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環境講演会「危険が潜む家庭の殺虫

剤、消臭剤、洗剤等」（11/24） 

 
	 化学物質の利用により利便、衛生が向上しま

すが、危害や健康影響のリスクもあります。わ

かりやすい説明で勉強しましょう。（詳細 12面） 

「かわごえ環境フォーラム」に環境

活動を報告・発表しませんか？ 

 
	 3月 3日（日）「第 17回かわごえ環境フォー
ラム」において「環境活動報告会」を開催しま

す。同日発行する「環境活動報告集」への投稿

と当日の発表者を募集します。11月 19日（月）
エントリー締切です。（詳細 13面） 
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【コラム】｢SDGs」を身近な合言葉に！（5）17 は 俳句・川柳に SDGs
◎短い言葉だ、暗記しよう! 
	 SDGsの 17のゴール・目標は、総合的にはす
べてに関連しており、第一の「貧困をなくそう」

と第二の「飢餓をゼロに」の目標ですべてを包

括できると極言する人もいます。もう少しわか

りやすくまとめると 17 の目標になりました。
偶然にも、日本が世界に誇る俳句と川柳が 17文
字で、身近な雑事から大宇宙までを表現してい

ます。17の数字の奇縁にあやかって、各目標に
つけられた短いロゴを、ぜひ暗記したいもので

す。このロゴは、世界共通の色とマークでアイ

コンをつくり、短い英文で簡潔にターゲットが

示されています。そのロゴの日本語版には各方

面の知恵を集めて作られました。以下に列挙し

ます。 
①貧困をなくそう②飢餓をゼロに③すべての人

に健康と福祉を④質の高い教育をみんなに⑤ジ

ェンダー平等を実現しよう⑥安全な水とトイレ

を世界中に⑦エネルギーをみんなにそしてクリ

ーンに⑧働きがいも経済成長も⑨産業と技術革

新の基盤をつくろう⑩人や国の不平等をなくそ

う⑪住み続けられるまちづくりを⑫つくる責任

つかう責任⑬気候変動に具体的な対策を⑭海の

豊かさを守ろう⑮陸の豊かさも守ろう⑯平和と

公正をすべての人に⑰パートナーシップで目標

を達成しよう 
	 この大きな目標に対するターゲットが具体的

に 169 項目示されていますが、まずこの 17 の
大目標を人々の意識に浸透させ、無意識の行動

に反映されるような、いろんな対策が求められ

ています。川越市議会でも SDGs の市民への普
及について質問が出されましたが、具体的な対

策のすすめ方に苦慮しています。推進組織を新

たに作るのか、総合計画所管の部署が担当する

のか、環境関係のターゲットが多く占めるので

環境部の所管とするのか、まだまだ方向がはっ

きりしません。 
	 11 月 10 日にさいたま市浦和区の埼玉会館で
開かれる SDGs の講演会で「SDGs 自治体の取
り組み」と題して講演するのは、埼玉県環境部

環境政策課の前田主幹が行います。ほかに京都

大学の松下名誉教授、産業界から積水ハウスの

小谷 CSR部長の講演があります。 
	 本号でも、かわごえ環境ネット会員の賀登さ

んが「SDGsの先進地を見る」と題した報告が載
ります。商・工・農のバランスがとれた“まち”

と言われる川越市は、水と緑を活かし、SDGsの
目標をどう実現させるか、試行できる自然がい

っぱいあります。まず、市民への周知の手段と

して、市の広報の表紙下に SDGs のロゴを載せ
るのを提案します。多分「これはなんじゃ」と

の反響がきましょうが、次第に世界中で取り組

んでいる目標だとの認識が深まってくることが

期待されます。市民の意識も変わってきましょ

う。食品ロスやごみ問題の解決への一歩前進の

きっかけになるかもしれません。川越市民は S
DGsの意味をよく理解しているし、市民活動に
も「パートナーシップ」の精神を反映して活発

化し、「継続は力なり」と持続的なつながりがで

き、他の自治体のモデルになるかもしれません。 
	 川越市は、京都議定書の会議に職員が参加し、

数々の先進的な施策を打ち出し、かわごえ環境

ネットもできて環境先進市と言われました。SD
Gsで自治体の先頭に。    （武田侃蔵） 
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【コラム】川越の自然をたずねて（69） 
わずかな環境の変化をセミは教ええるのか－9 年間の結果からの仮説

1. セミ調査のはじめに 
	 こんな時期にセミの話ですか。以前にもセミ

の報告をしましたが、セミの世界にも変化がお

きているのかもしれませんので、再び筆を執り

ました。セミはその地域の環境を示す指標とし

て抜けがらを調べる方法が行われています。簡

単で、市民にも取りつきやすい、抜けがらなの

でセミに影響を与えないなどの長所があります。

しかし、3日おきに 1万 m2、800本の木がある
林のなかをくまなく探すので、首が痛くなる苦

労がついて回ります。 
	 伝統的な手入れを行っている雑木林の生きも

のの生態を知りたくて、2010年から 9年間、今
福のヤマでセミの抜けがらを集めました。 
2. ニイニイゼミとヒグラシの変化 

 
図-1 セミの経年変化 

	 9年間の結果は、図-1の通りです。 
	 この図から言えることは、ニイニイゼミが 20
15 年から増え始めて全セミ数の半分までにな
ったことです。ヒグラシが 2016 年から減り始
めていること、その他のセミは大きな変化が見

られないことです。これの意味するところは何

でしょうか。仮説としてニイニイゼミの棲みや

すく、そしてヒグラシには棲みにくい環境にな

ったと仮定します。 
	 セミの生態から考えてみると、卵から羽化す

るのはニイニイゼミとヒグラシはともに 45 日
です。雑木林の手入れは毎年同じように行われ

ていますので、手入れの影響は考え難いようで

す。 

	 次に、林の中の環境が微妙に違ってきている

ので、林のなかをブロックに分けて抜けがらを

調査しました。その結果、ブロックごとに違い

が鮮明になりました（図-2、表-1）。 

 
図-2 ブロック別の抜けがら 

表-1 ブロックの判例 

 
	 林の林床の状況によって、セミの分布が偏っ

ていました。この結果から、地面がむき出しに

なっていることでニイニイゼミが増加している

ことが予想できます。特に、D2～2は毎年キャ
ンプを行っており下草が生えにくくなっていま

すし、樹木（コナラ）が成長して下草が生えに

くい環境となっています。 
	 一方、ヒグラシは針葉樹の近くで林が少し暗

くなっているブロック（E3）で多く発生してい
ます。しかし、針葉樹が少し枯れてきて幾分明

るくなってきているのが影響しているのかもし

れません。ニイニイゼミとヒグラシの増減の原

因は、雑木林の利用でセミの発生数が替わるこ

とを示しています。アブラゼミは都市的環境に

適応しており、雑木林の中では林の全域で見ら
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れますが数が少ないセミです。2013年に多く発
生しましたが、その後は安定しています。 
	 また、ツクツクボウシはヒノキを好み、雑木

