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かわごえ里山イニシアチブが彩の国

埼玉環境大賞「大賞」を受賞 

 
	 かわごえ環境ネットの団体会員である特定

非営利活動法人かわごえ里山イニシアチブ（代

表理事 増田純一氏）が、平成 30年度彩の国埼
玉環境大賞の「大賞」を受賞し、2月 15日（金）
に表彰式が埼玉県知事公館において開催され

ました。 
	 この賞は、環境保全に関する意識の醸成及び

行動の促進を図るため、個人、県民団体及び事

業者において、他の模範となる優れた取組等を

表彰するもので、平成 11年度から 20回目を数
えます。受賞に際しての報告を増田様に執筆し

ていただきました。 
	 なお、本会も平成 22年度に受賞しました（当
時は大賞制度はなし）。（記事 4,5面） 

キタミソウ観察会（3 月 16 日） 

 
伊佐沼北東端の様子（2018 年 11 月 21 日撮影） 

 
キタミソウの花と1円玉の比較（2018年11月21日撮影） 

	 昨秋に伊佐沼でに発見された、埼玉県の絶滅

危惧 IB類（EN）キタミソウの観察会を 3月 16
日（土）13:30-15:30に現場で開催します。とて
も小さな花を咲かせます。（詳細 10面） 
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【コラム】社会環境部会から提言（3）輪を拡げたい パートナシップの力
	 かわごえ環境ネットが声を上げたのが、平成

12（2000）年 8月 5日、やまぶき会館を満員に
してスタートしました。広報川越 994号（平成
12年 11月 10日）の紙面に、4ページを通して
紹介されました。大きな見出しで「かわごえ環

境ネット始動」「あなたも仲間になりませんか」

と、大きな期待を込めて報道されました。 

 

 
広報川越 994 号（平成 12 年 11 月 10 日）の紙面 

 
（編者注）上記の QR コードをスマートフォンなどでスキ

ャンすると紙面の PDF ファイルが見られます。 

	 その時の会員数は、個人会員 64人、民間団体
39 団体、事業者 24 者でスタートしました。あ
れから 19年、今年 2月で、個人会員は 137人、
2倍以上になりました。事業者は 24者で数は変
わっていません。東京電力やつつじ通り商店会、

川越商店街連合会などの有力団体が退会しまし

たが、川木建設や川越緑地協会、第一生命保険

などの新加入で何とか会員数の減少はまぬかれ

ていますが、もっと加盟事業者が増えてもよい

と思われます。 
	 問題は民間団体です。環境問題に取り組み、

設立時に参加した民間団体が 39 団体ありまし
たが、現在は 27団体。3月で退会予定の 2団体
があって、実質 25団体にまでに減ってしまいま
した。環境団体の活発な活動が、かわごえ環境

ネットの活動をけん引していましたが、会員の

高齢化と後継難で民間団体の活気が薄れてきま

した。新しい会員の加入促進とともに、団体相

互の連携強化を図る必要があります。会員の中

に「いきがい大学川越学園校友会」があります

が、毎年、新しい校友がかわごえ環境ネットに

加入して、環境の諸問題の解決に「いきがい」

を得られた例が見られるように努力してまいり

たいものです。我々からのアプローチの熱意が

足りなかったことを反省しなければなりません。 
	 いま、グローバルな環境問題への指針となっ

ている SDGsの 17の目標の最後は、「パートナ
ーシップで目標を達成しよう」となっています。

かわごえ環境ネットでも、「行政、民間との協働、

パートナーシップの促進」を謳っています。 
	 下の図のように、お互いに情報もマンパワー

も連携し合って、課題解決に協力して進む姿が

理想とされていますが、各団体との連帯が進ま

ず、現状では理想の姿にとどまっています。 

 
かわごえ環境ネットの協働を図解したイラスト 

相互に連携するパートナーシップ 
（第三次川越市環境基本計画より） 
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	 環境問題の入口である「まちなかのごみ拾い」

