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新年のごあいさつ 

 
	 「平成」最後の新年が開けました。本年もみ

なさまにとって、またかわごえの環境にとって

よい 1年であることをお祈り申し上げます。 
	 旧年中に『｢SDGs」を身近な合言葉に！』を
本紙で 6回連載しましたが、その間にあらゆる
ところで「SDGs：持続可能な開発目標」を目に
するようになりました。「持続可能な開発」と

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」で、「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、「誰一人取り
残さない」社会を実現させることです。一人ひ

とり、また組織ができることを改めて考え、実

行していきましょう。 
かわごえ環境ネット理事長 

小瀬博之 

第 17 回かわごえ環境フォーラム 

 
	 3 月 3 日（日）9:30-16:30 にウェスタ川越に
おいて開催される第 17 回かわごえ環境フォー
ラム「川越（と周辺地域）の宝を掘りおこそう」

について詳しくおしらせします。「川越の宝」

SNS投稿募集もあります。 （詳細 8, 9面） 

宝川越の川越の
と周辺地域と周辺地域

を掘りおこそうを掘りおこそう

第17回　かわごえ環境フォーラム

2019.3.3日 9:30-16:30

Instagram,Twitterで「川越の宝」写真募集
#川越の宝  #kawagoetreasure
主催：かわごえ環境ネット　後援： 川越市
協賛：パイオニア株式会社　武州ガス株式会社　株式会社環境総合研究所

4 人テーブルのリラックスした雰囲気で、席を変えながら 3ラウンド
続ける「ワールドカフェ」形式の話し合い。川越と周辺地域で見つけた
さまざまな「宝」を紹介し合いながら、今後のまちづくりを考えます。
（講演会・かわごえカフェ 2019 は予約制で、当日資料代等 500 円をいただきます。）

個人・団体・学校・かわごえ環境ネットの年間の環境活動の成果を報告します。
「かわごえ環境活動報告集 2019」を配布します。（参加無料・申込不要・入退場自由）

参加申込・問合せ：かわごえ環境ネット事務局（川越市環境政策課環境推進担当）
Tel.049-224-5866, Fax.049-225-9800, E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp
かわごえ環境フォーラムホームページ　http://forum.kawagoekankyo.net

20181225

ウェスタ川越　市民活動・生涯学習施設（2階）会議室1・2
（川越市新宿町1-17-17、JR川越線・東武東上線川越駅西口から徒歩5分）

かわごえ環境ネット

14:30-16:30 かわごえカフェ 2019

13:00-14:30 講演会「地域の宝を掘りおこす」
千葉県いすみ市の取組

9:30-12:00 環境活動報告会

講師：鮫田晋氏　1976 年生まれ。埼玉県出身。学生時代に始
めたサーフィンが縁で、2005 年に東京の民間企業から、岬町
役場（現いすみ市役所）の職員採用試験を経て転職。以来、い
すみ市内に居住。2013 年より、環境と経済の両立を目指した
まちづくり「自然と共生する里づくり」に従事。
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【コラム】社会環境部会から提言（1）「緊急課題だよ！ごみ問題」現状報告から
	 毎月 2回、市民に配られる広報川越に「ごみ
処理とぴっくす」と題したコラムが載っていま