林の境界木として人の手で植えられたヒノキに

依存しており、他のセミとは別の棲息分布を示

します。少しずつ増加していますが、その理由

はわかりません。 
3. 結論と今後 
	 ニイニイゼミとヒグラシは棲み分けていると

思いますが、世界的に広く分布しているニイニ

イゼミは、わずかな環境の変化に適応して生息

数を増やしているのではないかと思います。ま

た、熱帯まで分布しているセミなので、気候変

動に適応して棲息を拡大しているのかもしれま

せん。 
	 ヒグラシは、湿った薄暗い林を好むために針

葉樹の減少の影響を受けているのかもしれませ

ん。また、気候変動は乾燥化を進めるので棲息

範囲を狭めているのかもしれません。これまで

の観察結果と個人の知見ではここまでが限界で

す。今後の研究を待ちます。 
（福原水と緑の会	 過昌司）

【報告】かわごえ環境ネットの活動

川越水上公園生き物観察会報告 自然環境部会

 
観察の様子 

9 月 29 日 観察された生き物たち 

 

	 川越市は昨年から生物多様性保全のため「市

民生きもの調査」の取り組みを始めており、こ

のイベントはその一環で、9月 29日（土）9:30
から水上公園で行われました。かわごえ環境ネ

ット自然環境部会が協力し、川越広報で応募し

た参加者をご案内しました。当日はまたもや台

風の来襲で、時折小雨のまじる天候でしたが、

できるところまで、ということでスタートしま

した。初めに室内で①川越市の大まかな生物相、

②市民生き物調査のこれまでの経過、などの話

があって野外へ踏み出しました。 
	 はじめは池の野鳥観察です。内野氏がスコー

プを用いてアオサギ、ヒドリガモなど紹介しお

子さん方が「よく見えるー」と感嘆の声。次い

で河畔林に移動。その間、バッタの仲間を追い

かけて逃げられたり、運よくつかまえたり。チ
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ョウも飛んでいますが、参加者がアミを振り回

しても空振りも多々あります。 
	 林に入るとまだまだ緑にあふれています。数

日前、下見のとき咲き誇っていたヒガンバナは

すっかり花を散らしていて、案外花期は短いも

のですね。地面は少し湿っていますが、ガリガ

リと掘ってみるとさまざまな土壌生物が現れま

す。また、参加者が朽ち木を転がしてみるとま

た、あわてて虫たちがでてきて追いかけっこが

始まります。 
	 しばらくすると雨脚が強くなったので早めに

切り上げましたが、参加者、特にお子さんのバ

イタリティーで生き物をたくさん見つけること

ができました。         （賀登環）

川越まつり会場クリーン活動

 
クリーン活動本部 

忙中閑あり 

 
今年の観光客は 96 万 6 千人 

 

 
パイオニア株式会社 

43 名がいざ出陣

 
第一生命川越支社 8 名 
集めた成果を持って！ 

 
第一生命川越支社 

分別作業 

 
パイオニア株式会社 
中央通りでの活動 

 
所沢市向陽中学校 3 年生 
飛び入り参加の 6 名 

 
お孫さんも参加！ 

小江戸大江戸トレニックワールド 

 
大正浪漫夢通り入口で辻立ち 

原嶋本会監事 

 
本川越駅の交差点付近 

川口会員 

 
東洋大学 67 人が参加 
学生と小瀬博之理事長 

 
危険な竹串とツイストポテト 

収集作業の邪魔者？ 
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	 10 月 20 日（土）・20 日（日）に開催された
「川越まつり」にあわせて第 3回「川越まつり
会場クリーン活動」をかわごえ環境ネットの事

業として実施しました。 
	 会場クリーン活動の目的は、多くの観光客に

気持ち良くお祭りを楽しんでいただくために行

うものです。 
	 参加者は川越市観光課提供の赤い法被（ハッ

ピ）を着て、お祭り会場のごみ拾いや辻立ちを

行い、ごみのない気持ちのよい会場づくりに邁

進しました。「活動に参加してよかった」とか「来

年も参加したい」との感想が寄せられました。 
	 参加者人数は 20日が 127名、21日は 75名、
両日合計で 202名、過去 高でした。感謝!! 
	 今年の参加者の特徴は、幅広い年齢層の参加

と、Facebook 等の SNS で発信された情報を検
索し、かわごえ環境ネットのクリーン活動を知

り参加した方が多かったことです。 
	 主な参加団体は、パイオニア株式会社、第一

生命川越支社、小江戸大江戸トレニックワール

ド、クリーン&ハートフル川越、いきがい大学、
東洋大学川越キャンパスの総合情報学科、東洋

大学学生ボランティアセンター、所沢市向陽中

学校 3年生等でした。※敬称略 
	 お祭りの状況ですが、今年は 19 台の山車が
参加、天候にも恵まれ、観光客は 96万 6千人で
した。因みに 2016年は 98万 5千人、2017年は
日曜日に雨が降り 73万人でした。 
	 今年の活動で得た課題や改善等です。 
①参加者から参加証明書を交付してほしいとの

要望がありました。今後のクリーン活動に際し、

参加者に参加証明書の交付する方向としました。 
②屋台で売っている人気の「ツイストポテトの

竹串」がごみ袋から飛び出し危険なので、竹串

と燃えるごみを分別して収集すべきとの指摘が

あり、即改善しました。 
③飛び入りの参加者の多く、受付業務、分別収

集の仕方、コース案内などで大忙しでした。対

応スタッフは 3名でしたが、来年はスタッフの
増員を図る必要があります。 
	 来年もお祭り会場がクリーンになるようにご

支援よろしくお願いいたします。 
（実行委員	 菊地三生）

【報告】会員・地域・流域の活動

SDGs の先進地を見る

 
「バイオビレッジ」住宅 

 
案内してくれた酪農家 

 
飼われている子牛 

	 北海道の下川町に行く予定を立てていたら、

9月 23日の朝日新聞 1面に「2030 SDGsで変え
る」の特集として、17 の目標のうち目標 15 の
「陸の豊かさを守ろう」が取り上げられ、「まち

再生へ 森林フル活用」として下川町の活動が紹
介されました。元は下川町に嫁いだ妹に会う目

的でしたが、ここはさっそく SDGs の現場を見
てやろうと、楽しみが増えました。 

	 人口が 3,350 人まで減少した下川町の選んだ
再生の道が、森林が 9割を占める森林資源の活
用でした。森林バイオマス原料による熱供給（目

標 7, 13, 15）による障がい者支援施設などでの
暖房（目標 3）や新たなシイタケ栽培など（目
標 9）を行っています。燃料のチップは植林か
ら伐採までを 60 年周期で行う循環型経営（目
標 15）で発生する間伐材の利用で CO2削減（目
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標 9）にも大きく寄与しています。活動の中心
であるバイオビレッジに行き、集住化した住宅

