ど

なたでも当日参加できます。本川越駅前交差点

近くの受付でお待ちしています。（詳細 9面） 
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【コラム】川越の自然をたずねて（67）昆虫調査の中間まとめ－安比奈親水公園で

 
安比奈親水公園の環境 

	 市内でチョウを観察して 8年になりました。

そして、市内に棲息するチョウの概要がわかっ

てきました。これに続いて昆虫を知るために昨

年から昆虫調査を実施しています。2 年目を迎

えて、同じ条件で実施した安比奈親水公園につ

いて報告します。 

1. 調査地点の環境 
	 安比奈親水公園は入間川左岸に広がる河川敷

を利用した運動公園で、真ん中には用水路が流

れ、川側は芝生と花園、反対側はグラウンドと

なっています。西側は崖線となっており、その

下に小河川が流れ、カワニナやカワムツが棲息

しています。この川にそって竹林（真竹）があ

り、用水路と合流する場所にはシンジュ（ニワ

ウルシ）の自然林が広がっています。この林に

はエノキ、イボタノキ、クワなどが生え、林床

にはアズマネザサなどが生え、人が入れない自

然地となっています。また、この公園に接して

水田や農家があります。ここの環境は広場、花

園、河畔林、水路、シンジュ林、竹林と多様で、

開放的な空間から薄暗い空間まであり、昆虫が

好む環境がそろっています。 

2. 昆虫相の特徴 
	 この 2 年間で見られた昆虫は 12 目になりま

す。それに爬虫類と両生類を加えると 14 目と

なりました。この場所は水辺があることでトン

ボが多く見られます。トンボは水辺で羽化し、

林で生活するために両方の環境が必要とします。 

 

安比奈親水公園の昆虫相 

 
今年は 14 種類のトンボを見つけ、アカネ類で

他の地点では見ることが少ないヒメアカネ、マ

ユタテアカネが見られ、竹林などの比較的暗い

環境で日中を休み夕方活動するカトリヤンマは

数頭が見られました。止水域に棲息しているギ

ンヤンマの番（つがい）を見つけました。 

	 樹液がでるクヌギがあり、花の咲く木がある

ことでタマムシやドウガネブイブイや子どもに

人気のコクワガタ、カナブンなどの甲虫も見る

ことができます。また、ヤマトタマムシが 2年

続けて見つかりました。セミは 5種類いますが、

今年ここで初めてクマゼミの声を聞きました。

気候変動の影響があるのでしょうか。また、ミ

ンミンゼミはこの地域だけに棲息している地域

種ミカドミンミンです。今年、ハチの中でクモ

を狩るベッコウバチを見つけました。 

3. 安比奈親水公園の生態的位置 
	 昆虫調査だけからこの地域の生態的位置につ

いて解明することは難しいのですが、水辺と林

の両方があることでトンボのサンクチュアリに

なっています。その中でカトリヤンマは、人の

手が適度に入る里山が必要で、田んぼや農地が

入り組んだ環境があることでその棲息が保証さ

れています。 

	 ベッコウバチが見つかったのは、このハチが

命をつないでいくためにはクモの存在が必要と

なります。クモは餌となる昆虫の存在が不可欠

ですので、生態系のより上位の種類がいること
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は、餌となる生物の存在を間接的に証明してい

ます。 

	 チョウではジャコウアゲハが棲息しており、

食草のウマノスズクサが必要で土手などに生育

しているようです。また、チョウの食草や蜜源

があり、多くのチョウの種類を見ることができ

ます（今年は猛暑で少なかったですが）。 

	 入間川そばのヤナギの樹林がありますが、こ

こは調査から外れているので今後の調査が待た

れます。まだ 2年目で生態系の一部のパーツし

かわかりませんが、調査を続けることでこの地

の生きものつながりがわかる日がくると思いま

す。 

（自然環境部会	 過昌司） 

 