も、川越市の「川越クリーンパートナー」に登

録している団体が、2018年 11月には 17団体あ
ります。しかし、連絡先などは公開されていま

せん。活動の日や場所、集合場所などがオープ

ンになっていれば、気軽に参加できるのではな

いかと思われますが、そうはなっていません。 
	 かわごえ環境ネットの誌上で、毎回ごみ拾い

の参加を呼び掛けているクリーン&ハートフル
川越の担当者も、10年前は気軽に参加する人が
いましたが、今は皆無！会員の高齢化で活動の

先行きは真っ暗だと述べています。まちなかの

ポイ捨てごみ拾いも、今は単なる美化活動では

なく、マイクロプラスチックなどの海の汚染防

止につながる大事な環境活動であります。多く

の市民の参加が望まれています。 
	 「仕事を辞めたら地域へ」と、ボランティア

活動への参加を呼びかけています。汗をかく活

動が最高の健康への良薬です。市民への積極的

な参加を呼びかけ、パートナーシップの総合力

を発揮したいものです。    （武田侃蔵）

【コラム】川越の自然をたずねて（72）市民の目によるチョウの観察結果（概要）

 
チョウの種類数の合計 

2018 年の観察数が多いチョウ 10 種 

 
	 9 年目を迎えました。息の長い観察でした。
その観察場所は平地林を初め住宅地、農地、河

川敷など広い範囲で行われてきました。 
	 気がついてみると 3,000 件を超える膨大なチ
ョウの観察データが積みあがりました。この結

果、川越市のチョウの現状がほぼ解明すること

ができました。これまで観察できたチョウは、

毎年変動しますが 61種類です。 
	 今年は 5名でのモニタリングとなり、観察時
期は 3月から 11月までの 9か月間で、チョウの
現地観察会や甲虫調査でのチョウの観察など 8
07件の観察を行いました。 
	 今年も最も多いのはモンシロチョウで、最も 

2018 年のチョウの観察数 

 
ポピュラーなチョウと言えます。ヤマトシジミ

もそれについで多く、3 位にモンキチョウとな
りました。川のそばや水田地帯に多く、観察地

点の増加がその理由です。サトキマダラヒカゲ
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は、観察個所が少ないのに頭数は 5番目となっ
ており、限られた場所で多く発生していること

を示しています。アカボシゴマダラやツマグロ

ヒョウモンも定着しています。 
	 逆にゴマダラチョウ、ジャコウアゲハは限定

された場所にしか見ることができません。今年

初めて下赤坂でミヤマセセリを見つけました。

また、安比奈線の廃線跡にツマキチョウを見つ

けて、このチョウは水辺に近い環境に棲息する

ようです。観察する場所が広がるとチョウの情

報も多くなり、より正確な分布や生息状況を知

ることができます。 
	 手入れの行き届いた雑木林にしか生息できな

いアカシジミ、ウラナミアカシジミ、ミズイロ

オナガシジミは今年も観察されており、かろう

じて絶滅を免れています。 
	 チョウの種類ごとでは、アゲハチョウ科はナ

ミアゲハ、シジミチョウ科ではヤマトシジミ、

シロチョウ科ではモンシロチョウ、セセリチョ

ウ科ではイチモンジセセリ、タテハチョウ科で

はサトキマダラヒカゲがもっと多く観察されて

います。この理由は、都市部に存在するミカン

科の木で強い飛翔力を生かしてのナミアゲハ、

小さな環境でもカタバミがあるところでしぶと

く生きるヤマトシジミ、イチモンジセセリは秋

に北上を繰り返しながら生息数を増やしていく

ことで多く見られます。タテハチョウはサトキ

マダラヒカゲ、キタテハ、ツマグロヒョウモン、

アカボシゴマダラが拮抗して多く見られます。

特に後 2者は広い範囲で観察されていますので、
川越市内での普通のチョウになっています。 
	 このように市民の参加で継続して決まった地

点を調べることは、チョウと住む環境について

の多くの情報を提供することになります。 
	 参加されている市民の方に感謝しています。 
	 これからも、チョウを通して地域の環境につ

いて関心をもち続けていただき、私たちの生活

の基盤とも言うべき環境について保全・再生す

る活動を期待するものです。 
（自然環境部会：過昌司）

【報告】会員・地域・流域の活動

彩の国埼玉環境大賞で「大賞」を受賞しました NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 
県知事からの大賞授与 