と郵便局、地域食堂、集会所（目標 11）や企業
の研究所と関連したハウス（目標 7, 8, 17）な
どを見ることができました。これらの活動をと

おして、SDGs の達成に向けて優れた取り組み
を行う企業や団体を表彰する制度で、下川町は

2017年に「第 1回ジャパン SDGsアワード」の
内閣総理大臣賞を受賞しています。また、「SDG
s未来都市」の選定も受けています。 
	 この活動をまとめた活動報告書「しもかわ持

続可能な開発目標（SDGs）レポート」をもらい
に下川町役場に行きました。ついでに担当者に

「下川町は酪農が盛んだから、糞尿を利用した

バイオマス発電を行えば、CO2 削減に大きく寄

与するはずでは？」と話しをしたら、すでに行

っているとか。さっそく、妹のつてで見学に行

きました。 
	 300 頭の乳牛の糞尿を微生物分解して発生す

るメタンガスを利用するバイオガスプラントを

案内してもらえました。設備投資に 3 億 4,000
万円かかっているが、売電し、無臭の肥料も得

られるため、採算は十分とれるとか。牛舎から

の糞尿の回収から発酵、発電、熱利用そして残

渣の回収まで人の手が掛からないコージェネシ

ステムは見事で、私が以前、川越市中福にある

工場で天然ガスによるコージェネレーションシ

ステムを担当していたこともあり、感動させら

れました。 
	 わずか数時間のかけ足の見学でしたが、北の

大地の人々の熱心な取り組みを知ることができ

ました。 
	 下川町は、「2030 年における下川町のありた
い姿」を策定し、持続可能な下川町の実現をめ

ざしています。川越の百分の一の人口しかない

下川町が SDGsを取り込み、「誰一人取り残され
ず、しなやかに強く、幸せに暮らせる持続可能

なまち」を掲げています。    （賀登勉）

霞ヶ関西小学校川遊び支援

 
みんなで小魚・エビ・ヤゴ取りに熱中 

 
なにが取れるのかな 

 
ずぶ濡れになって探す児童たち

 
寒くない？ 

 
寒さに耐えて何を祈ってるのかな？ 

 
鈴木会長による取れた魚の講座

	 霞ヶ関西小学校の川遊び支援は、2011（平成
23）年から始まり、今年で 8年目になりました。 
	 毎年、現地に行く前に、事前勉強会を行って

います。ことしも原嶋が、4 年生 100 名余りの

生徒を 1室に集め、車座になって床に座った形
で、10月 2日（火）9:40から 10:25までの 45分
間の講座を行いました。 
	 川とはなんだろう。なんで川の水はなくなら
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ないのだろう。世界で一番長い川、日本で一番

長い川はどこにあるのだろう。川の名前は、ど

のようにして変わるのだろう。昔の川と今の川

は、どう変わってきているのだろう。 
	 川越市には、どんな川が流れているのだろう。

埼玉県は、なんで川の国といわれているのだろ

う。川に行くときの身支度、注意すること、瀬

と淵での注意事項等を理解してもらいました。 
	 今回の川遊びは 
1）日時：10月 10日（水）10:00から 11:25まで 
2）場所：南小畔川（仮称）南小畔親水公園（埼
玉県水辺再生 100プランで工事された場所） 
3）学校責任者：足立先生他各クラス担任の先生 
4）スタッフ：荒川流域ネットワーク代表の鈴木
さん	 井口さん、渡辺さん、山崎さん、原嶋 
	 この川遊びは、当初は 5年生が毎年 6月に実
施していました。途中から 4 年生が 10 月に行
ってきています。10月は、運動会との絡みもあ
り日程調整がむずかしい時期となっています。

今年も 2回ほど日程変更を余儀なくされ、 終

的に 10月 10日（水）に実施できました。水量
は若干多く、天気もときどき日が差す、まずま

ずの日でした。しかし、ここ 3年間は前後の天
気が、雨であったり、寒い日であったりしまし

たが、今回も実施日は恵まれ、本当に幸運とし

か言いようがありません。3 回ともずぶぬれに
なって遊んでいました。 
	 もちろん、学校に着替えや運動靴は置いてあ

り、帰校後すぐに着替える体制は整っていまし

た。後日の体調不良等もなかったようでした。 

	 小魚や、エビ、ヤゴ等を取るのが楽しみの一

つですが、このような水遊びは、 
1）集団行動の楽しさ。 
2）このような遊びは初めての体験であること。 
3）解放感があり、自由行動であること。 
4）川に変化があること。 
5）水に親しむ体験が珍しいこと等。 
	 子供たちが、大はしゃぎであったことが、よ

くわかりました。 
	 先生をはじめ、我々もけがや事故がないよう

善の気配りをして、今年も体験活動が無事終

了しました。子供たちは、魚が見たいとの期待

も大きいため、釣り名人の井口さん、投網の達

人であり、NPO法人の荒川流域ネットワークの
代表であります鈴木さんに来ていただき、多く

の魚をとらえていただきました。 
	 オイカワ、モツゴ、カマツカ等 5～10cmほど
の魚や、小さなエビ類、トンボのヤゴ等、水槽

から取り出してケースに入れ、それぞれの魚類

について鈴木さんに解説していただきました。

これらの魚類がいなければさびしいものであり、

子供たちの楽しみも半減したと思います。 
	 このような遊び場所は、笠幡あたりが限界で、

日高・飯能、嵐山あたりは、遊べる川は、無数

にありますが、川越より下流では困難と思われ

ます。この地域は、いろいろな面で恵まれてい

るものと思います。今回の活動は、子供たちの

川遊びのよい体験で、記憶に残るものと思って

います。 
（原嶋昇治）

10 月の川越キャンパスの森 東洋大学小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊）

10 月 6 日（土）里山林保全活動 
	 10月 6日（土）8:30-16:00に 11名が参加して
実施した里山林保全活動は、台風 24号が 10月
1 日深夜に通過して倒木や落枝が大量に発生し
た後の林内の確認と落枝の片づけと運び出し、

枯損木の伐倒、下刈りなどが作業の中心となり

ました。 

	 この台風は、熊谷で 1996 年以来の 30m/s を
超える 大瞬間風速があり、川越キャンパスの

樹木も、コナラを中心にかなりの量の落枝が発

生しました。 
	 大学としては大きな被害を受けましたが、生

態系にとっては、枝が落ちることによってギャ

ップができ、林床に日が当たって新たな植物が
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生え、生物多様性が豊かになる可能性が出てき

