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第 17 回かわごえ環境フォーラム 3 月 3 日（日）開催 

 
	 3月 3日（日）9:30-16:30にウェスタ川越において「第 17回かわごえ環境フォーラム」を開催
します。午前の部「環境活動報告会」と午後の部①の講演会「地域の宝を掘りおこす 千葉県いす
み市の取組」（5 面参照）は、参加無料・申込不要です。午後の部②かわごえカフェ 2019「川越
（と周辺地域）の宝を掘りおこそう」は、事前申込で参加費 300円となります。（詳細 8-10面） 
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【コラム】社会環境部会から提言（2）地球温暖化対策に効果的な協力の仕方は
	 社会環境部会の活動は、先月号で訴えた「ご

み問題」と合わせ、「地球温暖化対策」も大事な

柱の一つであります。 
①京都議定書会議に川越市役所職員が参加 
	 1997（平成 9）年 12月、地球温暖化防止京都
会議（COP3）で、画期的な京都議定書が採択さ
れました。この会議に、地方自治体で参加して

いたのは、開催地の京都市と川越市でした。環

境先進市として、「1%節電」「太陽光発電普及へ
の補助金」などの諸施策を進めてきました。行

政と市民との協働による環境活動推進組織とし

てかわごえ環境ネットがスタートしたのも 3年
後の 2000（平成 12）年 8月でした。 
	 身近な地球温暖化対策として、温室効果ガス

を少しでも減らそうと、エコドライブ講習、夏

の省エネのための緑のカーテン、埼玉県の温暖

化対策から全県一斉に実施された「エコライフ

DAYアンケート」への協力など、多くの事業に
社会環境部会で協力してきました。 
②緑のカーテン事業 
	 10年前までは、電力消費のピークは 8月の全
国高校野球大会のころとされ、夏の省エネのた

めに、緑のカーテン事業は全国的に行われまし

た。川越市でも、公民館を会場にゴーヤーの苗

配布が 2回も行われました。さらに、かわごえ
環境ネットの社会環境部会有志で栽培した苗の

配布を、他の公民館など数館で応援、会員の近

くの学校にも設置しました。ここ数年は、この

熱気も薄れてきました。 
	 社会環境部会として「緑のカーテン」事業は

主力の活動であります。人気の薄れたゴーヤー

に代わって、パッションフルーツでの「緑のカ

ーテン」普及を 3年前から始めました。市の「緑
のカーテン」の優秀賞で表彰された社会環境部

員の井口さんの主導で、北公民館との協働事業

としてスタート、参加者の支援もあって、今年

度は講習回数も増やして行うことになりました。 
③エコドライブ講習会 
	 農業ふれあいセンターを会場に、勉強会と周

辺道路での実体験が何回か行われ、理事長以下

が応援に参加しました。今は、自動制御のエコ

カーが普及し、機械まかせで運転者の「エコド

ライブ」への関心が低下してしまいました。今

は、つばさ館まつりなどで、シミュレーション

機器での画像体験ですので、親子連れの体験が

多く、本来の目的から離れてしまいました。 
	 脱炭素のために、今まで一番多くの「ガス」

を排出してきた自動車利用の実態から、市民と

してどう改めたら効果的か考えてまいります。

社会環境部会としては手に余る課題で、今後の

方向はまだはっきりしません。 
④エコライフ DAY のアンケート 
	 埼玉県が主催するエコライフ DAY のアンケ
ート回答による環境意識向上運動も、10年くら
い前には社会環境部会としても一生懸命に取り