【コラム】｢SDGs」を身近な合言葉に！（3）17 の目標と環境保護との関係 
	 7 月号の第 1 回では「「SDGs」ってなに？」、

8 月号の第 2 回では「川越市議会でも質問が出
た」というタイトルで連載しているこの記事で

すが、前回の予告の通り、今回は、17の目標と

環境保護との関係について説明します。 

17 のターゲットと環境保護との関係 
	 第 1回の説明では、SDGs（持続可能な開発目

標）は、17の目標と 169のターゲットによって
構成されていて、これらは大きく「人間（Peop

le）」「豊かさ（Prosperity）」「地球（Planet）」「平

和（Peace）」「パートナーシップ（Partnership）」

の 5つの Pの要素を包含していると書きました。

17の目標のうち、「地球」に関する要素として 

⑫〜⑮の 4つの目標があることも書きましたが、
「環境」については、「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」を達成するための「経済成長」

「社会的包摂」「環境保護」という 3つの主要素

の一つに掲げられている項目です。 

	 その意味では、すべての項目が「環境保護」

に関わっているのですが、前回の説明にある通

り、環境省では、17 の目標のうち 12 の項目に

ついて関わりがあると、参考文献 1)において記

述しています。 

	 ここでは 12 の項目の中でどのような要素が

書かれているかを説明します。ここでの説明は、

2015年 9月 25日の第 70回国連総会で採択され

た「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」の日本語（外務省仮

訳）2)を参照しています。特に、環境保護と関わ

る目標とそれに深く関わりのあるターゲットは、

先に参照した環境省のページから判断して抜粋

しています。 
②飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善

を実現し、持続可能な農業を促進する 
	 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を

増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気

象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対す

る適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の

質を改善させるような、持続可能な食料生産シ

ステムを確保し、強靭（レジリエント）な農業

を実践する。 

③あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活

を確保し、福祉を促進する 
	 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、
水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数

を大幅に減少させる。 

④すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い

教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 
	 2030年までに、持続可能な開発のための教育

及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の

平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバ

ル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続

可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全

ての学習者が、持続可能な開発を促進するため

に必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

⑥すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続

可能な管理を確保する 
	 2030年までに、汚染の減少、投棄廃絶と有害

な化学物質や物質の放出の最小化、未処理の排

水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世

界的規模での大幅な増加させることにより、水
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質を改善する。 

	 2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯

水層、湖沼などの水に関連する生態系の保護・

回復を行う。 

⑦すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可

能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 
	 2030年までに、世界のエネルギーミックスに

おける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大

させる。 

⑧包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての

人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある

人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促

進する 
	 2030年までに、世界の消費と生産における資

源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、

持続可能な消費と生産に関する 10 カ年計画枠

組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 
⑨強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂

的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーシ

ョンの推進を図る 
	 2030年までに、資源利用効率の向上とクリー

ン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセス

の導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善に

より、持続可能性を向上させる。すべての国々

は各国の能力に応じた取組を行う。 

⑪包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持

続可能な都市及び人間居住を実現する 
	 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の

努力を強化する。 
	 2030年までに、大気の質及び一般並びにその

他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによ

るものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪

影響を軽減する。 

	 2030年までに、女性、子ども、高齢者及び障

害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容

易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを

提供する。 

⑫持続可能な生産消費形態を確保する 
	 2020年までに、合意された国際的な枠組みに

従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正

な化学物資やすべての廃棄物の管理を実現し、

人の健康や環境への悪影響を最小化するため、

化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を

大幅に削減する。 

	 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再
生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅

に削減する。 

	 2030年までに、人々があらゆる場所において、

持続可能な開発及び自然と調和したライフスタ

イルに関する情報と意識を持つようにする。 

⑬気候変動及びその影響を軽減するための緊急

対策を講じる 
	 すべての国々において、気候関連災害や自然

災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適応

力を強化する。 

	 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警

戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能

を改善する。 

⑭持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保

全し、持続可能な形で利用する 
	 2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、

特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の

海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 
	 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関す

る重大な悪影響を回避するため、強靱性（レジ

リエンス）の強化などによる持続的な管理と保

護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、

海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行

う。 
⑮陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の

推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、

ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様

性の損失を阻止する 
	 2020年までに、国際協定の下での義務に則っ

て、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとす

る陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサ

ービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保

する。 

	 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可

能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、
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劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及