す。昨年度で 8回、今年度も 5月 6月の連続掲
載などで 7回掲載されています。内容は、水切
り、集積所の管理、消化器の捨て方、包装につ

いて、ペットボトルのキャップ外しなど、多岐

にわたり、ごみ問題の複雑さがみられます。 
①ごみ出しのルール違反 
	 ごみ出しのルールについての啓発が目につき

ます。街なかでの「ルール違反です」の赤いラ

ベルが貼られて取り残されるごみが見られます。

この赤いラベルは年 20 万枚用意されています
が、足りないのが現状です。本来は、ごみを出

した人が気づいて持ち帰るのを想定した方法で

すが、現実はそのまま放置されて、収集管理課

が住民の通報で別途に特別収集するのが現実で

す。地元住民が適切に処理しておれば、この二

重収集の無駄もなくなります。しかし、この解

決策として、各家庭への個別収集に踏み切った

自治体もあります。可燃ごみも、生ごみと分け

て収集しているところもあります。 
②ごみの減量へ市民の意識改革を 
	 家庭から出るごみも、細かく分別すれば資源

化されて、ごみゼロになると言われ、徳島県上

勝町の例が出されます。34種類に徹底的分ける
方法は、住民同士の理解と協力が必要です。都

会でも、生ごみを別途処理している長岡市や土

浦市などの例もありますが、住民への PR を徹
底させる努力は大変なものでした。不退転の行

政側の姿勢と、これに応える市民の協力のもと

に、何百回にもわたる会合が持たれたと聞きま

す。川越市でも、各家庭にごみ出しのルールを

細かく書いた冊子を配り、スマートフォンでも

わかるアプリを配信したりと努力していますが、

徹底化が課題になっています。 
③有料化答申もそのまま 
	 ごみ減量へは、分別等による市民意識を高め

るために、ごみの有料化が有効な対策の一つと

して採用され、指定袋やシール添付などで全国

では 6割以上の自治体で実施されています。川
越市でも、2014（平成 26）年 11 月に、川越市
廃棄物減量等推進審議会から「家庭ごみ等の費

用負担について」の答申で、循環型社会の形成

に向けた施策の一つとして有料化が効果あると

の結論を出しております。しかし、慎重な検討

のまま、いまだに方向が示されていません。 
④東清掃センターの延命化は 
	 資源化センターの稼働で川越市のごみ焼却の

問題は解消されたかに思われています。しかし、

1986（昭和 61）年稼働の東清掃センターがすで
に 33年、老朽化に伴う焼却能力の低下で、大規
模改修工事が必要とされています。市ではあと

10年以上の延命化を図る計画ですが、ごみの減
量計画と合わせて、東清掃センターの延命化計

画の短縮と、五輪後の旧西清掃センター跡地の

利用と合わせたごみ焼却計画の展望が検討され

ねばなりません。 
⑤ポイ捨てごみ対策の前進を 
	 川越市の路上喫煙防止条例と、埼玉県の散乱

ごみの防止に関する条例で、街中のポイ捨てご

みはなくなるはずですが、罰則規定の適用がな

いからか、依然としてポイ捨てごみが見られま

す。喫煙人口が減っていますが、たばこの吸い

殻はポイ捨てごみの過半数を占めています。携

帯灰皿を持っていても使わずにポイ捨てする人

が多いようです。道路に貼られた路上喫煙禁止

のマークも時に無視されています。たばこ販売

機の取り出し口に「ポイ捨てやめましょう」の

ステッカーを貼って徹底的に PR するなど、喫
煙者の意識改革への工夫が図られるべきです。 
⑥かわごえ環境推進員の活性化 
	 各自治会に環境推進員が何人か委嘱され、ご

み問題の最前線で活躍することになっています

が、現状はどうでしょうか。今は、年２回の衣

料品の拠点回収立ち合いと、年 2回のごみゼロ
デーの活動だけが主で、ごみ問題の最前線役へ

の意識改革が求められています。（武田侃蔵）
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【報告】かわごえ環境ネットの活動

歳末まち美化活動の報告

 
本川越駅前交番横で集合写真（駅前交番のお巡りさんにシャッターをお願いしました）

	 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち
美化活動。16回目の今年も天皇誕生日 12月 23
日（日・祝）に実施しました。天気は曇りで風

なし。 
	 9時 30分に本川越駅前交番前に集合、参加者
は 51人（昨年は 77人）、かわごえ環境ネット会
員や市民、武州ガスの社長と社員ご家族 19人、
市立川越高校生徒 10 人、小江戸大江戸トレニ
ックワールド 4人、三連休の合間の日曜日にも
関わらず多くの方々が参加しました。 
	 小瀬理事長の挨拶、集合写真の撮影、クリー

ン活動段取り名人の渡辺利衛さんが収集の仕方

とコースの説明を行い、参加者は北コース 5班
と南コース 3班に分かれ、クリーン活動を開始
しました。 
	 参加者は、まち美化活動のゼッケンを着け、

ごみを拾いながら、空き缶・紙くず・たばこな

どのポイ捨て止めましょう！をアピールし、師

走の市内中心部を回り、北コースは、中央公民

館でごみの分別作業をおこない、その後蓮馨寺

に移動し、中庭で熱いお茶と有志カンパで調達

した川越名物の太麺やきそばを食べ、歓談して

解散しました。 
	 南コースは、川越市立川越高校が昨年に続い

て 10 名が参加、かわごえ環境ネット会員 6 名
と一緒に、本川越駅前からバス通りやクレアモ

ールなど 3コースに分かれ、道の両側に分かれ
てごみ拾いをしました。ウェスタ川越でごみの

分別作業を行い、カフェ&ベーカリー「どんな
ときも」で焼きたてのパンを食べて解散しまし

た。 
	 次号でたばこの吸いがらやビン・缶・ペット

ボトルなどのデータと分析や感想について、武

田理事より報告があります。 
	 ごみ拾いは、まち美化の効果とともに、屈伸

や歩行を行うことにより、エクササイズ（exerc
ise：英語で運動の意）の効果もあります。来年
もふるって多くの方々のご参加を!! 