組みました。会員へのアンケート用紙の配布、

集計、市内公民館に配って回収・集計と取り組

みました。しかし、先頭に立った人も引退、組

織的な取り組みがなくなりました。市内の小中

学校へのアンケート配布も、県内では参加校の

下位に低迷しています。 
	 アンケート内容が、毎回似た内容になるのは

やむを得ないところですが、市民の意識改革の

ためには、同じことを繰り返す「ねばり」が必

要ではないかと痛感します。近隣では、さやま

環境市民ネットワークや、入間市環境まちづく

り会議の取り組みに学ぶところが多くあります。 
	 個人的に松岡さんが、環境家計簿の配布、公

民館での勉強会を続けられていますが、社会環

境部会としてどう組織的に応援するか、これか

らの課題であります。会員の柳内さんがやって

いる「クールシェア」「ウォームシェア」の実験

も、組織的な応援が求められる課題であります。 
⑤結び 
	 以上、述べましたように、社会環境部会とし

て、喫緊の課題である地球温暖化問題に地球温

暖化対策地域協議会として議論を深めて参りま

す。         	 	 	  （武田侃蔵）



月刊 かわごえ環境ネット 2019 年 2 月号 No.148 

- 3 - 
 

【コラム】川越（＋周辺）の自然をたずねて（71）坂戸城山の太陽光発電顛末記
	 2017年が暮れようとしていたとき、坂戸市城
山を舞台とした一つの事件が起きた。太陽光発

電施設の工事が始まるといううわさを聞いたの

だ。それを伝えてくれた萩原氏と二人で、30日
に現場を訪れた。ヒノキ林には新しい杭も生々

しく、工事着工が間もないことを感じた。うわ

さでは1月10日にも工事が始まるというもので、
極めて貴重な希少種の宝庫が消滅するのではな

いかと不安が広がった。（公財）埼玉県生態系保

護協会川越・坂戸・鶴ヶ島支部は、1986年（昭
61）から城山の自然保護活動に関わり、その分
身とも言える坂戸サワギキョウの会も誕生し、

協働して観察会などが続いている。前出の萩原

氏は、後者の代表である。正確な情報を得たの

は役所の仕事始めの 2018年 1月 4日であった。
打たれた杭は確かに申請の場所に間違いはなか

った。 
	 我々は、前年暮れに、1月 10日に工事予定地
の植生調査を行うことを決めていた。鳩山野鳥

の会、サワギキョウの会、かわごえ環境ネット、

生態系保護協会川越・坂戸・鶴ヶ島支部等から

10数名の協力を得て行った。そしてこの事態を
市民に訴える狙いもあったので、新聞社に呼び

かけ、2 社が応じてくれた。プレゼンの後、全
員一斉にヒノキ林の予定地に足を踏み入れ、林

床の調査を開始した。そこはサワギキョウの会

も踏み入れたことのない初めての場所であった。

そして思いもよらぬことが起ったのはその直後

だった。 
	 そこにコクラン（ラン科）の大群落を発見し

たのだ。80～100 株が予定地の真ん中に青い葉
を広げているではないか。コクランは冬でも青

い葉を残す常緑性の植物であることが幸いした。

しかもこんなに大量に！コクランは絶滅危惧Ⅰ

B類の埼玉県指定種であり、その発見は 1月 12
日の朝刊で朝日新聞と埼玉新聞が報じた。 
	 事態は一変した。コクランは我々に味方した。

その後 2 月 9 日、埼玉県みどり自然課と NPO

法人埼玉県絶滅危惧植物種調査団が現地に立ち

入り、確認された。その後県は、坂戸市、地主、

工事業者に勝手な採取等の禁止の通達を行った。

工事の推進は困難になった。業者が申請を取り

下げたとういう知らせを後になって聞いた。 
	 自然地理学・地生態学の権威である東京学芸

大学名誉教授の小泉武栄先生を4月10日に招い
た。サワギキョウの自生池や湧水及び地層など

を見ていただき、曰く「サワギキョウは氷河期

時代の生き残り、“いわば生きた化石”。本来尾

瀬などの高層湿原にあるものがここに生息する

のは、湿地に流れ込む湧水の温度が低いから。

ヌマガヤも普通は、もっと標高の高い湿原に生

える」。注：サワギキョウ（絶滅危惧ⅠA類）、
ヌマガヤ（絶滅危惧ⅠB類）。ちなみに埼玉県指
定種で市の公有地内に自生している。 
	 ここで参考までに、城山の希少種（植物と動