ますので、こういう撹乱も必要なことと言えま

す。 
	 また、4 年前の活動当初を思わせるような大
量の落枝が集まりましたが、これらは貴重な資

源となります。11 月 3・4 日の川越キャンパス
学園祭「こもれび祭」では、これらの資源を活

用した「里山体験と木工教室」を実施しました。 
10 月 10 日（水）植生調査 
	 かわごえ環境ネットでもおなじみの稗島様、

そして高杉様を専門家としてお招きして、スタ

ッフの小瀬、藤野を含めて 4名で、10月 10日

（水）に「こもれびの道」沿いの植生調査の 3
回目を実施しました。いつも 初の 50mの調査
2 時間もかかってしまって、往復 800m 近くあ
るこもれびの道を調べきれるかが心配なのです

が、予定より 1 時間ほど遅れて 16 時ごろに終
わるというスケジュールとなりました。昼休み

を挟んで 6 時間ほどの調査で同定した植物は 2
30種となりました。 
	 5月 1日は 224種、7月 25日は 229種でほぼ
同じ数となり、3 回の調査で同定した種は、一
部不明なものも含めて 309種でした。 

（小瀬博之）

 
10 月 6 日の参加者集合写真 

 
9 月に続き台風通過後の落枝の片付け 

 
イヌアワを初めて発見 

 

「2018 アースデイ・イン・川越・昭和の街」が親子連れでにぎわいました（10 月 7 日）

	 「アースデイ・イン・川越」は、20年前に水
上公園駐車場を会場に、環境関係や国際交流の

団体などが集まり、4月に代々木公園で開く「ア
ースディ東京」のローカル版として開かれまし

た。この時の運営に当たった人らが中心になっ

て、翌年の 2000 年 8 月にかわごえ環境ネット
がスタートしました。さらに翌年に北公民館の

環境講座の受講者らで「北公民館かんきょう祭

り」が開かれ、この 11月 10日に 18回目が開か
れます。この流れから、「アースデイ・イン・川

越」の継続開催が進められてきました。今年は、

1 回目からの開催写真、県内で唯一アースデイ
を開催している杉戸町の開催写真等も各団体の

活動展示と合わせて掲示しました。 
	 今年の「2018アースデイ・イン・川越・昭和
の街」のチラシやプログラムには、SDGsの PR
の図柄を掲載しました。川越市議会でも SDGs
への取り組みについて質問が出され、新聞でも

SDGs 関連の記事が多くなってきました。政府
も、自治体での SDGs に対する多方面からの取
り組みを促しております。どの切り口から施策

に反映させるか、各自治体の知恵と熱意が試さ

れております。プログラムに載った市長の挨拶

でも、熱意の一端が述べられていました。 
	 また、関心が高まっている「子ども食堂」や

フードドライブについてのコーナーを、今年は

中庭の中央に椅子と机をセットして行いました。

健やかな子供らの成長のために、「一人でも取り

残さない」ために、ワーカーズコープの職員と

ともに、協力のボランティアや食堂の人らとも

ども、思いを熱くしました。 
	 講堂内では、SDGs の解説コーナーも設けら
れ、芝浦工大の留学生らも熱心に質問を重ねま

した。川越環境保全連絡協議会も予定したクイ

ズ参加は早々と終わりました。中庭入り口の太

陽光発電によるシャボン玉と模型電車遊びは、



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 11 月号 No.145 

- 10 - 

子供らで大にぎわいでした。フェアトレードの

kerriaや生活クラブ生協、YMCA、ワイズメンズ
クラブ、あいアイ美術館の画の展示、2 回の赤
間川の見学と、盛りだくさんのプログラムでし

た。 
	 熊野神社では、川越市内のボーイスカウトの 

主な 4団体が参加、キャンプ設営の体験や野外
活動のスキルについて、制服姿のオールドボー

イが小中学生らの隊員とともに動き回り、微笑

ましい世代交流の姿が見られました。また、健

康足もみの会も参加しました。 （武田侃蔵）

 
青空こども食堂でにぎやかに 

 
フードドライブののぼりで PR 

 
熊野神社ではボースカウト活動 

 
展示の説明を聞く留学生たち 

 
フェアトレードのコーナー 

 
赤間川の見学で川を横断 

「収穫祭」と「生きものトーク and ライブ」 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 
収穫祭 

 
小さな田んぼの生きものに興味津々 

 
田んぼの生きものを接写で観察 

	 10 月 13 日（土）午前「収穫祭」と午後「田
んぼソムリエ林鷹央氏による生きものトーク a
ndライブ」を行いました。 
	 収穫祭では、新米ごはんを中心に、田んぼで

穫れたマコモの天ぷらや枝豆、会員の畑で穫れ

た野菜の炒めもの、大根葉の炒めもの、手前味

噌による豚汁をみんなで料理して楽しくいただ

きました。味噌も手作りで自給率ほぼ 100%の
環境にやさしい食材での収穫祭でした。 
	 午後は、おなじみ田んぼソムリエの林鷹央氏

による「生きものトーク andライブ」。ウクレレ
による生物多様性ソングのライブを挟みながら

田んぼの役割を学びました。その中でも田んぼ

の小さな生きものの生態を軽妙な語りで子供た

ちも興味津々。いつも気が付かない田んぼの小

さな生きものに目を向けると田んぼの楽しみ方

も違ってきます。田んぼの生物多様性を実感し

た「生きものトーク andライブ」でした。 
（増田純一）
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【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 10月 17日（水）9:00-10:00に第 5回事業運営
委員会を、同 10:00-12:05に第 7回理事会を、川
越市役所前の福田ビル 3会議室において開催し
ました。議題が重複するため、一括して主要な

議事内容を報告します。 
	 3 月 3 日（土）にウェスタ川越において開催
するかわごえ環境フォーラムについて、環境活

動報告集の応募者と協賛の応募状況を確認しま

した。まだ報告集の応募がありませんので、11
月 19日（月）までにご応募ください。原稿は 1
2月 17日までの投稿ですので、まずはエントリ
ーとしての応募となります。 
	 午後の部の話し合いの場「かわごえカフェ」

のテーマとして、「SDGs」「川越の宝を生かす」
「食生活」「食料生産」などが事業運営委員会に

おいて上がっています。 
	 2020 年度に設立 20 周年を迎える本会の記念
事業を検討しました。冊子の発行、特別講演会

の実施などの提案があり、資金も含めて今後継

続して検討することにしました。 
	 【重要】電子メールを使用したサービスを 11

月より順次開始することにしました。メーリン

グリストを利用して、希望する会員に本紙の電

子版を郵送するなどして、郵送費の増加に対応

しながらサービスの向上と会員の拡大を図りま

す。 
	 社会環境部会より定例部会の参加者を増やし

たいという要望がありましたが、固定した活動

拠点の確保や参加型のイベントを増やすなどし

て、活動の周知を図るなどの意見がありました。 
	 川越まつり会場クリーン活動の準備状況の報

告（詳細は報告記事参照）、2018 アースデイ・
イン・川越・昭和の街において川越市環境行動

計画の「環境に配慮した行動チェックシート」

を実施し、42名が回答したとの報告がありまし
た。 
	 10月 17日現在の会員は、個人会員が 1名入
会し、個人 135、民間団体 27、事業者 23、行政
1の計 186会員となりました。 
	 事業運営委員会主催で 1 月 16 日の理事会後
に新年会（昼食）を実施することを検討します。 