び再植林を大幅に増加させる。 

	 自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損

失を阻止し、2020年までに絶滅危惧種を保護し、

また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対

策を講じる。 

	 2020年までに、外来種の侵入を防止するとと

もに、これらの種による陸域・海洋生態系への

影響を大幅に減少させるための対策を導入し、

さらに優先種の駆除または根絶を行う。 

	 2020年までに、生態系と生物多様性の価値を、
国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削

減のための戦略及び会計に組み込む。 

まとめ 
	 SDGsは、文章の表題にもある通り「我々の世

界を変革する」とある大胆な目標と言えます。

目標は現状ではとても実現できない、と思える

ものでもありますが、日本にも社会の変革を迫

っているわけです。特に、生態系と生物多様性

のターゲットについては、生物多様性条約第 10

回締約国会議（2010年）に策定された「愛知目

標」3)に基づいて、多くが 2020年に目標が定め

られています。あと 2年しかありません。 

	 それでは、現状の日本はどのような状態にあ

るのか、第三者機関が評価した報告書がありま

すので、次回以降、その点について紹介したい

と思います。また、日本政府がアクションプラ

ンを掲げ、企業・団体には取組を表彰し、自治

体ではモデル事業が認定されています。このあ

たりについても次回以降に紹介していこうと考

えています。 
参考文献 
1)環境省：持続可能な開発のための 2030アジェンダ/SDG
s（最終更新 2017年 11月 17日、http://www.env.go.jp/earth
/sdgs） 
2)外務省：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（仮訳）（https://www.mofa.go.jp/mof
aj/files/000101402.pdf） 
3)環境省：生物多様性 愛知目標（20の個別目標）（http://
www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index_03.ht
ml） 

（小瀬博之） 

 

【報告】かわごえ環境ネットの活動

パッションフルーツ挿し木講習会 社会環境部会

	 8月 10日、社会部会主催の緑のカーテンにで

きる、パッションフルーツ挿し木講習会を開催

しました。募集 30名キャンセル待ち 5人で 8月

1日 10時より受付を環境政策課でしていただき
ましたが、1 時間以内で締め切ったとのことで

した。 

	 台風 13 号が近づき心配しましたが、影響な

く過ぎ去り、当日は暑い日となりましたが無事

に開催することができました。 

	 13時 30分よりスタートして、前半 30分主催
者メンバー自己紹介と部会代表武田さんと北公

民館館長森様に挨拶をしていただき、その後プ

ロジェクターを使用してのパッションフルーツ

の特徴と失敗しない挿し木の方法を説明後、数

人の質疑応答で時間を取られましたが、14時 1
0分より実践していただきました。 

	 机を二つ合わせて 6人を一組として 7グルー

プ分けして始めましたが、様々な人がおり、説

明を理解して作業している方、自己流で進めて

いる方、間違った方法で進めている方などがあ

り、各テーブルを回り観察と質問に答えながら、

進めましたが、みなさん和気あいあいと楽しみ
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ながら取り組んでいただきました。予定より早

く 15 時前に終わりました。反省する点もあり

ましたがまずまず成功だったのではないかと自

己満足しています。 

	 部会のみなさんには挿し芽、道具の手配、当

日の前準備と汗を流しながらたいへんお世話に

なり、お疲れさまでした。 

	 引き続き社会部会定例会を開催しました。武

田代表より今後も引き続き継続する方向で検討

したいとの事でした。 

	 パッションフルーツに関してはまだまだ人気

はあるようですが、部会の人達も高齢者になり

後継者作りが課題になりそうです。 

（井口吉三郎）

 
パッションフルーツ挿し木全般説明 

 
和気あいあい相談しあう受講者風景 

 
おさらいを再確認する参加者

【報告】会員・地域・流域の活動

文化の伝承「福田の獅子舞」 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 
子とササラッコの勢ぞろい 