物）のデータを紹介しておく。 
植物：絶滅危惧ⅠA類：1種、同ⅠB類：8種、
同Ⅱ類：11 種、準絶滅危惧種：20 種、合計 40
種。 
動物：絶滅危惧ⅠA,B類：3種、同Ⅱ類：4種、
準絶滅危惧 1,2：23種、地域,地帯別危惧種：15 
動物=昆虫、鳥類、魚類、両生類、爬虫類、哺
乳類 
“災い転じて福となす”。“災い”がコクランの

発見につながり、サワギキョウなどの多くの希

少種を助ける結果となった。さらにうれしい情

報が続く。工事予定地とそれを上回る面積の土

地が、地主から市に寄贈されたのだ。城山の面

積の 10%にも相当し、計 40%が市の所有地にな
ったと具体的な数値を市は報じた。正に予期せ

ぬ地主の大英断である。 
	 市は「先々保全についても相談するようにな

ると思うので、よろしく」と萩原氏に伝えたそ

うである。城山の自然保護について、ひたむき

に長く関わってきた坂戸サワギキョウの会に対

する、市の信頼の表れであろう。詳細は割愛す
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るが、市は、我々保護グループの期待する方向

に舵を向けてきたようである。いま地元で新た

に組織的な自然保護活動グループが誕生しよう

としている。かわごえ環境ネットが手本になっ

ているそうである。 
稗島英憲（かわごえ環境ネット会員・ 

埼玉県生態系保護協会会員）

 
城山全景 上側が住宅団地 右下は城西大学 

（内田康永氏撮影） 

 
2018 年 2 月 9 日の県調査団による確認調査 

【報告】かわごえ環境ネットの活動

川越の樹林地だより（5）保存樹林のボランティア 
	 川越市には保存樹林の制度があり、樹林の保

全に役立っています。その中のいくつかはボラ

ンティアによって手入れされている所もありま

す。民有地ですので地権者の意向にそって手入

されていますが、枯損木処理、落枝の片づけ、

アズマネザサ刈り、落ち葉はきなどが多くなさ

れています。環境ネット会員や民間のボランテ

ィアグループが頑張っています。 
	 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。これらの後片付けも順次終わり、これか

らは落ち葉はき（地元の農家は「クズはき」と

いう）のシーズンになります。 
	 また、樹林地に道路が通っていると不法投棄

ゴミの始末も大変です。「（仮称） 川越市森林公
園」計画地では毎週、ゴミクリーン作業をして

いるグループもあります。先般、笠幡の森では、

生きたウサギがゲージごと不法投棄されていて、

最終的に川越警察署が遺失物として回収してく

れました。飼い主のモラルが問われます。 
（賀登環）

 
今福の個人所有の雑木林 
落ち葉はきの準備完了 

 
森林サポータークラブの手入地 

 
そこに捨てられていたウサギ 2 羽と 

ゲージ 3 個 
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かわごえ環境フォーラム講演予定のいすみ市職員と事前打合せ 