（歳末まち美化活動担当	 菊地三生）

 
本川越駅前交番前 

 
出発 

 
親子 3 人で 
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一番街蔵造りの街中で 

 
自動販売機はごみの宝庫 

 
中央公民館で分別作業 

 
川越市立高校生徒と本会会員 

 
南コースのごみ拾い成果 

 
蓮馨寺で太麺焼きそばを 

川越の樹林地だより（4）「(仮称) 川越市森林公園」計画地 ・ 池辺公園 自然環境部会

 
途中からポッキリ 

 
農地と雑木林 

 
ムラサキシキブの実 

 
リンドウがあちこちに 

 
さて、これはどうしたものか 

 
初冬の池辺公園 

	 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。秋たけなわの頃は雑木林の広葉

樹が黄葉し、有名な観光地のような派手さはあ

りませんが、落ち着いた青い空に美しい風景で

した。人呼んで「川越の軽井沢！」。今は初冬で

落葉樹はほとんど葉を落とし、農家の方はこれ

から「くずはき」の季節になります。 
	 9 月の終わりに強力な台風が襲来し、雑木林
の樹木がバッサリと倒されました。幹の途中か

ら倒れていたのもあり、これまでにない規模で

した。「（仮称）川越市森林公園」計画地では 3
度の活動日に落枝の片づけや、ぶら下がった枝

を危険のない範囲で手入れしましたがかなりの

作業でした。11月になると天候のよい日が続き、
今年は木の実が色づきよくリンドウも例年より

多く見かけました。ただ、ドングリは不作で、

コナラは全くと言っていいくらいありませんで

した。池辺公園はクヌギの木が多いのですが、

例年ほどではありませんが実っていました。池
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辺公園は林床を草刈りしていますので開けた景

観で、落ち葉がたっぷり積もっていて市民の方

が自家用の落ち葉を集めにきたりしています。 
（賀登環）

【報告】会員・地域・流域の活動

十文字学園女子大学とのコラボイベント「からだにベジ＋（プラス）プロジェクト」 
 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 
コラボイベントスタッフの面々 

 
けっぱれ弁当 

 
足ふみ脱穀体験

	 かわごえ里山は、12月 9日（日）新座市の野
火止ふるさと市場で開催された十文字学園女子

大学食物栄養学科のイベント「からだにベジ＋

（プラス）プロジェクト」に協働（コラボ）で

参加しました。 
	 かわごえ里山では、足ふみ脱穀体験やマコモ

の葉で縄ない体験のワークショップで参加し、

食物栄養学科の学生さんたちは、かわごえ里山

の無農薬米や栄養価が豊富なマコモタケを使っ

た炊き込みご飯や地元野菜をふんだんに使った

健康志向の「けっぱれ（北海道がんばれ）弁当」

を開発し販売しました。このお弁当の利益金は

地震で被災した北海道復興支援のために全額寄

付されるということです。 
	 イベントの開催にあたり学生さんたちは、か

わごえ里山の食べる生きもの調査に参加したり、

かわごえ里山からは、十文字学園で何度か協議

を重ねたりして、その中で学生さんたちは、マ

コモタケの栄養価の高さに着目して「けっぱれ

弁当」を開発するなど、いかにも学生さんらし

いにぎやかで明るい雰囲気のお弁当に仕上がり

ました。肝心の味や盛り付けもプロ並みで、素

晴らしい出来栄えでした。学生さんたちが心を

込めて作ったお弁当 120食は、ほぼ完売しまし
た。 
	 かわごえ里山は、このコラボイベントが契機

となり、十文字学園女子大学と「共同研究契約

書」を結び、「地（知）の拠点整備事業」（大学

COC（Center of community）事業）の研究プロ
ジェクト「産官学連携による地域の食材を使っ

た商品の開発」の一翼を担うことになりました。 
	 具体的には、今後無農薬玄米のα化米などで

協力していくことになり、このような形で社会

の食と健康に少しでもお役に立てればと思いま

す。 
（増田純一）

 

落枝のチップ化 東洋大学小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊）

	 東洋大学川越キャンパスこもれびの森・里山

支援隊では、キャンパス内の森において毎月 1
回の里山林保全活動を行っています。 
	 12月 8日（土）8:30-16:00に 11名が参加して
実施した活動では、こもれびの森自然再生エリ

アの東側にあるヒノキを中心とする林での活動

となりました。枯損木や台風などの影響による

倒木、落枝の片付けを午前中に行い、林縁部に

運び出しました。そして、午後になってからウ

ッドチッパーを使って落枝などをチップ化し、

隣接する遊歩道に撒きました。10月の台風後も
含めて積み重なっていたこのエリアの落枝はす
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っきりと片付き、ぬかるみやすい遊歩道は歩き