 
大賞受賞表彰状 

 
知事公館での表彰式会場で 

	 2月 15日「彩の国埼玉環境大賞」の表彰式が
埼玉県知事公館で行われ、かわごえ里山イニシ

アチブは「大賞」を受賞しました。この賞は、

保全活動や環境学習などに取り組む県内の個人

や団体、企業を表彰するものです。埼玉県とテ

レビ埼玉の主催で毎年行なっており、今年度は

47組の応募があったということです。 
	 式でははじめに、上田知事が朝霞市の黒目川

で捕れた鮎を食べた体験を通じて埼玉県の環境

が年々良くなってきていることを述べ、「これは

生態系を守るみなさんの日ごろの地道な活動が

一つ一つ成果を出していると感じる」と受賞者

に感謝を伝えました。 
	 引き続き表彰状授与や記念撮影が行われ、最

後に柏井喜代恵理事が、受賞者を代表して 3分
間スピーチを行いました。このスピーチの要旨

は次の通りです。 
	 「このたびは、彩の国埼玉環境大賞というた

いへんすばらしい賞をいただきありがとうござ

います。 
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	 私たちの活動は、孫や子供たちに残せる環境

を創りたい、安心安全なものを食べてもらいた

いと願い、2014年に立ち上げました。私は看護
師をしており、「地球丸ごと健康に！」をコンセ

プトに活動しています。主な活動は、化学肥料

や農薬を使用しないお米とマコモタケ作りです。

田んぼは、川越の蔵造りの街から車で 15分ほど
の福田や府川というところで、農家さんのご協

力の下に成り立っております。 
	 赤トンボやコウノトリ、川越の「市の鳥」で

ある「かり」が舞い戻るような環境をめざして、

この田んぼエリアを「CO 江戸かわごえ・初雁
の里」と名付けました。活動内容の総称を「生

きもの育む田んぼプロジェクト」としており、2
016 年に「国連生物多様性の 10 年日本委員会」
の認定連携事業となり、国連の SDGs の一環と
して、地域での実践を担っております。 
	 参列している看護師の内田聖美理事は、コン

バインを乗りこなし、田んぼで大活躍で、地域

の方々との交流を深めています。このような活

動は、私たちだけでなく地域の方のご理解、ご

協力があってこそです。 
	 緩やかですが活動が広がりを見せています。 

今後は、障害のある方や定年後の方の活躍の場

の提供、女性の視点や IoTを取り入れること、
農的暮らしや文化を川越の蔵の街と連携させて、

体験型の観光スポットを創りたいといろいろな

夢や構想が広がっています。 
	 この受賞を機に、さらに地域の役に立つ里山

づくり、街づくり、健康をめざしたいです。」と

その想いと抱負を語りました。 
	 この模様は、2月 15日のテレビ埼玉の夕方の
ニュースで取り上げられ、ヤフーニュースに掲

載されました。 
	 最近、特に実感するのは、私たちの活動は環

境活動ではありますが、休耕田をなくし、田園

風景の保全といった地域ファーストでの活動が

環境保全につながっているということです。田

んぼをフィールドにした人と自然といきものの

関わりが、地域やコミュニティづくりにつなが

ってきており、地域から広がる気配を強く感じ

ます。 
	 この受賞は、私たちの活動にとって身の引き

締まる思いです。この受賞を機に、地域や環境

豊かな田んぼのためにますます貢献していこう

と思います。         （増田純一）
 

2019 新春講演会「企業における SDGs」（2 月 1 日） 川越環境保全連絡協議会

 
講師の吉橋明日香様

 
講演の様子 

 
SDGs アイコン 

	 2 月 1 日（金）小江戸蔵里ギャラリーにて、
川越環境保全連絡協議会主催の 2019 新春講演
会「企業における SDGs」が開催されました。
本講演会は、ODA（政府開発援助）をはじめと
する国際協力について、理解を深めていただく

ための外務省の「ODA出前講座」を利用しまし
た。講師は、国際協力局地球規模課題総括課経

済協力専門員の吉橋明日香様でした。 
	 SDGs（Sustainable Development Goals）は、
本誌でも再三掲載されていますので、会員のみ

なさまの関心が高く、多くの方が出席され、川

越市環境部、川越商工会議所、川越環境保全連

絡協議会の 29名もの方が参加されました。 
	 SDGsは、2015年 9月に国連で採択され、20
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16年 1月から開始した、持続可能な開発目標で
す。2030年までの達成に向け、17の目標と 169
のターゲットがあります。日本国内においては、