 
打ち合わせの様子 

 
いすみ市役所 

 
有機稲作実施地域「自然と共生する里」

	 3月 3日（日）に開催される第 17回かわごえ
環境フォーラムにて、午後の部①の講演会でお

話いただく鮫田晋氏（いすみ市職員）に、かわ

ごえ環境フォーラムの主旨説明および講演内容

の打ち合わせのため、1 月 18 日（金）、小瀬理
事長、賀登副理事長及び菊地理事とともに、千

葉県いすみ市を訪問しました。 
	 1月 18日の打ち合わせには、いすみ市からは
鮫田晋氏（農林課）の他、手塚幸夫氏（農林課）

及び矢沢喜久雄氏（農事組合法人みねやの里代

表理事）にも出席いただき、いすみ市の生物多

様性戦略についての説明や、自然と共生する里

づくりにおける有機米づくりの事例報告をして

いただきました。 
	 人口およそ 3万 8千人の千葉県いすみ市は、
夷隅川でつながる里山（水田農業エリア）・里海

（沿岸漁業エリア）を形成しており、昭和初期

には千葉の三大米どころ“夷隅（いすみ）”とい

われるほどでした。かつてはコウノトリが舞う

里山でもあったことから、2010 年設立された
「コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラ

ム」に参加、また、いすみ市生物多様性戦略作

りの中、衰退する水田農業を活性化させるため

にも生き物を育む水田づくりへと舵を切ってい

きます。 
	 2012年には、環境・農業・経済それぞれの関
係する 45団体による「自然と共生する里づくり
協議会」を設立。地域資源を活用し、地域産業

を活性化するために、2014～2016 年の 3 年間、
有機稲作標準技術体系の確立をめざした有機稲

作モデル事業に取り組みました。 

	 有機稲作技術を指導する民間の研究所、その

指導を受けて有機米づくりをする熟練農家、そ

してそれら全体の調整役の行政、これらがチー

ムをつくり PDCA サイクルで技術向上を図り、
新規協力農家の増加により、有機栽培の技術体

系づくりを強化していきました。その成果は

着々と目に見える形となっています。 
	 作った有機米をいすみ市の学校給食として提

供したいという農家からの希望が実現し、導入

当初（2015 年度）の有機米導入割合 11%が、2
016 年度は 40%、2018 年度は 100%に達しまし
た。学校給食が地元有機米になったことにより

給食残量は明らかに減少し、食育という面でも

大いに効果が出ているとおっしゃっていました。 
	 短期間で大きな成果を出したその秘訣や苦労

についても 3 人に話を伺いましたが、それは 3
月 3日（日）開催のかわごえフォーラムの講演
でお話いただきたいと思います。 
	 苦労や葛藤をしながらも、有機米づくりを継

続し、成果を出すことができたこのいすみ市の

有機米づくりのストーリーをぜひお楽しみくだ

さい。生の声は、本当に人を惹きつけ説得する

力があります。いすみ市の取組の成功の秘訣、

本質となるキーワードに触れることができると

思います。 
	 また、講演後には、「川越（とその周辺）の宝

を掘りおこそう」というテーマで、参加者のみ

なさまとともにお茶を飲みながらお話する「か

わごえカフェ 2019」も開催しますので、ぜひ川
越の“宝”について語り合いましょう。ご参加

お待ちしております 	 	 	 	 	  （飯島希） 
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【報告】会員の活動

「川越みがきのつどい新年会」共生の心で川越文化を興そう！ 
 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 
川越みがきのつどい新年会の模様 