やすい道になりました。    （小瀬博之） 
	 なお、この記事は、こもれびの森・里山支援

隊支援隊ホームページでもご覧いただけます。 
 

2018 年 12 月 8 日（土）里山林保全活動報告 

 
参加者集合写真 

 
栽培していたヒラタケが採れました 

 
落枝などの林縁部への運び出し

 
落ち葉溜めの中にいたカブトムシ幼虫 

 
遊歩道にチップを敷き詰める 

 
作業後の様子 

 

「第9 回低炭素まちづくりフォーラム in 埼玉」12 月1 日（土）芝浦工業大学大宮キャンパスで

 
エコライフ DAY の表彰 

 
村上雅人芝浦工業大学長の基調講演 

 
分科会での討論 

	 9 回目を迎えた「低炭素まちづくりフォーラ
ム」は、芝浦工業大学大宮キャンパスで行われ

ました。午前 10時からの全体会は、齋藤記念館
で行われ、最初にエコライフ DAY 埼玉の表彰
があり、3 団体が選ばれました。入間市の環境
団体が年間 4万件のアンケートをまとめた企画
と努力を話した代表の本多氏の言葉に、参会者

から賞賛の声が上がりました。 
	 次いで、芝浦工業大学の村上雅人学長の「SD
Gs達成へ向けた芝浦工業大学の挑戦」と題した
基調講演がありました。超伝導や形状記憶合金

などの科学の先端を研究する立場から、自然と

人間、エネルギー問題と多岐にわたり問題を提

起しました。最後に、SDGsが解決の目標として
いる貧困や不平等問題も、教育によって克服で

きるものが多く、教育の充実こそが SDGs 達成
のための王道であると締めくくりました。 
	 そのあと、川越市民で、かわごえ環境ネット

会員でもある中口毅博環境システム学科教授が、

論点提起と題して、“環境の世紀”と予言された

21 世紀が沈滞している現状を打開するために
「低炭素まちづくりを進めるために、どうした

ら SDGs を“武器”にできるのか?」とまとめ、
村上学長を交えた質疑で盛り上がりました。「複
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数課題の同時解決」が迫られています。 
	 午後の分科会は、①明日から未来までをつな

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分かれ

て話し合いが行われました。 
（武田侃蔵）

 

第 16 回 新河岸川流域川づくり懇談会 12 月 9 日 朝霞市で開催

	 埼玉県総合治水事務所の主催で、川越県土事

務所、朝霞県土事務所、飯能県土事務所や関係

市、市民団体が参加した「新河岸川流域川づく

り懇談会」が、12月 9日（日）午後 1時から、
朝霞市のリサイクルプラザで開かれました。 
	 各県土事務所から今年度と来年度の工事予定

等の説明のあと、リバーフロント研究所の宮本

健也主席研究員の「水辺の小さな自然再生のす

すめ」と題した講演がありました。「川を耕す」

と、子どもを交えて魚が住める川づくりの工夫

の事例が、豊富な映像で紹介されました。「小さ

な自然の再生」の波及効果として、郷土愛、環

境教育、地域再生につながることが、子どもら

の生き生きとした姿に見られました。川越でも、

赤間川の場所によっては取り組めるのではない

かと痛感しました。 
	 休憩の後、新河岸川水系水環境連絡会の菅谷

さんの司会で「人の集う川づくり」をテーマに

意見交換が行われました。 
（武田侃蔵）

 

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 12月 19日（水）9:00-10:00に第 8回事業運営
委員会を、同 10:00-12:09に第 9回理事会を、川
越市役所前の福田ビル 3階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（日）にウェスタ川越において開催
する第 17回かわごえ環境フォーラムについて、
環境活動報告集の発表・申込・投稿状況とペー

ジ数、印刷予算の確認、協賛状況、講演会の事

前打ち合わせのスケジュール調整、「かわごえカ

フェ 2019」の進め方や「川越の宝」の内容、ち
らし等の作成、SNSの活用などについて検討し
ました。告知内容は予告をご覧ください。 
	 12 月 23 日（日）に実施する歳末まち美化活
動の参加申込状況を確認しました。実施結果は

報告をご覧ください。 
	 1月 16日（水）の理事会後の懇親会の参加者
を確認しました。まだ若干名募集しています。

予告をご覧ください。 
	 次年度の事業計画について、全体事業、各専

門委員会の事業の計画状況を確認するとともに、

今後の計画について話し合いました。自然環境

部会では新たな冊子作成の計画があり、今後の

見通しを確認しました。 
	 3 月に越谷で開催予定の地域デビュー関係の
イベントにおいて配布を検討している本会の紹

介ちらし案を確認しました。これまでのパンフ

レットが僅少になっていることから、パンフレ

ット改訂も早めに検討することにしました。 
	 事務局が作成した「かわごえ環境ネット会員

限定メールサービス申込書」（案）を確認しまし

た。郵送不要の会員を募集する方向です。 
	 個人会員 2名が入会し、12月 19日現在の会
員は、個人 137、民間団体 27、事業者 23、行政
1の計 188会員となります。 