 
子供たちによる力強い獅子舞 

 
福田の赤城神社

	 7 月 21日と 22日に福田の赤城神社で行われ

た福田の獅子舞を見学しました。地域のみなさ

んの努力で日本の良き伝統文化が保存されてい

ることに感銘を受けました。 

	 川越観光スポット紹介には「川越市福田にあ

る赤城神社は、古くから福田の鎮守。毎年 7月

に、赤城神社とお隣の星行院で行われる「福田

の獅子舞」は天王様のお祭りで川越市の無形民

俗文化財に指定されています。」とあります。 

	 獅子を舞うのは中学生、ササラッコは女子が

演じ、小学生による縦笛演奏、すべて子供たち

で演じられ、入間川堤防上や村中を回り舞いま

す。それを支える大人たちの努力は並大抵のこ

とではないと感じました。このように地域の力

で伝統文化が長く保存され、伝承されているこ

とを見るにつけ、この地域の田んぼの景観や自

然環境が守られていることにいたく納得でした。 

	 我々も福田で活動させてもらっている田んぼ

の環境を半端ない気持ちで守らなければと改め

て考えさせられるお祭りでした。 

（増田純一） 

 

◆かわごえ環境ネット会員募集	 随時会員を募集しています。本紙「月刊かわご

え環境ネット」を毎月お送りします。また、委員会活動、研修行事に参加できま

す。年会費は個人会員 1,000円、団体会員 2,000円。詳細は、かわごえ環境ネット

事務局に問い合わせるかWebサイト（http://kawagoekankyo.net）をご覧ください。 
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復活 3 回目の赤間川灯ろう流し 8 月 18 日に 