政府、経団連をはじめ、多くの企業で取り組み

が開始されていますが、まだ認知度が低いため、

SDGs のフレームワークを活用し、理解や実践
を通じて企業価値を高めていく一助にと本講演

会を企画いたしました。 
	 講演冒頭の“SDGs の概要と意義”では、持
続可能な未来を作るために、先進国を含め全て

の国が行動を起こし、相互に絡みあうグローバ

ルな社会・経済・環境の課題を統合的に取り組

むことが説明されました。その後の“日本政府

による SDGs の取組”では、日本の「SDGs モ

デル」と称して、科学技術イノベーションの推

進、SDGs を原動力とした地方創生、環境に優
しい循環型社会の構築などを、東京五輪や大阪

万博などを通じて国際社会へ発信していく説明

がありました。本講演のテーマである“ビジネ

スと SDGs”では、飼料製造による食品ロスの
取り組み、安価で高品質なトイレを途上国に提

供するための持続的なソーシャルビジネスモデ

ル、環境に配慮した自動車リサイクル工場の設

立と現地雇用の創出など、企業の取り組み事例

の紹介がありました。 
	 質疑応答も活発に行われ、具体的な行動を起

こす企業や団体が増えていくことを期待しつつ

本講演会が終了しました。   （山田智靖）
 

春に向けてチップ化と倒木の処理 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。2 月 3 日
（日）の活動は、11名で実施しました。 
	 最初にこもれびの道沿いに植樹した木のマー

キング（業者の下刈りが入るため）を行い、保

護すべき樹木を特定させました。 
	 続いて、12月から 3回続いているウッドチッ
パーを用いた落枝、伐採枝のチップ化を行い、

自然再生エリアの遊歩道に敷設しました。これ

で、こもれびの道より北側の枝の処理はほぼ終

わりました。 

	 午後の途中からは、こもれびの道の南側にあ

るヤマザクラの倒木の処理を中心とした周辺エ

リアの手入れを行いました。ヤマザクラの倒木

は、昨年の台風の影響によって生きている木が

倒れてしまったのですが、まだ生きていること

から、4 月の活動で予定しているキノコの菌打
ちのほだ木に使用することを考慮して玉切りし

ました。朽ちた木からは、越冬しているスズメ

バチを見つけました。 
	 翌日から暦の上でも春となりましたが、この

日も暖かな春先のような暖かさの中での活動と

なりました。         （小瀬博之）

 
昨年植樹した木のマーキング 

 
今回もチッパー作業がメイン 

 
ヤマザクラの倒木処理

 
◆かわごえ環境ネット会員募集	 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（3月までの入会は 4月からの請求）。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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2 月 2 日（土）さいたま市で埼玉県主催の「川の再生交流会 2019」開催

 
基調講演の様子 

 
30 団体が出品したポスター展示 

 
午後の第 3 分科会

	 毎年 2月の第 1土曜日に開催される埼玉県主
催、埼玉県河川環境団体連絡協議会協力の「川

の再生交流会 2019」が、2月 2日（土）さいた
ま市民会館うらわで開かれました。 
	 午前は、全体会で「大学生が創り出す水辺の

賑わいと学びの場」と題した、東京学芸大学環

境教育センター吉冨友恭教授の基調講演、続い

て、獨協埼玉中学高等学校サイエンス部の「新

方川の調査報告」、城西大学生の「高麗川かわガ

ール」の活動報告がありました。会場も若い学

生らのグループで活気あふれ、昔の表彰式もな

い活動報告の感動の会場でした。 
	 午後の各分科会前に、11:30から 1時間、会館
ホワイエなどを使ったポスターセッションが開

催され、各団体が思いを凝らした展示と説明で

盛り上がりました。熊谷市ムサシトミヨを守る

会を始め、高校、大学、環境関係の 30団体の展
示でにぎわいました。 
	 午後は、①水質改善②環境学習のすすめ③川

づくりはまちづくり④川と防災⑤生き物とにぎ

わう水辺の保全⑥川×学生の 6分科会に分かれ
て討議を深めました。かわごえ環境ネットから

は、第 2分科会と第 3分科会に会員が参加、各
地の団体の活発な活動に教訓を得ました。これ

らの討議内容は後日まとめて報告されますので、

改めて紹介します。  （武田侃蔵・菅野仲夫） 
【編者注】埼玉県ホームページをご参照ください。 
埼玉県：【御来場ありがとうございました】平成 30年度
川の再生交流会（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/h30ko
uryuukai.html） 