（小瀬博之）
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社会環境部会

	 12月例会は、12月 14日（金）に福田ビル 3
階会議室で、13時から 8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、11 月に行われた 10 日の北公民館か
んきょう祭り、13日の市内の環境視察、18日の
つばさ館まつり、24日の環境講演会等について、
会員の協力に感謝するとともに、意見交換をし

ました。 
	 次いで 12 月例会の議題に移り、最初に柳内
会員が初めて試みた「北公民館との協働で始め

たウオームシェア」について報告があり、次回

の 1月にはアンケートの結果などを聞くことに

しました。次いで、社会環境部会が担当するコ

ラムについて討議しました。6 回にわたって連
載した SDGs に続いて、1 月からの企画につい
て、ごみ問題、地球温暖化対策への取り組みな

どにどう対処するか、問題提起を含めてまとめ

ることに決まりました。 
	 あと、社会環境部会の活性化や、環境ボラン

ティア活動への市民参加についてのアイディア

等が出されて検討しました。 
	 次回の例会は 1 月 11 日（金）13 時より福田
ビル 3階で。 

（社会環境部会代表	 武田侃蔵）

自然環境部会

	 12 月例会は 14 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	

11 月 12 日（月）	 第 2 ふれあいの森保全活動
	 20名参加。台風による倒木、落枝があちこち
で発生しその片づけはこれまでになくたいへん

だった。11月 26日	 21名参加。この日も前回
の続きでぶら下がっている枝などの処理。12月
10 日	 23 名参加。今年最後なので林床もアズ
マネザサ刈りや混みすぎた低木の除伐などすっ

きり手入れした。 
②池辺公園定例活動	 12月 4日（火）	 定例の
ごみ拾い	 あい変わらず吸いがらは散らばって

いる。絶滅危惧種のアズマイチゲのエリアに入

り込んだヒガンバナの除去をした。その後園内

を一巡しごみ拾いとスミレの調査をした。  

③キタミソウ観察会	 11月 24日（土）9:30～1
2:00	 伊佐沼北側	 20名参加	 埼玉県生態系保
護協会からも 5人参加、みんなで分布域の調査
やキタミソウのまわりに生えている草本を調べ

た。コイヌガラシ（準絶滅危惧種）があること

がわかった。 
2. 協議事項 
①今年度を振り返り、次年度の事業計画を検討

する時期になった。今年度は異常気象で台風も

多く当日雨で中止せざるを得ないイベント・定

例活動もけっこうあった。活動総数はかなりに

なるが、どう継続していけるかなど話あった。

また、自然環境部会として SDGs にどう関わっ
ていけるかも話題になった。 
②市民生き物調査について 
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・主催行事

【トピック①】「第 17 回かわごえ環境フォーラム」3 月 3 日（日）ウェスタ川越で開催

	 第 17回かわごえ環境フォーラム「川越（と周
辺地域）の宝を掘りおこそう」を 2019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）を会場として開催

します。午前の部（9:30-12:00）の環境活動報告
会、午後の部（13:00-16:30）に講演会並びに対
話の場「かわごえカフェ 2019」を開催します。
詳細は、かわごえ環境フォーラムホームページ
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（https://forum.kawagoekankyo.net）に順次掲載い
たします。ご覧ください。 
	 今号では、速報で 4つの取組を紹介します。 

 
かわごえ環境フォーラム 

①9:30-12:00 環境活動報告会 
	 個人・団体・学校・かわごえ環境ネットの年

間の環境活動の成果を報告します。「かわごえ環

境活動報告集 2019」を配布します。参加無料・
申込不要・入退場自由です。 
	 プログラムは本紙 2月号でお伝えします。ま
た、かわごえ環境ネットホームページで先行し