 
川合市長の開会のあいさつ 

 
どんどん流れる灯籠 

 
親子連れなどでいっぱいの川の両岸 

	 江戸時代からゆかりのあった赤間川灯籠流し

は、地元石原町会の企画で一昨年復活し、今年

も 8月 18日に 3回目が行われました。昨年、一
昨年は悪天候にたたられ、にわか雨の間を縫っ

て灯籠流しを強行しました。 

	 今年は酷暑も一段落し、夕方にはさわやかな

風が流れ、浴衣姿の親子連れが見られる中で 5

時半から開会式が始まりました。自治会、子ど

も会、小学校など、各方面の関係者のあいさつ

や紹介で盛り上がり、午後 6時から順次灯籠が

流され始めました。思い思いの願いを込めた灯

籠が、下流の濯紫公園まで流れ、ボランティア

スタッフが回収しました。川をきれいにの想い

も込めた実行委員会の取り組みでした。 

（武田侃蔵） 

里山体験と木工教室（8 月 5 日） 東洋大学小瀬研究室

 
林内でセミの抜けがらを見入る参加者 

 
工作の様子 

 
作品の発表 

	 夏休みの恒例行事「里山体験と木工教室」を

8月 5日（日）9:00-11:30ごろに開催しました。

4 家族 13 名の参加者と 11 名のスタッフで、こ

もれびの森の散策と工作を行いました。 
	 猛暑のため施業体験は中止して、こもれびの

森を散策してセミやチョウ、カナヘビ、カブト

ムシの幼虫などを見つけながら、工作の材料と

なる枝なども拾って、会場の「物創り工房」で

バードコール、ペンダント、ネームプレートな

ど、思い思いの工作を子どもも大人も楽しみま

した。 

	 11月 3日（土）・4日（日）開催される東洋大

学川越キャンパス学園祭「第 9回こもれび祭」

では、予約不要で「里山体験と木工教室」を開

催します。 
	 工作以外にもかんながけ体験や薪割り体験な

ど、森から得られる材料がどのように生かされ

るのかを体験しながら学べるようにしています

ので、ぜひご来場ください。 

第 9回こもれび祭（http://www.komorebisai.com） 

（小瀬博之）
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【報告】専門委員会

事業運営委員会

	 8月 21日（火）16:00-17:00に第 4回事業運営

委員会を大黒屋食堂において開催しました。 

	 エコプロダクツ川越出展（7月 22日）の反省

をしました。小学校低学年が多いので、次年度

はワークショップ主体で出展できるとよいので

はないかということになりました。 
	 川越まつり会場クリーン活動（10月 20日・2

1 日）についての準備状況について報告を受け

ました。 

	 第 17回かわごえ環境フォーラムは、当初 2月

に開催予定でしたが、会場の確保ができず、3月

3 日（日）に、ウェスタ川越 2 階市民活動・生

涯学習施設（会議室 1・2）において実施するこ

とが決定しました。環境活動報告の募集要項、

講演会の内容について検討しました。 

	 川越市環境行動計画チェックシートの実施は、

7月 21日の「エコプロダクツ川越 2018」で実施

して 53 人の回答があり、今年度の実施人数が
計 226人となりました。 

	 2020 年の設立 20 周年に向けての活動につい

て検討しました。現状では、「こども×環境」で

できることを検討しています。 

（小瀬博之） 

社会環境部会

	 8月例会は 8月 10日（金）に、北公民館で行
われた「エコグリーン・パッションフルーツ挿

し木育苗講習会」の終了後、15:30から 8名の出

席のもと、代表司会で開かれました。 

	 講習会は、参加者の熱意を反映して無事終わ

り、来年度への期待を込めた声が聞かれました。 

	 まず、7 月の理事会、事業部会の報告が代表
よりあり、新しい連載の SDGsについて説明し、

今後の理解を深める工夫がなされるとの報告が

ありました。 

社会環境部会の取り組む課題の確認 
①今回のエコグリーンについての市民の期待は

大きく、来年も続ける方向で企画し、7 月に繰
り上げる方向で調整することにしました。 

②環境講演会については、「家庭生活における化

学物質」を 11月 24日（土）午後に南公民館で

実施することに決まり、PRパンフ、広報への掲

載などの内容について話し合いました。わかり

やすくてピンとくるメッセージを決めかねて、

宮崎さんらに再検討を依頼しました。 

③環境施設見学については、川越市内は広いの

で、東西に分けてこの秋と来年の 2月くらいの

2回に分け「川の国埼玉はつらつプロジェクト」

「市民の森」「湧水の変遷」などの現状について、

市のバスを利用して実施する方向で決まりまし

た。次回の 9月例会で報告できるよう、代表が

折衝することになりました。 
（社会環境部会代表	 武田侃蔵）

自然環境部会

	 8 月例会は休会でしたので報告はありません。

なお、7月 29日に予定されていた「虫の観察会」

は台風のため中止になりました。 

（自然環境部会代表	 賀登環）

 

 

 

 

◆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 
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【予告】かわごえ環境ネットのおしらせ・主催・後援行事

【トピック①】2018アースデイ・イン・川越 昭和の街 10月7日（日）開催、SDGs普及へ

 
昨年のポスター（今年は 10 月 7 日です） 

	 10月 7日（日）10:00-15:00に蓮馨寺（川越市

連雀町 7-1）界隈で開催される「2018 アースデ

イ・イン・川越	 昭和の街」は、今の小学生が

12 年後の 2030 年にはどんな社会になっている

か、SDGsの描く夢を主題にまとめます。「アー

スデイ・イン・川越」で最初からパンフやチラ

シに使われたシンボルマークを生かしながら、

地球の周りを子供が取り巻く絵柄と、SDGs の

啓発を盛り込み、昨年と同じ関係諸団体の参加

で盛り上がるよう準備しています。 

	 毎年参加する諸団体や行政とともに、「世界平 

和」「人類共存」「地球環境」「水と緑」「子らに

“愛”」の 5題で、標語、短歌、俳句、川柳、都
都逸を幅広く募集し、合わせて、人口に膾炙（か

いしゃ）した有名な作品を紹介することにしま

した。この作品を協力商店の店頭に掲示し、入

選作品を投票で選ぶ予定です。会場準備など多

数の方のご協力をお願いします。 

（武田侃蔵）

【トピック②】川越まつり会場クリーン活動 参加者募集（10 月 20・21 日） 

 