 

2 月 2 日（土）清瀬市で「川につながる発表会」開催、新河岸川流域団体が参加

 
午前の現地視察で金山調節池 

 
清瀬水再生センターマンホールオブジェ 

 
午後の発表を終えた生徒ら

	 新河岸川を所管する荒川下流河川事務所が後

援する「新河岸川流域川づくり連絡会」主催の

「第 14回川でつながる発表会」が、東京都の清
瀬市で開催されました。埼玉県主催の「川の再

生交流会」と同じ 2月 2日（土）に開催されま
したので、かわごえ環境ネットでは渡辺さんと

西田さんに参加をお願いし、報告をいただきま

した。 
	 当日は、午前に新河岸川支流で最大の柳瀬川

流域の水循環・治水をテーマとした現地視察が

行われ、午後は清瀬市生涯学習センターでの小

中高生徒らの発表がありました。 
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	 午前の視察は、柳瀬川流域の洪水対策で作ら

れた金山調節池、となりの清瀬金山緑地公園ま

でバスで、そのあと、柳瀬川沿いにしばらく歩

き、バスで最先端の清瀬水再生センターを視察

しました。東村山市など 9市流域を雨水と汚水
に分けた「分流式下水道」で、川越中心市街地

などの合流式下水道と違い河川浄化に貢献して

いました。 
	 午後は、清瀬市生涯学習センターで流域の河

川環境に取り組む小中高生の発表がありました。

①清瀬市立清明小学校の「川と私たち」②自由

学園男子部高等科の「構内を流れる立野川―生

き物調査の結果から」③清瀬市立第四中学校の

「空堀川の水質調査」④所沢市立上山口中学校

の「柳瀬川の水質と環境 Ver.2」⑤法政大学水文
地理学研究室の「身近な水環境の全国一斉調査

の水質分析結果から見た新河岸川流域の地域特

性（7）」の発表がありました。 
	 合わせて、昨年の新河岸川流域の 10 件の川
まつりの様子が紹介されましたが、川越地区で

も始めたいと感じました。 
（渡辺利衛、西田寿）

 

「エコ・リサイクル交流集会 2019」設立 25 周年記念を兼ねて開催 2 月 23 日（土）

	 特定非営利活動法人埼玉エコ・リサイクル連

絡会の設立 25 周年記念を兼ねた「エコリサイ
クル交流集会」が、大宮ソニックシティ市民ホ

ール第 2集会室で、2月 23日（土）10:00から
開催されました。来賓の埼玉県環境部や日本青

年会議所埼玉ブロックの祝辞のあと、基調講演

として、いま世界的に問題になっている「マイ

クロプラスチック」について、2 人から報告が
ありました。 
	 最初に、世界中の海の写真を撮っているテク

ニカ海洋研究所代表の環境活動家、武本匡弘さ

んの写真をもとに、世界中の海の汚染の実態が

写し出され、問題の深刻さが示されました。続

いて「海洋プラスチック問題が私たちに及ぼす

影響」と題し、容器包装の 3R を進める全国ネ
ットワーク副運営委員長の中井八千代さんから、

ゴミ・リサイクルの歴史、法整備の問題点など、

多方面からの説明がありました。2018 年 12 月
に決められた京都府亀岡市の「かめおかプラス

チックごみゼロ宣言」の紹介などもあり、川越

でもどう取り組むか、示唆に富んだ会でした。 
	 午後は、県内から環境活動の団体の活動報告

がありました。「桶川炭の会・20年の活動から」
「北本市ごみ減量推進市民会議の 23 年間の活
動取り組みと現状」「所沢市民ソーラーのソーラ

ーシェアリングの勧め」「埼玉県生態系保護協会

支部会員の草加・八潮地域の身近な自然を守り、

次世代に引き継ぐための活動」「NPO 法人狭山
市民ネットワークの活動概要報告」があり、活

発な質疑応答がなされました。 （武田侃蔵） 
【編者注】亀岡市：かめおかプラスチックごみゼロ宣言 
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kankyousoumu/purazero.html 