て掲載する予定です。 
②13:00-14:30 講演会「地域の宝を掘りおこす

 千葉県いすみ市の取組」 
	 講師として、千葉県いすみ市職員の鮫田晋氏

をお招きします。鮫田氏は、1976年生まれで埼
玉県出身です。学生時代に始めたサーフィンが

縁で、2005年に東京の民間企業から、岬町役場
（現いすみ市役所）の職員採用試験を経て転職

しました。以来、いすみ市内に居住しています。

2013年より、環境と経済の両立を目指したまち
づくり「自然と共生する里づくり」に従事して

います。 
	 本紙 2月号では、現地視察の結果を報告して、
私たちの目からいすみ市の魅力を紹介したいと

思います。 
③14:30-16:30 かわごえカフェ 2019「川越（と

周辺地域）の宝を掘りおこそう」 
	 4 人テーブルのリラックスした雰囲気で、席
を変えながら 3ラウンド続ける「ワールドカフ

ェ」形式の話し合いです。川越と周辺地域で見

つけたさまざまな「宝」を紹介し合いながら、

今後のまちづくりを考えます。 
	 川越には蔵造りの町並みを中心として多くの

観光客を集める魅力的な地域資源がありますが、

川越市及び周辺地域には、あまり知られていな

い隠れた魅力がたくさんあります。こんな「川

越（と周辺地域）の宝」を掘りおこしてみんな

で情報共有し、今後の川越のまちづくりに生か

していこうというのが今回のテーマの趣旨です。 
	 なお、講演会・かわごえカフェ 2019は予約制
で、当日に資料代等として 500円をいただきま
す。応募方法も含めて本紙 2月号並びに準備が
でき次第、本会ホームページに掲載します。 
④Instagram, Twitter で「川越の宝」写真募集 
#川越の宝 #kawagoetreasure 
	 あなたにとっての「川越（と周辺地域）の宝」

って何ですか。話し合いのヒントにもなる写真

をハッシュタグ（#）を使って募集します。あな
たのアカウントで、Instagram や Twitter で投稿
する写真に、内容の紹介に加えて「#川越の宝」
か「#kawagoetreasure」のハッシュタグを付けて
投稿してください。「かわごえカフェ 2019」の
ヒントとして活用させていただくかもしれませ

ん。「これは川越の宝だ！」と思ったら、ぜひハ

ッシュタグ付きの写真の投稿をお願いします。 
	 本紙 2月号において、状況を見ながらもう少
し詳しく掲載いたします。 
	 参加申込・問合せは、かわごえ環境ネット事

務局（川越市環境政策課環境推進担当）Tel.049
-224-5866, Fax.049-225-9800, E-mail: kankyosei

saku@city.kawagoe.saitama.jpまでお願いします。

【トピック②】みんなで集まって暖かさを共有する「ウォームシェア」の実施

①ウォームシェア＠北公民館（12/8-1/23） 
日時：1月 23日（水）までの 10:00-17:00（ただ
し、祝日・国民の休日、館内整理日（12 月 28
日）、年末年始（12月 29日から 1月 3日）は閉
館） 

場所：川越市北公民館（川越市氷川町 107）の
ホワイエ、ロビー（フリースペースの開放なの

でお金はかかりません） 
	 みんなで集まって暖かさを共有することで地

域のエネルギー利用を少なくする「ウォームシ
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ェア」を実施します。北公民館で暖を取りなが

ら楽しいお話や趣味に花を咲かせてください。 
	 かわごえ環境ネット社会環境部会との共催で

早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科納富

研究室が実施します。期間中の数日間、同研究

室によるアンケートを実施しますのでご協力く

ださい。 

 
②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（1/24 まで） 
期間：1月 8日（火）から 1月 24日（木）まで 
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、『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 2018 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（かすみ草のみ） 
【アンケート調査問い合わせ先】 
実施責任者：早稲田大学大学院環境・エネルギ

ー研究科教授	 納富信（のうとみまこと）Tel.0
495-24-5938、担当者：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 

【トピック③】ドキュメンタリー映画「武蔵野」上映 川越南文化会館（ジョイフル）1
月 27 日（日）・川越西文化会館（メルト）2 月 3 日（日）

	 「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。2018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- 
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料金 
・当日券（一般）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） 
	 前売券の販売場所は、下記のかわごえ環境ネ

ットホームページに掲載しています。 

 
https://kawagoekankyo.net/news/003104.html 

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：1月 14・28日・2月 11・25日（月）9:30
-12:30 

集合：川越南文化会館（ジョイフル）（川越市今

福 1295-2） 

問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 
★池辺公園定例活動（毎月第 1 火曜日） 
日時：2月 5日・3月 5日（火）9:00-12:00（1月
は休止） 
場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 

会合 
◆広報委員会（2018 年 1 月度） 
日時：1月 9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 2月 6日（水）8:30-9:15同所 
●社会環境部会（2019 年 1 月度） 
日時：1月 11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 2月 8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（2019 年 1 月度） 
日時：1月 11日（金）15:00-17:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 2月 8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 9 回） 
日時：1月 16日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 2月 20日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2018 年度第 10 回） 
日時：1月 16日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 2月 20日（水）10:00-12:00同所 
●新年会（ちょっとぜいたくなランチ） 
日時：1月 16日（水）13:00-14:30ごろ 
場所：Te'PAN Le OMUS（テッパン ル オムス）
（川越市幸町 8-11明文館 201） 
https://nobeer-nolife.com 
会費：4,000円（税込、飲食込み） 
定員：8名以内（事務局に 1月 9日まで連絡を）