（小瀬博之）

社会環境部会

	 10月例会は 10月 12日（金）に、福田ビル 3
階の会議室で午後 1時から 7名の出席のもと、
代表司会で開かれました。理事会などの報告が

代表からあり、その他の活動報告が以下のよう

にありました。 
活動報告 
①昨年（2017年）に改定された「川越市環境行
動計画」のアンケートが、7 月のエコプロダク
ツ会場で 53件、10月 7日のアースデイ・イン・
川越で 42 件行われ、それらの中間集計が報告
されました。いずれの会場も、親子連れが多く、

回答にばらつきがあり、今後、各種イベントで

幅広い年齢層にアンケートをして、環境行動の

啓発に当たることにしました。 

②10月 7日の「2018アースデイ・イン・川越・
昭和の街」の報告がありました。20年前に川越
水上公園駐車場で始まった「アースデイ・イン・

川越」も会場を変えながら、蓮馨寺を中心に 20
回目を迎え、昨年も参加した各活動団体の展示

やワークショップでにぎわいました。今年のチ

ラシには SDGs の PR を入れ、講堂内で解説コ
ーナーも設けました。青空こども食堂やフード

ドライブコーナー、赤間川調査など、多くの子

どもらの参加でにぎわいました。 
③10 月 10 日には、台風などのために延期され
た 9月予定の小畔川の「小学生の川遊び」行事
が無事に行われました。 
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今後の計画等について 
①11 月 13 日の「市内環境等の視察」のコース
などを確認、昼食は伊佐沼近くの農産物直売所

や伊佐沼庵でとるコースにしました。9:00に市
役所裏の駐車場に集合、新しくできたハザード

マップを参考に、菅間の給食センター、菅間緑

地、「川の国埼玉はつらつプロジェクト」の農業

用水路整備状況、並木の大クス、寛保洪水記念

碑のある久下戸の氷川神社、寺尾調節池、新河

岸川河岸場跡などを回り、16:30 市役所裏で解
散。定員 24 名を予定し、11 月の広報で追加募
集を決めました。 
②11 月 10 日（土）午後、さいたま市で開かれ

る SDGs に関する講演会の案内が配られました。 
③11 月 24 日の「環境講演会・危険が潜む家庭
の殺虫剤、消臭剤、洗剤等」の参加者募集につ

いて協議しました。公民館にはちらしを配りま

したが、その他施設に配布とともに、川越女性

団体協議会等にも協力をお願いすることにしま

した。 
④代表から、社会環境部会としての政策提言、

大きい団体会員からの部会参加、団体会員の拡

大の方策等、部会活性化への方向について今後

検討することが提案されました。 
	 次回の例会は 11月 9日（金）13:00より福田
ビル 3階で。 （社会環境部会代表	 武田侃蔵）

自然環境部会

	 10 月例会は 12 日（金）福田ビル 3 階にて 6
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	

9月 24日（月）17名参加	 第 2ふれあいの森保
全活動 
	 10月 8日（月）20名参加	 小学生の自然学習
の一助として「ネイチャーゲーム」にトライし

てみた。 
	 大人も夢中になって楽しめた。 
②池辺公園	 定例活動	 10月 2日（火）	 6名

参加	 台風による落枝が散乱、片づける。  
③チョウの調査	 10月 3日（水）	 安比奈運動
公園	 8名参加 
④「生き物調査会」9月 29日（土）	 水上公園
	 市主催行事協力	 別ページ参照 
2. 協議事項 
①市民生き物調査への改善など協議	 調査員に

とっての取り組みやすい方法や、報告の要望な

ど。 
②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・後援行事

【トピック①】身近に危険が潜む化学製品！殺虫剤などで紹介する環境講演会 11月24日（土）

	 社会環境部会主催の今年の環境講演会は、身

近にある化学製品の脅威について啓発すること

にし、11 月 24 日（土）13:30 から 16:00 まで、
ウェスタ川越内の南公民館講座室 1号室で開き
ます。 
	 講師は、埼玉県環境検査研究協会代表理事の

星野弘志さん（埼玉環境カウンセラー協会副会

長）にお願いしました。身近にある殺虫剤、消

臭剤、洗剤などにどんな注意が必要なのか、安

全な使い方など、幅広い視点からの話題提供が

待たれます。特に若いお母さんや、お孫さんの

育児を手伝うご年配の方々など、多くの方の参

加をお待ちしています。 
	 参加費無料です。申込は 11月 1日（木）9:00
より、かわごえ環境ネット事務局（川越市環境

政策課、Tel.049-224-5866）まで。定員は 50 名
です。 
 



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 11 月号 No.145 

- 13 - 

【トピック②】「第17回かわごえ環境フォーラム」環境活動報告募集（11/19投稿・発表申込期限）

	 本年度のかわごえ環境フォーラムは、2018年
3月 3日（日）9:30-16:30にウェスタ川越（市民
活動・生涯学習施設 会議室 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。 
	 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 10 月号に
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（https://forum.kawag
oekankyo.net）をご覧ください。 

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

【トピック③】「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②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。 
	 会員外の事業者等からも協賛を募集していま

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.049-2
24-5866、E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.sa
itama.jp）までお問い合わせください。

【トピック④・後援】第 18 回北公民館かんきょう祭り 

日時：11月 10日（土）10:00-14:40 
場所：川越市北公民館（川越市氷川町 107） 
	 市内の公民館で「かんきょう祭り」の名のつ

いた唯一のイベント「北公民館かんきょう祭り」

が開催されます。公民館利用団体でつくるかん

きょう祭り実行委員会と北公民館の共催で、テ

ーマは「変えよう！ 私たちの生活（くらし）－
来て 見て 感じて－」に決まりました。リユー
ス品の展示コーナー、おもちゃ病院、健康チェ

ックコーナー、有機野菜販売、光熱費の節約チ

ェックコーナーなどが用意され、さらに市の資

源循環推進課、環境政策課、かわごえ環境ネッ

ト、地球村川越などの展示も加わりました。 
	 さらに、11時からは太極拳、フラダンス、新
舞踊、コーラスなどが次々に披露されて盛り上

がります。来館者が毎年楽しみにしている「桜

草の苗」のプレゼントは、9:50から整理券を配
布、先着 100名に渡されます。 

 
川越市：第 18 回北公民館かんきょう祭り 2018 

【トピック⑤】歳末まち美化活動参加者募集（12 月 23 日） 

	 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち
美化活動。16年目の今年も例年と同様に天皇誕
生日である 12 月 23 日（日）9:30-12:00 に実施
します。 