 
かわごえ里山産、敷島神社の 

茅の輪とマコモ船 

 
敷島神社の茅の輪くぐり 

	 1月 22日、湯遊ランドで行われた NPO法人
武蔵観研主催の「川越みがきのつどい新年会」

に参加しました。蓮馨寺粂原住職を囲んで共生

（ともいき）の心で川越文化を興そう！という

催しです。 
	 まず、蓮馨寺住職の粂原恒久氏に“地域で暮

らす幸せ”や“地域の賑わい”に関わる「共生

（ともいき）」のお話があり、その後に川越文化

と商品を融合したモノやコトを創り出す“川越

人”達が、どんなことをしているのかをお話し

して、懇談会で異業種交流を行い、地域の産業

連関を進める機運を盛り上げるという趣旨で開

催されました。 
	 粂原住職のお話のなかで「他を生かすものは

生かされる、この世に排除すべき無駄はひとつ

もない。」また、「いいつながりは、さらにいい

つながりを生み出す、全て宇宙の法則で共生と

いうバランスのもとに成り立っている。」という

お話は、かわごえ里山が唱える共生社会や生物

多様性の世界に通じるものがあり、強く共感を

覚えました。農薬により他を殺さない生物多様

性有機農法は、いわゆる“益虫”も“害虫”も

ない生きものの共生で行う稲作で、これこそが

生物多様性の意義と同じ法則であることに意を

強くしました。かわごえ里山は「稲作とマコモ

の文化で生きもの育む有機農法による“初雁の

里米”&マコモ品で～人がつながり、生きもの
と共生する里山・街づくり～」というタイトル

でお話しさせていただきました。 
	 川越の稲作文化とマコモ文化の提唱をし、こ

の中で、昨年から志木にある敷島神社の大祓い

祭りの茅の輪くぐりには、かわごえ里山のマコ

モ葉が使われていることを紹介し、そこで、マ

コモ文化の提唱として、川越の神社でも川越産

による茅の輪くぐりなどの復活を提案しました。

このことにより米作りの他、地域の生業（経済）

を可能にして、休耕田を少なくし、田園風景を

保全し、田んぼを癒しやパワースポットとして

経済だけではない価値を提供することになるこ

と、また、マコモの葉が、マコモ品、マコモ茶

などで付加価値が付き、農福連携として障害者

の経済的自立支援を促す可能性があることを訴

えました。 
	 人と人とのいいつながりで、響きあう社会を

めざすかわごえ里山の活動の意義を、手前みそ

ながら深くかみしめた「川越みがきのつどい新

年会」でした。 
（増田純一）

 

続・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。 

	 1月 5日（土）9:00-15:00ごろに 14人で里山
林保全活動を実施しました。 
	 今回は、こもれびの森内にある古道に集積し
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ていた台風の影響などで大量に発生した落枝を、

ウッドチッパーを使ってチップにして、隣接す

る自然再生エリアの遊歩道に撒く作業でした。 
	 人数が多かったために作業がはかどり、古道

沿いの落枝だけでなく、かなり以前に新西門と

旧西門の間の道路に沿うあたりに集積した伐採

枝もかなり片付けることができました。 
	 遊歩道は、ウッドチップが敷かれて、だいぶ

歩きやすくなったと思います。川越キャンパス

にお越しの際はぜひ散策してください。 
（小瀬博之）

 
終了時の参加者集合写真 

 
人もウッドチッパーも働き者 

 
自然再生エリアに敷き詰めました

 

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 1月 16日（水）9:00-10:00に第 9回事業運営
委員会を、同 10:00-12:20に第 10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。 
（1）かわごえ環境フォーラム 
	 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のタイム
スケジュール、キャスティングを検討しました。

また、環境活動報告集の投稿状況、編集・印刷

方法を確認しました。 
	 ちらしの作成について確認しました。2 月の
会員送付資料に同封します。各所に設置します

のでぜひ周知をお願いします。 
	 当日の活動報告は 12 件の予定（のち 1 件辞
退）で、発表順の決定と題目の確認を行いまし

た。発表は各件 10分となります。 

	 「かわごえカフェ 2019」に向けた SNS での
写真募集について、Instagramの投稿方法（写真
の撮影、アップロード、「#川越の宝」ハッシュ
タグの使用など）を紹介しました。 
（2）設立 20 周年記念事業 
	 2019年度総会で内容を確定させます。出版事
業を中心として実施することとして、事業資金

の方法について検討しました。 
（3）第 13 期川越市環境審議会委員推薦 
	 川越市より環境審議会第 13 期委員 1 名の推
薦依頼があり、飯島希理事を推薦することとし

ました。 
（4）会員動向 
	 個人会員 1名が退会し、1月 16日現在の会員
数は、個人 136、民間団体 27、事業者 23、行政
1の計 187会員となりました。 

（小瀬博之）

 