【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 
①1 月 20 日（日）9:50-15:00 ごろ（公園と考え

る会共催） 
集合：公園南口 

参加費：無料（入園料別途） 
持ち物：雨具、昼食（園内レストランも利用可）

	 講師は安西英明さん（日本野鳥の会主席研究

員）。冬の雑木林でカモ類やルリビタキ、冬越し
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の昆虫などを観察します。 
 

 
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：1月 12日・2月 9日・3月 9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） 
2018〜2019 年度予定表 

月 日 活動内容予定 
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 
4 13 畑の手入れ、片付け等 
5 11 枝豆畑の片付け等 

 
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）
◎例会・作業 
日時：1月 11日（金）9:00-12:00 
場所：地域交流センター ホール 

◎作業 
期日：1月 18・25日（金）9:00-12:00 
場所：地域交流センター 
	 写真・資料の整理などを予定しております。

 
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。 
◎マコモの葉で焼き芋会 
	 マコモ葉の枯葉収集作業を行い、枯葉を集め

てたき火にして焼き芋会を行います。お弁当持

参してたき火を囲んで談笑しましょう。 
日時：1月 6日（日）11:00-14:00 
場所：CO江戸かわごえ初雁の里田んぼ（川越市
福田 310地先） 
参加費：保険代及び実費として、大人 500円（中
学生以上）、子供 300円（小学生） 
◎マコモ茶作り体験 
	 マコモ栽培人の谷道さんにマコモのお茶作り

の工程を教えてもらい実際に作ります。 
日時：1月 8日（火）13:00-15:30 
場所：名細市民センター調理実習室（川越市小

堤 662-1）（北部ふれあいセンターではないので
ご注意ください） 
参加費：500円（1,000円相当のマコモ茶のお土
産付き） 
申込：お名前、人数を添えて下記へメールで。

hatsukarinosato@googlegroups.com 

◎定例会（拡大事務局会議） 
日時：1月 26日（土）16:00-18:00 
場所：未定 

      
Web サイト  Facebook ページ   Twitter 
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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） 
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/social-partnership/satoyama/

◎里山林保全活動（初回参加可） 
日時：①1月 5日（土）、②2月 3日（日）、③3
月 2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：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

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/social-partnership/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 
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 

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：1月 8日（火）・18日（金）・2月 5日（火）・
15日（金）・3月 5日（火）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：1月 13日・2月 10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：1月 26日・2月 23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。 
①1月 27日（日）9:00-11:00。赤間川公園集合、
上下流の清掃。分別して、地元関係者の指定す

る場所に置いて解散。 
②2 月 24 日（日）9:00-11:00。杉下橋から琵琶
橋まで。できれば、川の中の清掃できる人を募

集。この区間の美化について活動後に意見交換。

オアシス裏ごみ分別解散。 
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川越環境保全連絡協議会 
問い合わせ：川越環境保全連絡協議会（川越商工会議所内）Tel.049-229-1850

◎2018 新春講演会「企業にとっての SDGs」（仮

題） 
日時：2月 1日（金）15:00-16:40 
会場：小江戸蔵里 ギャラリー（川越市新富町 1
-10-1）※駐車場がございませんので、お車での

ご来場はご遠慮ください。 
講師：吉橋明日香様（外務省国際協力局地球規

模課題総括課） 
受講料：無料、定員：40名（先着順） 

 
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） 
①1 月 13 日（日）10:00-12:00 
	 毎年行うガン・カモカウントの日です。長年

続けることで、環境の変化を知ることができま

す。あなたの参加をお待ちしております。 
②2 月 10 日（日）10:00-12:00 
	 全面氷結した沼でカモたちはどんな生活をし

ているでしょう。葉の落ちた公園でツグミ、シ

メ、コゲラなど小鳥を探します。 

 

広報委員会からのおしらせ
●1 月から 3 月の入会がお得です！ 
	 会員増強期間として、1 月から 3 月の入会者
は、年度内の会費を無料にして、4 月からの次
年度からの会費請求となります。この機会にぜ