	 9時 30分に本川越駅交番前に集合し、市内中
心部から南北に 10 位のコースに分れ、ポイ捨
てごみ拾いをして回り、11 時 30 分に北行組は
中央公民館前でごみ分別、南行組はウェスタ川
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越でごみ分別、あと有志差し入れの川越名物「太

麺焼きそば」を食べながら歓談して解散します。 
	 申込みは12月20日までにお願いいたします。 
・申込先：渡辺利衛 Fax.049-242-4322 

     菊地三生 Tel.080-5546-2362, 
     E-mail: kikums@beige.ocn.ne.jp 
	 本会会員の有無を問わず、多くの方のご参加

をお待ちしております。

社会環境部会主催事業 
●視察研修会「川越の環境再発見～わがまちの

今昔を巡る～」（かわごえ環境ネット会員限定） 
日時：11月 13日（火）9:00集合 
集合場所：川越市役所（川越市元町 1-3-1） 
定員：24人、参加費：無料 
申込：10 月 15 日（月）よりかわごえ環境ネッ
ト事務局へ連絡 
	 例年行っている社会環境部会の研修視察は、

今まで市外の施設見学を行っていましたが、今

回は、新しくできた川越市のハザードマップや

災害対策、環境関係の新情報をもとに「わがま

ちの今昔を探る」との視点で、市内の視察を行

うことにしました。川越市は広さが 100km2 を

超える広さですので、1 日ではとても回れず、
第 1 回の 11 月に東の方、第 2 回の来年 3 月に
西の方と 2回に分けて視察することにしました。 
	 今回のルートは、バスで 9:00川越市役所出発、
昨年から始まった PFI方式の菅間給食センター、
近くの菅間緑地、川の国埼玉はつらつプロジェ

クトの芳野地区の古川排水路などの改修工事な

どを視察して、伊佐沼そばの農業ふれあいセン

ターで休憩。近くの JA運営の農産物直売所、う
どんの伊佐沼庵での昼食。次いで、並木の大ク

ス、寛保の大洪水記念塚、寺尾調節池、新河岸

川河岸跡などを回ります。

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：11月 12・26日, 12月 10日（月） 
9:30-12:30（12月 24日は実施せず） 
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：11月 6日, 12月 4日（火）9:00-12:00 
場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

会合 
◆広報委員会（2018 年 11 月度） 
日時：11月 7日（水）9:00-10:00 
場所：川越市役所本庁舎 5階フリースペース（川
越市元町 1-3-1） 
＊次回は 11月 28日（水）9:00-10:00同所 
●社会環境部会（2018 年 11 月度） 
日時：11月 9日（金）13:00-15:00  
場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 
＊次回は 12月 14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 11 月度） 
日時：11月 9日（金）15:00-17:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 12月 14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 7 回） 
日時：11月 21日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 12月 19日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2018 年度第 8 回） 
日時：11月 21日（水）10:00-12:00 
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場所：福田ビル 3階会議室 ＊次回は 12月 19日（水）10:00-12:00同所 
 

【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
川越市 環境部 資源循環推進課 

問い合わせ（Tel.049-239-6267, 減量リサイクル推進担当 中山）
◎フードドライブの試行実施 
日時：11月 18日（日）10:00-15:00 
会場：川越市環境プラザ「つばさ館」3階研修室
前フロアー（川越市鯨井 782-3） 
＊当日は「つばさ館まつり 2018」を開催 
	 フードドライブとは、「特売で買い過ぎてしま

い、食べきれない食品」「お中元等のいただきも

ので手を付けていない食品」など、家庭で処分

できずに余っている食品を回収し、フードバン

ク等を通じて、食べ物を必要としている生活困

窮世帯等へ寄付する活動のことで、食品ロス削

減につながる取組です。 
回収可能な食品の条件や具体例 
【基本事項】 
①賞味期限が明記されており、かつ賞味期限が

3か月以上あるもの②常温で保存可能なもの（肉
や野菜などの生鮮食品、冷蔵及び冷凍食品は受

け付けない）③未開封であるもの④包装や外装

が破損していなく、中身が出ていないもの⑤包

装や外装を他のものに移し替えていないもの 
【具体的な品目】 
◆お米（白米、玄米、アルファ米）※精米日から

2年以上経過したお米は受け付けない◆乾麺（パ
スタ、そうめん、うどんなど）◆保存食品（缶

詰、瓶詰）◆インスタント及びレトルト食品（カ

ップ麺、カレーなど）◆フリーズドライ食品（味

噌汁、雑炊など）◆乾物（のり、ふりかけ、お茶

漬けなど）◆調味料（醤油、食用油、味噌、砂糖

など）◆菓子類◆飲料（ジュース、コーヒー、お

茶など）※アルコール類は受け付けない◆ギフ

トパック（お歳暮、お中元等の贈答品など） 
※各種条件を満たさない場合や食品の状態によ

っては、受け付けない場合があります。 

 
川越市：フードドライブを11月18日に試行的に実施します

 
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） 
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） 
①11 月 10 日（土）10:20-15:00 ごろ 
	 森林公園で木の実や紅葉を楽しみながら野鳥

を探しましょう。 
②12 月 23 日（日）10:20-15:00 ごろ 
	 年内 後のかんさつ会、冬越しに訪れた野鳥

を楽しみます。 

◎水生動物観察会（ヤゴの避難作業）（公園主催・

考える会協力） 
日時：12月 2日（日）10:00-14:30（午後は自由
参加） 
内容：雅の池でヤゴの避難作業を行います。 
詳細：公園管理センター（Tel.0493-57-2111）ま
たは当会まで 

 
http://blog.canpan.info/forest-musashi/
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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：11月 10日（土）9:30-12:20ごろ 芋煮（お
椀持参） 
   12月 8日（土）9:30-12:30ごろ 
   1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 
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 
2 9 同上 豚汁、焼き芋 
3 9 同上 あそぼうパン 

 
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。 
◎クラウドファンディングセミナー「クラウド

ファンディングで拡がる地域の未来」 
日時：11月 11日（日）14:00-16:00 
（かわごえ産業フェスタ 2日目） 
場所：ウェスタ川越 南公民館（川越市新宿町 1
-17-17） 
	 川越市主催。第二部トークセッションは 15:0
16:00。増田代表理事がパネリストとして参加。
併せて、新米の CO 江戸かわごえ耕福米を試食

で提供予定。 
申込：インターネットで「【参加無料】クラウド

ファンディングセミナー」で検索してください。 

 
川越市：クラウドファンディングセミナー 

◎理事会（拡大事務局会議） 
日時：11月 24日（土）16:00-18:00 
場所：ウェスタ川越 南公民館 

      
Web サイト  Facebook ページ   Twitter 

 
 

東洋大学小瀬研究室（川越キャンパスこもれびの森・里山支援隊, 地域活性化研究所） 
問い合わせ：小瀬博之（E-mail: hkose@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/ 
地域活性化研究所 http://www.toyo.ac.jp/site/irvs/ 