 
 

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

	 2月 20日（水）9:00-10:00に第 10回事業運営
委員会を、同 10:00-12:20に第 11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申込状
況、タイムスケジュール、キャスティング、必

要物品、「かわごえ環境活動報告集」の納期の確

認を行いました。また、午後の部「かわごえカ
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フェ」の進め方を検討しました。 
（2）次年度及び設立 20 周年記念事業 
	 設立 20 周年記念事業として検討している冊
子の作成において、資金調達の一つとしてクラ

ウドファンディングを検討することにし、事例

紹介と川越市が実施している「くらびとファン

ディング」のしくみを紹介しました。 
	 また、2019年度事業計画について検討し、主
要な行事の日程を確認しました。各専門委員会

の事業も含めて総会議案書の文案を提出し、3
月 20日の理事会で検討することにしました。 
（3）その他 
	 予算執行状況を確認、「春の里山クリーン活動

&自然観察」の留意事項、総会の日程の決定（5
月 18日土曜日）、会員動向（個人会員 1名、事
業者 1者が入会、2月 20日現在の会員数：個人
137、民間団体 27、事業者 24、行政 1の計 189
会員）など          （小瀬博之）

 

社会環境部会

	 2月の社会環境部会例会は、2月 8日（金）1
3:00から福田ビルで行われました。後半になり
ましたが、かわごえ環境ネット会員の川口啓介

市議も出席し、今後の社会環境部会からの政策

提言、活動活性化に向けての助言をお願いしま

した。 
	 最初に、理事会の報告のあと、1・2月の社会
環境部会のコラムについて意見交換しました。

ごみ問題、ポイ捨てごみ対策は、現在、世界的

に問題となっている「マイクロプラスチック」

につながる問題であり、単なるまち美化の活動

ではないこと、市の「川越クリーンパートナー

団体」との連携を図ることが求められました。

地球温暖化対策への取組も、個人の公民館活動

ではなく、社会環境部会として応援することを

了承、環境家計簿を部会で印刷し、松岡会員の

講習会案内チラシと共に 3月 3日のかわごえ環
境フォーラムで配布することなどを了承しまし

た。 
	 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 25日に北公民館で開
催、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、3月 25日号の広報川越に募集記
事を載せるなど事務局から報告がありました。 
	 先月配られた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
について再度話し合い、さらに 3月以降の上半
期の活動予定等の案が事務局から出され、例会

参加会員の増加と合わせ検討しました。 
	 次回の例会は、3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

	 2月例会は、8日（金）福田ビル 3階にて 5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	

1/14（月）	 19名参加	 今年度の計画話し合い
と林内観察、1/28（月）16名参加	 ギボウシの
森手入れ	 このエリアも 4回目の手入れで台風
による倒木もだいたい片付いた。 
②池辺公園定例活動	 2/5（火）	 5名参加	 い
つもの不法投棄ごみの片付け	 今回はマンガ本

が大量に捨ててあった	 	 希少種エリア（ハグ

ロソウ、ウバユリ）の手入れ 
③市民生き物調査について	 担当課との話し合

い 1/16（水）13:30-15:00市役所	 10名出席 
④「（仮称）川越市森林公園」計画地で市が行う

手入れ作業で保存する樹種などの選定立ち合い

	 1/29（火）4名協力参加 
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
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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。チョウの調査は 9年間行ってきて川越の現
時点での生息状況は把握できつつある。他の甲

虫類、トンボなどはまだ緒に就いたばかりなの

で、講師確保や、調査メンバーをどう増やせる

かなどを話し合った。高校の生物部などが参加

してくれると頼もしいが。 

②市民生き物調査について	 市主催行事に協力

	 今年度のまとめは 3/24（日）南文化会館（ジ
ョイフル）であり、講師は牧野彰吾氏、「（仮称）

川越市森林公園」計画地のガイドは自然環境部

会で行うのでその準備などの話し合い。 
	 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】キタミソウ観察会（3 月 16 日土曜日 13:30-15:30 開催）