社会環境部会

	 新年開けての 1月例会は、1月 11日（金）に、
福田ビル 3 階の会議室で、13:00 から 6 名の出
席のもと、代表司会で開かれました。地球温暖

化問題、マイクロプラスチック問題、ごみ問題、

食品ロス問題と、かわごえ環境ネットの会員と

してどう取り組むか、社会環境部会の活性化が

課題との代表あいさつで会議は始められました。

理事会などの報告が代表からあり、1 月例会の
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議題に移りました。 
	 柳内会員が 12 月から 1 月にかけて試みてい
る「北公民館との協働で始めたウォームシェア」

について中間報告があり、現在 100人を超す市
民からのアンケート回答を得て、集計中とのこ

とでした。3 月 3 日の環境フォーラムにまとめ
て発表する予定であります。 
	 昨年も実施して好評だった「パッションフル

ーツ育成講習会」を、4月、6月、8月と計画的
に実施して一層の普及を図ることにし、会場の

調整や 3 月 25 日号の広報に募集記事を載せる
枠の確保などを事務局に依頼しました。 
	 社会環境部会が担当するコラムについて地球

温暖化対策への取り組みを 2月号に載せること
に決まりました。あと、社会環境部会の活性化

について、SDGs の具体的な活動のアイデア等
の参考資料が事務局から出され検討しました。 
	 次回の例会は 2 月 8 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

	 1月例会は 11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トンボのヤゴ調査の今年度報告	 5月 16日	
安比奈親水公園 
②チョウの調査報告	 調査員による継続調査、

講師を招いての調査 
③甲虫調査	 5月 26日水上公園	 8月 4日安比
奈親水公園 
	 以上の詳細は、「環境活動報告集」で報告 
2. 協議事項 
①次年度の事業計画の検討。 
	 生物多様性保全、川越に遺された在来自然の

継承・保全の観点から加入団体との共催事業の

推進、子どもたちへの働きかけなどを話し合っ

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例年 5月に実施している「新緑の雑木林観察
会」にクリーン活動を加味し「里山クリーン&
新緑観察会」とし、クリーン活動の一環として

位置付ける。 
③「キタミソウ観察会」について	 4 月初め伊
佐沼に導水されるので、その前に観察会を行う。

3 月にも開花するということなので、確認とと
もに今後記録を継続していく。 
④市民生き物調査について 
⑤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】第 17 回かわごえ環境フォーラム（3 月 3 日開催）

【実施概要】 
日時：3月 3日（日）9:30-16:30 
場所：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、川
越駅西口より徒歩 5分、定員 100名） 
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 
＊川越市エコチャレンジイベント認定 

【1 月号の予告からの変更点】 
1.【午後の部①】「講演会」を「参加無料、申込
不要」としました。 
2.【午後の部②】「かわごえカフェ 2019」の参加
費を「300円」に変更しました。また、具体的な
申込方法を掲載しました。 
3.【午後の部】の時間配分を若干変更しました。 
【事前募集】 
①Instagram, Twitter で「川越の宝」写真募集 
	 あなたにとっての「川越（と周辺地域）の宝」
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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（#）を使って募集しています。
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」のハッシュタグを付けて投稿してください。

当日、「かわごえカフェ 2019」（後述）で紹介さ
せていただくこともあります。「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。 
	 1月 31日現在で、Instagramでは「#川越の宝」
で 19 件の投稿が検索できます（募集以前の画
像や直接関係ない画像も含めての数字）。 
②【午後の部②】かわごえカフェ 2019「川越（と

周辺地域）の宝を掘りおこそう」参加者募集 
	 お茶やお菓子をつまみながらリラックスした

雰囲気の中で、川越と周辺地域で見つけたさま

ざまな「宝」を紹介し合い、今後のまちづくり

を考えます。上の記事で紹介している「川越の

宝」写真も、宝探しのヒントとして紹介する予

定です。 
	 参加申込は、かわごえ環境ネット事務局（Te
l. 049-224-5866, Fax. 049-225-9800, E-mail: ka

nkyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp）へ代表者氏
名、団体名、参加人数、連絡先（電話・Fax.・E
-mailなど）をお知らせください。 
	 Facebookページでは、「参加予定」のワンクリ
ックで応募完了です。参加者が複数ある場合は、