◎里山林保全活動（初回参加可） 
日時：①12 月 8 日（土）②1 月 5 日（土）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、落枝拾い・ごみ拾い、伐採枝のチッ

プ化など 
定員：15名 
費用：無料 
持ち物：森林内の作業に適した身支度（詳しく

はWebで） 
申込：準備の都合上、開催日前週の週末までに
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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（ 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 
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 
3 2 里山林保全活動 

◎日光御成道「鳩ヶ谷宿」「川口宿」まちあるき

ワークショップ 
①鳩ヶ谷宿 
日時：11月 25日（日）13:00-17:00 
集合：13:00 鳩ヶ谷駅 1 番出口マクドナルド前
駅前広場（川口市坂下町 1-14-19） 
②川口宿 
日時：12月 1日（土）13:00-17:00 
集合：13:00甘味処「愉しみ処」（川口市本町 4-
9-11 1 階、3 階は暮らし菓子工房「スマイルて
えぶる」） 
主催：東洋大学地域活性化研究所 
申込・問い合わせ：小瀬（hkose@toyo.jp） 

    
鳩ヶ谷宿      川口宿  

詳細は東洋大学地域活性化研究所ホームページ 

 
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：11月 6日（火）・16日（金） 
   12月 4日（火）・21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：11月 11日・12月 9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：11月 24日・12月 22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。 
①11月 25日（日）9:00-11:00。新河岸川中流部、
杉下橋から琵琶橋まで。土手なども、安全を考

慮しつつクリーン活動を予定。あと分別してオ

アシス裏にまとめて解散。 
②12月 24日（月・休）9:00-11:00。12月 23日
が市内クリーン活動参加で 24 日に順延。旭橋
右岸集合。上下流域クリーン活動。旭橋左岸の

空き地で分別収集。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） 
◎小畔川魚類調査 
日時：11月 25日（日）10:00-12:00 

	 八幡橋下流



月刊 かわごえ環境ネット 2018 年 11 月号 No.145 

- 18 - 

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） 

①11 月 11 日（日）10:00-12:00 
	 沼にコガモ、オナガガモ、ハシビロガモが、

公園にジョウビタキ、ツグミがやってきました。

みんなで探してみましょう。 
②12 月 9 日（日）10:00-12:00 
	 カモのオスがお化粧してお相手を探していま

す。きれいな羽色を楽しみましょう。 
 

その他 
◎かすみ草＆早大納富研コラボ企画“生きがい

ウォームシェア”の実施（12 月～1 月末） 
期間：12月 1日（土）〜1月 31日（木） 
曜日・時間：毎週火・水・木曜日 10:00-16:00 
場所：コミュニティサロンかすみ草（川越市霞

ヶ関東 2-12-17, Tel.049-231-0372 
利用料：中学生以上 100円、小学生 50円、未就
学児無料（ドリンク 1杯サービス） 
	 この冬（12月～1月）、『コミュニティサロン
 かすみ草』にて、「生きがいウォームシェア」
を行います。 
	 「生きがいウォームシェア」とは、人が『か

すみ草』に集まって暖かさを共有（シェア）す

ることで、地域での省エネに貢献する（ウォー

ムシェア）と、集まった方々でおしゃべりや、

折り紙、編み物などを楽しみながら、生きがい

も向上させよう！という企画です。 
	 イベント会場である『かすみ草』は、「地域の

人が作り、地域の人が気軽に集える拠点」とし

て本年 4月にオープンしました。オープンのき
っかけは、医療法人健友会の歯科医院だった場

所を「地域の拠点として活用したい」という声

でした。現在も、自治会長さんや民生委員さん、

地域のボランティアさんの協力の下、毎週火・

水・木曜日にオープンしています。 
	 この企画は、早稲田大学大学院環境・エネル

ギー研究科納富研究室との共同開催です。納富

研究室のメンバーが『かすみ草』でアンケート・

ヒアリング調査などをさせて頂き、『かすみ草』

がどのくらい地域での省エネに貢献したか、皆

様が『かすみ草』でどのように過ごされ気分が

変化したのかを明らかにします。また、期間中

にこのアンケートにお答えいただいた方に簡単

なお礼を用意しております。みなさまのお越し

を心よりお待ちしております。 
【予定しているアンケート内容】 
・利用時間、利用回数、活動内容など 
・“ウォームシェア”の認知度について 
・利用前後での気分変化など 
【アンケート問い合わせ先】 
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（やないようこ） 
E-mail: yanai-yoko@suou.waseda.jp 
Tel.0495-24-5938 
 
◎県内で開催される 11 月の環境講演会 2 題 
①SDGs 持続可能な開発目標の達成に向けて

（埼玉環境カウンセラー協会第 35 回環境保全

講習会） 
日時：11月 10日（土）13:30-16:30 
場所：埼玉会館 4A 会議室（さいたま市浦和区
高砂 3-1-4） 
経費：無料 
主催：埼玉環境カウンセラー協会 
	 初は「SDGsとは」と題し、SDGsの実施に
向けたパートナーシップのあり方検討委員の京

都大学名誉教授松下和夫氏が、ついで「SDGs企
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業の取り組み」題して積水ハウス株式会社 CSR
部長の小谷美樹氏が、 後に「SDGs自治体の取
り組み」と題して埼玉県環境部環境政策課主幹

の前田雄一氏らが講演します。申込は Fax.050-
3737-8405、E-mail: sal-eca@soleil.ocn.ne.jpまで。 

 
詳細は、埼玉環境カウンセラー協会 Web サイトへ 

②セミナー「地域の宝を知り、活かし、伝え残

していくために～考えよう和光のトラスト～」 
日時：11月 17日（土）13:40-16:30 
場所：和光市中央公民館（和光市中央 1-7-27） 
講師：荻野豊氏（公益財団法人トトロのふるさ

と基金専務理事）  
経費：無料 
主催：NPO法人和光・緑と湧水の会と和光市環
境づくり市民会議の共催 
問い合わせ：和光市環境課（Tel.048-424-9118）
	 川越も、武蔵野の森をどう活かすか、映画に

続いて関心が求められます。 

 
NPO 法人和光・緑と湧水の会 Web サイト 

 
◎ドキュメンタリー映画「武蔵野」 
	 「日本農業遺産」の農村の輝きを、映像美と

共に伝えるドキュメンタリー映画。本年 4月に
川越スカラ座などで上映し好評を博した本作品

を、地元川越で、期間限定で再上映します。 
上映場所 
・川越スカラ座（火曜休館） 
 11月 24日（土）-12月 7日（金） 
 各日 10:30-12:21の 1回上映 
・川越南文化会館（ジョイフル） 
 1月 27日（日）①10:00-, ②13:30- 
・川越西文化会館（メルト） 
 2月 3日（日）①10:00-, ②13:30- 