	 第 3回川越まつり会場クリーン活動の参加者

を募集します。 

	 川越まつりは江戸「天下祭」を今に再現した

山車行事。精巧な人形を乗せた絢爛（けんらん）

豪華な山車が、小江戸川越の象徴である蔵造り

の町並みを中心に、町中を曳行（えいこう）し

ます。何台もの山車が辻で相対しすれ違うさま

は、そのスケールの大きさに、見物客を圧倒し

ます。 

	 昨年は 15 日（日）が雨のため観光客数が 73

万人でしたが、今年は 19台の山車が参加し、多
くの観光客が訪れると予想されます。 

	 会場クリーン活動は、多くの観光客に気持ち

よくお祭りを楽しんでいただくために行うもの

です。赤いハッピを着て会場クリーン活動に参

加しませんか！	 昨年は 84 名の方々が参加、

今年は何人かなー！	 よろしくお願いします。 
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■川越まつり会場クリーン活動の概要 
・開催日：10月 20日（土）、21日（日） 

・集合場所：川越市中原町 1-2-11東側地先	 か

わごえ環境ネット テント（本川越駅交差点北） 

・活動時間：11時～21時	 2時間単位 
・活動場所：川越まつり会場と周辺	 時間帯に

より活動場所が変わります。 

・申込先：渡辺（Tel./Fax. 049-242-4322）、菊地

（携帯 080-5546-2362、E-mail: kikum.autumn@g

mail.com）	 当日飛込み参加も歓迎です。 

・その他：活動用の赤いハッピとクリーン活動

用の道具を用意しております。 （菊地三生） 

 