Messengerでご連絡ください。 
	 当日、参加費として 300円をいただきます。 
【プログラム】 
9:10- 午前の部	 受付 
9:30-12:00【午前の部】環境活動報告会 
（参加無料・申込不要・入退場自由） 
	 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。 
9:30-9:40 開会（午前の部司会：菊地三生	 かわ
ごえ環境ネット理事） 
9:40-12:00 環境活動報告 

1. 高階北子どもエコクラブ：平成 30年度高階北こど

もエコクラブ活動報告書 
2. ふくはら子どもエコクラブ：平成 30年度ふくはら
子どもエコクラブ活動報告書 

3. 大久保彦：市民の森のきのこ「自宅の庭に発生した
きのこ編」 

4. 渡辺和章：入間川にサケを放す会 37年の歩みと、
今年度の取り組み 

5. 藤岡重歳・増田純一（NPO法人かわごえ里山イニ
シアチブ）：「生きもの育む田んぼプロジェクト 201
8」活動報告	 環境豊かな田んぼで育む地域との結
びつき	 〜田んぼからつながる・ひろがる	 生きも

の・ひとの輪〜 
6. 池田雄二・賀登環（小畔川の自然を考える会）：活
動報告 

7. 真船優（東洋大学）・小川文拓・増田純一・小瀬博
之：無農薬・無化学肥料による稲作における育苗、

培土、基肥、植付間隔の違いによる成長と収量の比

較 
8. 小川文拓（東洋大学）・真船優・増田純一・小瀬博
之：有機農業による稲作の普及に資する除草ロボッ

トの開発 
9. 柳内洋子・納富信（早稲田大学大学院）：「クールシ
ェア川越 2018」の定量効果分析 

10. 武田侃蔵（かわごえ環境ネット）：社会環境部会を
中心とした活動報告 

11. 賀登環（かわごえ環境ネット）：自然環境部会を中
心とした活動報告 

12:00 閉会 
12:40- 午後の部①	 受付 
13:00-14:25【午後の部①】講演会「地域の宝を

掘りおこす ～千葉県いすみ市の取組～」 
（参加無料・申込不要） 
13:00-13:10 開会（午後の部司会：飯島希	 かわ
ごえ環境ネット理事） 
13:10-14:25 基調講演「地域の宝を掘りおこす ～
千葉県いすみ市の取組～」 
講師：鮫田晋氏（いすみ市 農林課 生産戦略班
 主査） 
＜プロフィール＞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。 
＜講演内容＞いすみ市が取り組んでいる自然と

共生する里づくり、環境と経済の両立をめざす

協働のまちづくり（特に有機稲作）の戦略や「い

すみブランド」などについて講演いただきます。 
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	 いすみ市の取組は、本紙 5ページの報告記事
「かわごえ環境フォーラム講演予定のいすみ市

職員と事前打合せ」もご参照ください。 
14:25-14:40 休憩・午後の部②	 受付 
14:40-16:30【午後の部②】かわごえカフェ 201
9「川越（と周辺地域）の宝を掘りおこそう」 
（参加費当日 300 円・申込必要） 
	 上記、「事前募集」②をご覧ください。 
16:30 閉会 
問い合わせ・申し込み先 
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: ka
nkyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 

	 プログラムは変更することがあります。最新

情報は、かわごえ環境フォーラムホームページ

（https://forum.kawagoekankyo.net）をご覧くださ
い。 

 
https://forum.kawagoekankyo.net

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：2月 11・25日，3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 

場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 
★キタミソウ観察会 
日時：3月 16日（土）13:30-15:30 
集合：伊佐沼北側木道の傍 
講師：高杉茂氏（森林インストラクター） 
参加費：無料 
問い合わせ：賀登（049-234-9366） 
	 申し込みは不要、直接現地へ。ぬかっていま