料金 
・当日券（一般）川越スカラ座 1,600 円、ジョ
イフル／メルト 1,500円。（大学生）1,000円、
（中・高校生）500円、（小学生）300円 
・前売券（特別共通鑑賞券・一般）：1,200円（シ
ニア 1,000円） 
	 前売券は川越スカラ座などで販売中です。そ

の他の販売場所などの詳細は、ちらしをご覧い

ただくか、製作委員会事務局までお問い合わせ

ください。 

      
映画「武蔵野」製作委員会  かわごえ環境ネット記事 

 
◎イーブンライフ in 川越 講演会：北野大氏「北野

家の訓え（おしえ）〜男女共同参画の視点から」 
日時：12月 1日（土）13:50-15:50 
場所：ウェスタ川越 2階市民活動・生涯学習施
設 活動室 1・2（川越市新宿町 1-17-17） 
定員：先着 150名、入場無料（要予約） 
申込：11月 8日（木）9:00から川越市男女共同
参画課へ Tel.049-224-5723, Fax.049-224-6705 

 
行事詳細（川越市ホームページ） 

 
◎第 9 回低炭素まちづくりフォーラム in 埼玉 
日時：12月 1日（土）10:00-16:30 
場所：芝浦工業大学大宮キャンパス齋藤記念館2号館 
経費：無料 
主催：第 9回低炭素まちづくりフォーラム in埼
玉実行委員会 
	 「つながろう	 広がろう	 世代を超えて	 エ

コの環」を合言葉に開催れます。基調講演は「S
DGs達成へ向けた芝浦工業大学の挑戦」と題し
た村上芝浦工業大学長の話で始まります。合わ

せて、論点提起者として、かわごえ環境ネット

会員でもある中口教授が加わります。産業界か
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ら大学まで、SDGs の目標に向けて取り組む姿
勢は、多くの示唆を与えてくれましょう。 
	 午後は、以下の 6つの分科会に分かれます。 
①明日から未来までつなげる家庭の省エネ術②

知ろう、語ろう、世代を超えて③川の保全と生

態系④脱炭素社会の実現に向けて⑤持続可能な

街をデザインするには⑥マイクロプラスチック

ごみ問題とあり、17:15 から交流会が予定され

ています。申し込みは Fax.048-749-1218, E-mai
l: gobo@kannet-sol.org 
問い合わせは、認定特定非営利活動法人環境ネ

ットワーク埼玉℡048-749-1217まで。 

 
環境ネットワーク埼玉の当該行事記事 

 

広報委員会からのおしらせ
●かわごえ環境ネット会員メールサービス開始 
	 かわごえ環境ネットでは、会員に対してこれ

まで郵送で資料をお送りしていましたが、11月
号より、本紙並びに同封資料のメールでの送付

（またはリンク）を開始します。会員限定のサ

ービスです。 
	 メールサービスを希望する方は、かわごえ環

境ネット事務局（kankyoseisaku@city.kawagoe.sa
itama.jp）にメールで件名を「かわごえ環境ネッ
ト会員メールサービス希望」として、会員氏名

（団体名称）と送付を希望するメールアドレス

（添付ファイルの 大容量は 5MB以上を推奨）
をおしらせください。同時に会員になられる方

は、入会申込を同時にお願いいたします。 
	 なお、年度内は改良を加えながら試行的に実

施しますので、郵送に加えてメールサービスの

追加のみを募集しますが、本格運用を開始しま

したら、情報提供を郵送のみ、郵送＋メール、

メール送付のみから選べるようになります。 

 
かわごえ環境ネット：入会案内 

 
メールサービス受付（この QR コードを読み取ると宛

先、件名、本文に記入項目が入ります。） 

●本紙への原稿投稿を受けつけています 
	 2018年 12月号（No.146，12月 4日ごろ発行

予定）の掲載原稿は、11 月 15 日（木）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.ne
t）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。 
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。 
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●Web サイトが HTTPS（Hypertext Transfer 
Protocol Secure）になりました 
	 かわごえ環境ネットの Webサイトが 2018年
10月 31日より HTTPS（Hypertext Transfer Prot
ocol Secure）となりました。通信が暗号化され
セキュリティが向上していますが、古いブラウ

ザなどではご覧いただけなくなる場合がありま

す。何卒ご了承ください。 
	 ブラウザでは「kawagoekankyo.net」と入力い
ただければ自動的に「https://kawagoekankyo.net/
news」に接続されます。HTTPS による接続は、
URLの左側に鍵マークが付きます。 

 

 
https://kawagoekankyo.net 

●かわごえ環境ネットソーシャルメディア 
①Twitter 

 
	 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 

②Facebook ページ 

 
	 本会は、Facebookでも積極的に情報発信して
います。アカウント登録を行って「いいね！」

していただければ、登録されている主要なイベ

ントが通知されたりして便利です。ぜひご活用

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（11 月 7 日〜12 月 15 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 

11/7 
◆9:00 広報委

員会 

11/8 
 

11/9 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

11/10 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
★10:00北公民館

かんきょう祭り 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 
◎13:30 講習

会「SDGs」 
11/11 
◎9:30 まち美

化啓発運動 
◎10:00伊佐沼でバ
ードウォッチング 
◎14:00クラウ

ドファンディ

ングセミナー 

11/12 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

11/13 
●9:00視察研修

会（会員限定） 

11/14 
 

11/15 
○本紙 12 月

号投稿期限 

11/16 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

11/17 
◎13:40 セミ

ナー「和光の

トラスト」 

11/18 
◎10:00フード

ドライブ試行実

施（つばさ館ま

つり2018） 

11/19 
○かわごえ環

境フォーラム

投稿・発表申

込期限 

11/20 
 

11/21 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

11/22 
 

11/23 
勤労感謝の日 

11/24 
◎10:30 映画

「武蔵野」

（スカラ座）

（-12/7） 
★13:30 環境

講演会 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
11/25 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
◎10:00 小畔

川魚類調査 
◎13:00「鳩

ヶ谷宿」ワー

クショップ 

11/26 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

11/27 
 

11/28 
◆9:00 広報委

員会 

11/29 
 

11/30 
 

12/1 
◎10:00-16:00か
すみ草ウォーム

シェア（-1/31） 
◎10:00 低炭

素まちづくり

フォーラム 
◎13:00「川

口宿」ワーク

ショップ 
◎13:50 北野

大講演会 
12/2 
◎10:00水生動

物観察会（ヤゴ

の避難作業） 

12/3 
 

12/4 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

12/5 
 

12/6 
 

12/7 
◎10:30 映画

「武蔵野」

（スカラ座）

（11/24-） 

12/8 
◎8:30 里山林

保全活動（こ

もれび隊） 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
12/9 
◎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 

12/10 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

12/11 
 

12/12 
 

12/13 
 

12/14 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

12/15 
○本紙 1 月号

投稿期限 
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