ひご入会ください。 
	 かわごえ環境ネット会員になれば、毎月本紙

を郵送でお届けするとともに、関連するチラシ

なども同封します。専門委員会の活動にも参加

でき、さまざまな人的な交流や情報交流ができ

ます。個人会員は 1,000円、5名以上の団体会員
は 2,000 円で会員になれます。入会についての
詳細は、かわごえ環境ネットホームページをご

覧いただくか、事務局にお問い合わせください。 

 
https://kawagoekankyo.net/news/admission.html 

●かわごえ環境ネット会員限定メールサービス 
	 かわごえ環境ネット会員限定で、本紙並びに

同封資料のメールでの送付（またはリンク）サ

ービスを実施しています。 
	 希望の方は、かわごえ環境ネット事務局（ka
nkyoseisaku@city.kawagoe.saitama.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（添付ファイルの最

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。 

 
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 
	 2019年 2月号（No.148，2月 2日ごろ発行予
定）の掲載原稿は、1 月 15 日（火）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
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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。 
●かわごえ環境ネットソーシャルメディア 
①Instagram はじめました 
	 かわごえ環境フォーラムでの「川越の宝」募

集に合わせて、かわごえ環境ネット Instagramを
はじめました。フォローをお願いします。また、

「#川越の宝」「#kawagoetreasure」のハッシュタ
グを付けて投稿をお願いします。これらのハッ

シュタグをフォローしています。 

 
Instagram 用ネームタグ 

https://www.instagram.com/kawagoe.kankyonet/ 
②Twitter 
	 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 

 
③Facebook 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。 

 
https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

●かわごえ環境ネット Web サイト 
	 かわごえ環境ネットWebサイトは、2018年 1
0月 31日より HTTPS（Hypertext Transfer Proto
col Secure）となっています。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い場合があります。

何卒ご了承ください。 

 
https://kawagoekankyo.net 

◎川の再生交流会 2019 
日時：2月 2日（土）10:00-16:00 
会場：さいたま市民会館うらわ（さいたま市浦

和区仲町 2-10-22） 
内容：10:00-11:15全体会、11:30-12:30ポスター
セッション、13:30-16:00分科会 
問合せ・申込：埼玉県環境部水環境課浄化槽・

川の国応援団担当（Tel.048-830-3088, Fax.048-8
30-4773, E-mail: a3070-03@pref.saitama.lg.jp） 
	 参加費無料・要申込。申込やプログラムなど

の詳細は、下記の埼玉県ホームページに掲載。 

 
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/h30kouryuukai.html 
●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（12 月 30 日〜3 月 6 日） 
日 月 火 水 木 金 土 

12/30 
 

12/31 
 

1/1 
元日 

1/2 
 

1/3 
 

1/4 
◎北公民館ウ

ォームシェア

（-1/23） 

1/5 
◎8:30 里山林

保全活動（こ

もれび隊） 
1/6 
◎11:00 マコ

モの葉で焼き

芋会 

1/7 
 

1/8 
◎かすみ草ウ

ォームシェア

（-1/24） 
◎13:00 マコ

モ茶作り体験 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

1/9 
◆9:00 広報委

員会 

1/10 
 

1/11 
◎9:00例会・作業

（みなみかぜ） 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

1/12 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

1/13 
◎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 

1/14 
成人の日	

★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

1/15 
○本紙 2 月号

投稿期限 

1/16 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 
★13:00新年会 

1/17 
 

1/18 
◎9:00作業（み

なみかぜ） 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

1/19 
 

1/20 
◎9:50 武蔵丘

陵森林公園か

んさつ会 

1/21 
 

1/22 
 

1/23 
 

1/24 
 

1/25 
◎9:00作業（み

なみかぜ） 
 

1/26 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
◎16:00定例会

（かわごえ里山） 
1/27 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
◎10:00,13:30
ジョイフル「武

蔵野」上映 

1/28 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

1/29 
 

1/30 
 

1/31 
 

2/1 
◎15:00 新春

講演会「企業

にとっての S
DGs」 

2/2 
◎10:00 川の

再生交流会 

2/3 
◎8:30里山林保全活

動（こもれび隊） 
◎10:00,13:30メル

ト「武蔵野」上映 

2/4 
 

2/5 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

2/6 
◆8:30 広報委

員会 

2/7 2/8 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

2/9 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

2/10 
◎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 

2/11 
建国記念の日	

★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動	

2/12 
 

2/13 
 

2/14 
 

2/15 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
○本紙 3 月号

投稿期限 

2/16 
 

2/17 
 

2/18 
 

2/19 
 

2/20 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

2/21 
 

2/22 
 

2/23 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

2/24 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

2/25 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

2/26 
 

2/27 
 

2/28 3/1 3/2 
◎8:30 里山林

保全活動（こ

もれび隊） 
3/3 
★9:30-16:30
かわごえ環境

フォーラム 

3/4 3/5 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

3/6 
◆9:00 広報委

員会 

★：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 
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