すので長靴でご参加ください。

会合 
◆広報委員会（2018 年 2 月度） 
日時：2月 6日（水）8:30-9:15 
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 3月 6日（水）9:00-10:00同所 
●社会環境部会（2019 年 2 月度） 
日時：2月 8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 3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 2 月度） 
日時：2月 8日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 3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 10 回） 
日時：2月 20日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 3月 20日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2018 年度第 11 回） 
日時：2月 20日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 3月 20日（水）10:00-12:00同所
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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 
日時：2月 9日（土）10:20-15:00ごろ（考える
会主催） 
集合：公園南口休憩所 
参加費：200円（入園料別途） 
持ち物：昼食持参（園内レストランも利用可）、

雨具持参 

	 冬越しに訪れた野鳥や昆虫（オオムラサキの

幼虫）の観察と調査。暖かな服装でお出かけく

ださい。 

 
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：2月 9日・3月 9日・4月 13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 
2 9 雑木林の手入れ 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 

 
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。 
◎理事会（拡大事務局会議） 
日時：2月 23日（土）15:00-17:00 
場所：鶴ヶ島市市民活動センター（鶴ヶ島市富

士見 1-2-1, ワカバウォーク 1階） 
◎かわごえ里山食事会~皆様が里山を通して実

現したい夢に向けて~ 
日時：2月 23日（土）18:00-20:00 
場所：Restaurant BALENA（川越市鯨井新田 11,
 鶴ヶ島駅西口より徒歩 6分） 
https://balena-kawagoe.owst.jp 

参加費：2,160円（飲物別途） 
申込み：hatsukarinosato@googlegroups.com 
	 2月 20日（水）までに申し込みください。か
わごえ里山に興味のある方はどなたでも参加可

能です。毎年年度末に、みんなで食事をしなが

ら会員の方のニーズの洗い出しや活動の達成度

を確認する簡単なワークショップのようなもの

を取り入れた食事会および飲み会を行っていま

す。 

      
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：①3 月 2 日（土）8:30 集合-16:00 片付終
了、②4月 13日（土）8:30集合-12:00作業終了 
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 
2 3 里山林保全活動 
3 2 里山林保全活動 
4 13 里山林保全活動（キノコの菌打ち、スズ

メバチトラップ設置など） 
5 11 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：2月 5日（火）・15日（金），3月 5日（火）・
15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：2月 10日・3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：2月 23日・3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。 
①2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。 
②3月 24日（日）9:00-11:00まで。旭橋上・下
流両岸の堤防一帯清掃。旭橋左岸空き地にごみ

分別して解散。 
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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） 
①2 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。 
②3 月 10 日（日）10:00-12:00 
	 春の息吹を感じながら、伊佐沼と公園を観察

します。今年はどんな鳥たち会えるでしょう

か？ 

 

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、3 月までの入会者は、
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 3月号（No.149，3月 1日ごろ発行予
定）の掲載原稿は、2 月 15 日（金）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。 
●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（2 月 3 日〜4 月 3 日） 
日 月 火 水 木 金 土 

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 
◎9:50 武蔵丘

陵森林公園か

んさつ会 
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 
◎15:00理事会

（かわごえ里山） 
◎18:00食事会

（かわごえ里山） 
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 

3/7 3/8 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

3/9 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

3/10 
◎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 

3/11 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

3/12 
 

3/13 
 

3/14 
 

3/15 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
○本紙 4 月号

投稿期限 

3/16 
★13:30 キタ

ミソウ観察会 

3/17 
 

3/18 
 

3/19 
 

3/20 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

3/21 
春分の日 

3/22 
 

3/23 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

3/24 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

3/25 
★9:30（仮称）川

越市森林公園計画

地調査・保全活動 

3/26 
 

3/27 
 

3/28 
 

3/29 
 

3/30 
 

3/31 
 

4/1 
 

4/2 
 

4/3 
 

★：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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