【トピック③】「第17回かわごえ環境フォーラム」（3月3日開催）環境活動報告投稿・発表者募集 

 
昨年の環境活動報告会の様子 

 
第 16 回かわごえ環境フォーラムのポスター 

（今年は 3 月 3 日です） 

	 本年度のかわごえ環境フォーラムは、2018年

3 月 3 日（日曜日）9:30-16:30 にウェスタ川越

（市民活動・生涯学習施設 活動室 1・2）を会

場として環境活動報告会と講演会並びに対話の

場「かわごえカフェ 2019」を開催します。 

	 この行事は、各々の環境活動と役割を相互に

理解し、川越市の望ましい環境像実現のための

取組がいっそう活発になることを期待して毎年

開催しているものです。 

	 今回も、行事開催に先立ち、環境活動をされ

ている個人・団体からの環境活動報告を広く募

集します。かわごえ環境ネット会員の有無を問

いません。みなさまの積極的な応募をお待ちし

ています。 

	 投稿・発表申込期限は 11月 19日（月）、レポ

ート投稿期限は 12月 17日（月）です。 

	 募集要項は、会員のみなさまには本号に同封

しています。それ以外の方は、かわごえ環境フ

ォーラムホームページ（http://forum.kawagoekan

kyo.net）をご覧ください。 

 
かわごえ環境フォーラム（http://forum.kawagoekankyo.net）

【トピック④】「第 17 回かわごえ環境フォーラム」ご協賛のお願い（12 月 17 日まで） 

	 上記トピック④でも書かれている通り、本会

や会員の本年度の環境活動報告をまとめた「か

わごえ環境活動報告集」を「第 17回かわごえ環

境フォーラム」開催に合わせて発行します。 

	 本報告集は毎回、費用の一部を本会会員の協

賛金でまかなっております。ご協賛をぜひお願

いいたします。ご協賛いただいた企業・団体は、

環境活動報告集に協賛広告を、また、案内ちら

しに協賛者の名前を掲載いたします。 

	 本会会員事業者には、9 月の郵送資料におい



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 9 月号 No.143 

- 11 - 

てご案内をお送りしております。会員外の事業

者等からも協賛を募集します。詳しくは、かわ

ごえ環境ネット事務局（川越市環境部環境政策

課環境推進担当、Tel.049-224-5866、E-mail: kan

kyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp）までお問い

合わせください。 

【トピック⑤】環境講演会「危険が潜む家庭の殺虫剤、消臭剤、洗剤等」11 月 24 日開催 
	 私たちの日常生活では、様々な化学製品が使

われています。しかし、時として間違った使い

方や不適切な取り扱いをした場合には、危害や

健康へ悪影響を及ぼすことがあります。特に、

乳幼児や認知症の方の事故が増えています。本

講演会で殺虫剤、消臭剤、洗剤等の危険性や安

全に使うための注意事項を学びましょう。 

■開催概要 
日時：11月 24日（土）13:30-16:00 

場所：南公民館（ウェスタ川越 1 階）講座室 1

号室 

演題：危険が潜む家庭の殺虫剤、消臭剤、洗剤等 
講師：星野弘志氏（一般社団法人埼玉県環境検

査研究協会 代表理事） 

定員：50名、参加費：無料 

申込：11月 1日より電話で、かわごえ環境ネッ

ト事務局（環境政策課）にて受付（Tel.049-224-

5866）          （社会環境部会） 

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：9月 10・24日、10月 8・22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） 
日時： 10月 2日、11月 6日（火）9:00-12:00 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

会合 
●社会環境部会（2018 年 9 月度） 
日時：9月 14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 10月 12日（金）13:00-15:00同所 

＊会員はどなたでも参加できます。 

●自然環境部会（2018 年 9 月度） 
日時：9月 14日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 10月 12日（金）15:00-17:00同所 
＊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 5 回） 
日時：9月 26日（水）9:00-10:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 10月 17日（水）9:00-10:00同所 

◆理事会（2018 年度第 6 回） 
日時：9月 26日（水）10:00-12:00 

場所：福田ビル 3階会議室 

＊次回は 10月 17日（水）10:00-12:00同所 

◆広報委員会（2018 年 10 月度） 
日時：10月 3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 11月 7日（水）9:00-10:00同所 
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【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
川越市 環境部 環境政策課 

問い合わせ（Tel.049-224-5866, Fax.049-225-9800, E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp） 
◎くぬぎ山地区平地林保全管理活動 
	 外来植物の除去など、平地林の手入れ作業 

日時：9月 29日（土）10:00-12:00（9:30受付開

始） 

集合場所：「くぬぎ山・駒ヶ原の森」の草地（所

沢市大字下富 1456-1） 

服装等：林内作業用（長袖、長ズボン、帽子、

タオル、軍手、飲み物等） 

申込先：くぬぎ山地区自然再生協議会事務局（埼

玉県みどり自然課）Tel.048-830-3150, Fax.048-8
30-4775, E-mail: a3140-12@pref.saitama.lg.jp 
申込期限：9月 21日（金） 

 
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） 
日時：10月 21日（日）10:20-15:00ごろ 

場所：南口休憩所（南口駐車場内） 

参加費： 200円（入園料別途） 
持ち物：雨具、昼食（園内レストランも利用可） 

	 森林公園でセンブリの花や野鳥との出会いを

楽しみましょう。 

 
http://blog.canpan.info/forest-musashi/

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： 9月 8日（土）9:30-12:30ごろ 

    10月 13日（土）9:30-12:30ごろ 

    11 月 10 日（土）9:30-12:30 ごろ芋煮

（お椀持参） 
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 
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（お椀持参） 
12 8 畑の片付け 
1 12 雑木林の手入れ 焼き芋 

 
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） 
◎農作業（金曜日 9:00-12:00） 
期日：9月 7・14・21・28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。（※末尾カレンダー未掲載） 

◎月例会 
日時：9 月 7 日（金）9:00-12:00（作業終了後） 

場所：地域交流センター ホール 

◎稲刈り 
日時：9月 15日（金）9:00-12:00（作業終了後） 

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。 
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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

携して河川を汚さない環境にやさしいお米作り、

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。 

◎稲刈り 
日時：9月 15日（土）9:30-12:00（9時集合） 

場所：福田の田んぼ現地集合（川越市福田 310

地先、近隣に駐車場有） 

参加費：会員無料、非会員 300円 

◎理事会 
日時：9月 22日（土）15:00-17:00 

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   Twitter 

 
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「こもれび隊」） 

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） 
日時：①9月 9日（日）8:30集合-16:00片付終了 

②10月 6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・枯損木の伐倒、下刈り、

つる切り、ごみ拾いなど 

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、

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、水

分補給のために必ず持参すること）、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 
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） 
11 3・4 里山体験と木工教室（大学祭出展） 
12 8 里山林保全活動 
1 5 里山林保全活動 
2 3 里山林保全活動 
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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：9月 21日（金）13:30-15:00 