	 昨秋に伊佐沼で発見されたキタミソウの観察

会を開催します。ぬかっていますので長靴でご

参加ください。 
日時：3月 16日（土）13:30-15:30（午後の開催
です。ご注意ください。） 

集合場所：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（Tel.049-234-9366）申し込み
は不要、直接現地へ。 

【トピック②】春の里山 自然観察&クリーン活動（5 月 12 日日曜日 9:30-12:00 開催）

 

	 かわごえ環境ネットは、これまで夏、秋、冬

の年 3回のクリーン活動をしてまいりました。
本年より春にもクリーン活動を行い、春夏秋冬、

季節ごとの年 4回の活動といたします。 
	 活動場所は（仮称）川越市森林公園計画地で

す。この場所は、あまり市民に知られていない、

生物多様性に富む貴重な里山です。 
	 新緑の春の里山で、自然観察とクリーン活動

を行います。多くの方の参加をお待ちしていま

す。 
日時：5月 12日（日）9:30-12:00 
集合場所：川越南文化会館（ジョイフル）エン

トランス前 
募集人員：先着 30名 
申込先：4月 1日（月）より環境部環境政策課 
（Tel.049-224-5866）
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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： 3月 11・25日,4月 8・22日（月）9:30-1
2:30 

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：3月 5日・4月 2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（申込不要） 
（詳細は 1,10ページの記事をご覧ください）

会合 
◆広報委員会（2018 年 3 月度） 
日時：3月 6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 4月 3日（水）8:30-9:15同所 
●社会環境部会（2019 年 3 月度） 
日時：3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 4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（2019 年 3 月度） 
日時：3月 8日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 4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 11 回） 
日時：3月 20日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 4月 10日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2018 年度第 12 回） 
日時：3月 20日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 4月 10日（水）10:00-12:00同所、4月
24日（水）9:00-12:00同所

 

【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 
①3 月 17 日（日）9:50 集合、午後は自由参加

（公園主催、考える会協力） 
集合：国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所（入園

後受付） 
参加費：無料（入園料別途） 
持ち物：昼食持参（園内レストランも利用可）、

雨天決行（雨具持参） 
	 春の野草（スミレ）や水辺の生き物、野鳥の

さえずりを楽しみます。 
②3 月 24 日（日）10:20-15:00 ごろ（考える会

主催） 
集合：国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所（入園

前受付） 
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）、

雨天決行（雨具持参） 
	 野鳥のさえずりを楽しみながら、春の野草の

観察調査を行います。 

 
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： 3月 9日・4月 13日・5月 11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 
3 9 雑木林の手入れ 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 
6 8 トウモロコシ畑等 

 
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。 
◎生きもの育む田んぼプロジェクト説明会 
日時：3月 10日（日）第 1部 13:30-15:00（受付
開始 13:00）、第 2 部 15:00-17:00 有機稲作概要
勉強会（第 2部は任意参加可） 
場所：川越市北部地域ふれあいセンター（川越

市山田 1578-1） 
◎田んぼ IoT セミナー 
日時：3月 17日（日）13:00-17:00 
場所：キムラヤ八幡通りルーム（川越市新富町

2-15-10ルネス新富町スクエア 2階） 
http://www.kimura-ya.net/rental-space/ 

参加費：1,.000円（会場費、飲物、資料代等） 
申込み：hatsukarinosato@googlegroups.com 
◎例会 
日時：3月 21日（木・祝）16:00-18:00 
場所：川越市南公民館（予定）（川越市新宿町 1
-17-17ウェスタ川越内） 

◎福田・山田・府川地区桜堤祭り 
日時：3月 31日（日）10:00- 
場所：城西大学附属川越高等学校前桜堤 
持物：お弁当&飲物 
＊地域ぐるみの活動。詳細は問い合わせを。 
◎福田の堀さらい（米作り初日の実地体験） 
日時：4月 6日（土）8:00- 
場所：福田地区井戸前 
＊地域ぐるみの活動。詳細は問い合わせを。 
◎種まき 
日時：4月 23日（火）9:00- 
場所：髙梨農園（川越市福田 439） 
◎ストロベリーキャンドルピクニック 
日時：5月 5日（日）11:00ごろから 
場所：福田の田んぼ（CO江戸かわごえ「初雁の
里」）（川越市福田 310地先） 
持物：弁当&飲物 