   10月 2日（火）・19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： 9月 9日・10月 14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：9月 22日・10月 27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。 

①9 月 23 日（日）9:00-11:00。旭橋、右岸横集
合。新琵琶橋などの周辺クリーン活動。旭橋左

岸空き地横に収集、解散。 

②10月 28日（日）9:00-11:00。新河岸川上流部、

旧赤間川の赤間川公園から濯紫公園まで。上・

下流から石原橋たもとで合流。地元の了解得た

場所で分別取集して解散。

 
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 川歩き 
日時：9月 30日（日）10:00-12:00 

	 南小畔の源流探索 
	 問い合わせ：賀登（Tel. 049-234-9366） 

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） 

①9 月 9 日（日）10:00-12:00 
	 シギやチドリが渡りの途中、伊佐沼で休んで

いきます。旅が無事であるよう声をかけてあげ

ましょう。 

②10 月 14 日（日）10:00-12:00 
	 沼の水が浅くなり、サギはエサの小魚を捕り、

干潟でシギやチドリがエサを探します。 

 

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 
	 2018年 10月号（No.144，10月 2日ごろ発行

予定）の掲載原稿は、9月 15日（土）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。 
●入稿に際してのお願い 
	 編集をより効率的に進められるよう、入稿の

際に次の事項にご協力いただければ幸いです。 



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 9 月号 No.143 

- 15 - 

①所定のテンプレートに入力を 
	 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

くした上で、ファイルを別途添付して提出して

ください。Wordに貼り付けずにタイトルがわか

るようにしていただければレイアウトします。 

⑤原稿の入稿期限（毎月 15 日）にご協力を 
	 原稿が揃わないと効率よく作業できません。

早期の発行にご協力ください。 

●かわごえ環境ネットソーシャルメディア 
①Twitter 

 
https://twitter.com/kawagoekankyo 

	 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。 

 

②Facebook ページ 

 
https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

	 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。 

 
●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（9 月 6 日〜11 月 3 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 

9/6 
 

9/7 
◎9:00月例会

（みなみかぜ） 
 

9/8 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

9/9 
◎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 

9/10 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

9/11 
 

9/12 
 

9/13 
 

9/14 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

9/15 
◎9:00稲刈り

（みなみかぜ） 
◎9:30稲刈り

（かわごえ里山） 
○本紙 10 月

号投稿期限 

9/16 
 

9/17 
敬老の日	

9/18 9/19 
 

9/20 
 

9/21 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

9/22 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
◎15:00 理事

会（かわごえ

里山） 
9/23 
秋分の日 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

9/24 
振替休日 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

9/25 
 

9/26 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

9/27 
 

9/28 
 

9/29 
◎10:00 くぬ

ぎ山地区平地

林保全管理活

動 
9/30 
◎10:00 小畔

川 川歩き 

10/1 
 

10/2 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

10/3 
◆9:00 広報委

員会 
 

10/4 
 

10/5 
 

10/6 
◎8:30 里山林

保全活動（こ

もれび隊） 

10/7 
★10:00 2018
アースデイ・

イン・川越 
昭和の街 

10/8 
体育の日 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

10/9 
 

10/10 
 

10/11 
 

10/12 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

10/13 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

10/14 
◎9:30 まち美

化啓発運動 
◎10:00伊佐沼でバ
ードウォッチング 

10/15 
○本紙 11 月

号投稿期限 

10/16 
 

10/17 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

10/18 
 

10/19 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

10/20 
★11:00-21:00
川越まつり会場

クリーン活動 

10/21 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 
★11:00-21:00
川越まつり会場

クリーン活動 

10/22 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

10/23 
 

10/24 
 

10/25 
 

10/26 
 

10/27 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

10/28 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

10/29 
 

10/30 
 

10/31 
 

11/1 
 

11/2 
 

11/3 
文化の日 
◎10:00里山体

験と木工教室

（こもれび隊） 
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