      
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） 
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：①4月 13日（土）8:30集合-12:00作業終

了（午後は構成員による総会を開催）、②5月 1
1日（土）8:30集合-16:00作業終了 
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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：①キノコの菌打ち、スズメバチトラ

ップ設置など、②枯損木の伐倒、下刈り、つる

切り、落枝拾い・ごみ拾いなど 
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 
4 13 8:30-12:00, 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 8:30-16:00,里山林保全活動 
6 8 10:00-14:00,つるがしま市民環境まつり出展 
6 9 8:30-16:00,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：3 月 5 日（火）・15 日（金）, 4 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： 3月 10日・4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：3月 23日・4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。 
①3月 24日（日）9:00-11:00。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。 
②4 月 28 日（日）9:00-11:00。赤間川公園前集
合。濯紫公園まで遊歩道や川の中も清掃。分別

して指定場所に収集。解散。

 
 

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） 
①3 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
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します。今年はどんな鳥たち会えるでしょうか。 
②4 月 14 日（日）10:00-12:00 
	 水を溜めた沼に鳥たちはいるでしょうか。 

魚や植物は変わりないでしょうか。生物が活動

を始める春です。人も元気に活動を。 

特定非営利活動法人荒川流域ネットワーク 
問い合わせ：鈴木勝行（E-mail: k_suzuki@pk2.so-net.ne.jp, 携帯 090-7804-5722） 

ホームページ http://arakawanet.machisapo.com 
◎第 23 回荒川流域再生シンポジウム「埼玉の川

を自然豊かな漁場にするために」 
日時：3月 17日（日）13:00-16:30（12:30開場） 
場所：国立女性教育会館大会議室（嵐山町菅谷

728） 
参加費：無料 
内容：①活動報告 2018 年度入間川・越辺川の
新設魚道の遡上効果調査と魚道等の遡上環境改

善作業について、②事業報告「川の国埼玉はつ

らつプロジェクト」での越辺川の魚道整備事業

について、③活動報告 入間川の魚道の問題点と
今後の課題について、④活動報告 東京湾のアユ
生息状況と多摩川の遡上状況について、⑤活動

報告 過去 23年間の水質調査の結果と情報発信
について、⑥みずかけ“サ”論｢埼玉の川を自然

豊かな漁場にするために」 

広報委員会からのおしらせ
●3 月までの入会がお得です！ 
	 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
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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 4月号（No.150，4月 2日ごろ発行予
定）の掲載原稿は、3 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。 
●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 
	 3 月 3 日の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、今後も「#川越の宝」「#kawagoetre
asure」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 

●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（3 月 3 日〜5 月 1 日） 
日 月 火 水 木 金 土 

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 
◎13:30生きもの

育む田んぼプロ

ジェクト説明会 

3/11 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・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 
◎9:50 武蔵丘

陵森林公園か

んさつ会 
◎13:00 田んぼ

IoT セミナー 
◎13:00荒川流域

再生シンポジウム 

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	

◎16:00例会（か

わごえ里山） 

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 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

3/25 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

3/26 
 

3/27 
 

3/28 
 

3/29 
 

3/30 
 

3/31 
◎10:00 福

田・山田・府川

地区桜堤祭り 

4/1 
 

4/2 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/3 
◆8:30 広報委

員会 

4/4 
 

4/5 
 

4/6 
◎8:00 福田の

堀さらい 

4/7 
 

4/8 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

4/9 
 

4/10 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

4/11 
 

4/12 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

4/13 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
◎8:30里山林保全

活動（こもれび隊） 
4/14 
◎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 

4/15 
○本紙 5 月号

投稿期限 

4/16 
 

4/17 
 

4/18 
 

4/19 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/20 
 

4/21 
 

4/22 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

4/23 
◎9:00種まき（か

わごえ里山） 

4/24 
◆9:00 理事会 

4/25 
 

4/26 
 

4/27 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/28 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

4/29 
昭和の日	

4/30 
休日	

5/1 
休日（祝日扱い、

天皇の即位の

日）	

★：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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