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2019 年度総会・懇親会報告

「種子」の講演会と生きもの観察会

2019 年度総会が 5 月 18 日（土）に川越市立
博物館において開催され、すべての議案が承認
されました。総会議案書は、かわごえ環境ネッ
トホームページに掲載されています。

6 月 23 日（日）13:30-15:30 に講演会「いの

2019 年度総会議案書

総会後に初雁公園で開催された懇親会では、 ちを守る種子の話」をウェスタ川越で、7 月 7
初めての屋外での開催となりました。お弁当を

日（日）9:30-12:00 に「田んぼの生きもの観察

食べながら懇親を深めることができました。

会」を開催します。
（詳細 11 面）
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【コラム】社会環境部会から提言（6） プラスチックスープの海、便利な生活が海洋汚染につながる!!

海洋プラスチックは海洋生物に摂食される（講演会スライ
ドより）

荒川下流に漂うプラスチック群（講演会スライドより）

東京農工大学教授、高田秀重教授の「プラス

るとのことです。身の回りの劣化してゆくプラ

チックスープの海、便利な生活が海洋汚染につ

スチック、例えばナイロンタワシ、メラミンス

ながる」講演を聞く機会がありました。

ポンジなどもマイクロプラスチックとなって下

レジ袋、コンビニ弁当カップ麺、スクラブ化

水に流れ込みます。日本で発生するマイクロプ

粧品などプラスチックに囲まれて生活していま

ラスチックは、下水処理で 99%除去されている

す。日本では大部分回収され、半分以上は燃や

らしいですが、それでも処理しきれないマイク

されていますが、温室効果ガスの二酸化炭素が

ロプラスチックは、10 億個が川へ放流されてい

発生し、一部が川を通じて海に流れ込み、今や

ます。さらに問題なのが、プラスチックを製造

世界の海で 5 兆個以上のプラスチックが漂って、 するため添加されている残留性有機汚染物質
また、海底のドロの中に沈み込んでいるらしい

（POPs）は、油に溶け易い性質があり、石油か

です。

ら作られたプラスチックは、海中にある有機汚

数年前、オランダ海岸に漂着したプラスチッ

染物質を吸着し続け、マイクロプラスチックを

クを調べたら、日本製が一番多かったとか、日

口にした魚や貝などに蓄積し続けています（幼

本の太平洋近海は世界平均に比べても 27 倍も

い子供に貝は食べさせない方がよい。魚は内臓

多いらしいです（日本が大量の使い捨てプラス

を取り除くが、貝は内臓も食べるから。内臓や

チックを使っていることや、東南アジアなどの

脂肪分に有害物質が蓄積されている）
。

ゴミが黒潮に乗って来ている）
。

人の内分泌系作用する環境ホルモンも検出さ

ご存じのようにプラスチックは石油から作ら

れています。

れています。石油産出量の 1 割近くがプラスチ
ック生産に使われています。その約半分が容器

今、私たちができることを高田先生の直伝か
ら

包装材のプラスチックです（それらの加工と輸

●レジ袋はもらわず、マイバックや風呂敷を

送に同じくらいの石油が使われている）
。プラス

持ち歩く。●ベッドボトルは使わず、マイボト

チックは、紫外線や波の力で細くなり、マイク

ルや給水機を。●飲み物を買うとき、かんやび

ロプラスチックは、洗顔料などに入っているス

んのものを選ぶ。●外で食事をするときは、弁

クラブや紙おむつに含まれる吸水ポリマーなど

当や惣菜でなく飲食店で。●あめを買うときは

工場で作られるものもあります。

かん入りの物を。●掃除機や食器洗いはスポン

フリースの衣料を洗濯すると微細な繊維が下
水に流れ出し、1 回の洗濯で 2000 本も放出され

ジではなくタワシなど。●洗濯バサミはステン
レスか木製を
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（浜尾春子）
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【コラム】川越の自然をたずねて（75）川越の自然は復活できるのか
川越市下赤坂に保存樹林がぽつんとありまし

その後、地主が通路沿いの木を切って林の中

た。標高 50m で、周囲は産業廃棄物処理の事業

に置いたために、広い範囲の枯れ木処理はでき

所が並び、畑もあります。2 年前に埼玉県のモ

なくなりましたが、部分的にきれいにすること

ニタリング調査で立ち寄り、どうしてここに雑

ができました。

木林が残っているのか興味を持ち調べました。
その時、地面に薄紫の小さな花を見つけました。

落ち葉掃きをすると、すぐにジョウビタキが
やってきました。3 月の末にはミヤマセセリを

これがフデリンドウとの初めての出会いでした。 見つけました。明るい雑木林に生息するチョウ
で、川越では初めての観察です。
今年は、埼玉県が呼びかけた「プラごみ清掃」
も行いながら植生調査、チョウの調査を行って
きました。4 月 28 日、いつものようにごみ拾い
をしながら小さい花を探しました。めげないで
探し続けた結果、フデリンドウの薄紫色の花を
見つけることができました。また、林の中でキ
ンランも見つかり、日当りがよい場所にはキラ

くずはき予定地

昨年、この場所を訪れましたが、フデリンド

ンソウが一面に花を咲かせていました。

ウを見つけることはできませんでした。こんな
状況で雑木林の自然が回復でき、失われたよう
な植物が戻ってくるのでしょうか。
雑木林の状況を観察すると、プラごみが散乱
して、落ち葉は数年も集めていませんので、林
床がアケビやスイカズラで覆われている場所も
あります。また、セイタカアワダチソウなどの
背の高い植物も増え始めていました。特に昨年

フデリンドウ

は、台風の影響で太い枝が折れて、落ちた枯れ
木も小さい植物の成長を阻んでいました。

林の手入れ、ごみ拾いや落ち葉掃きを行うこ
とで林の生きものがよみがえってきました。こ

拾ったプラごみ

昨年から、ごみを集めて地面が見えるように

れは初めの一歩かもしれません。順応的な管理

始めました。今年は、2 月から週 1 回ほど通っ

を行い続けると、本来の生態が少し戻ってくる

て枯れ枝を集めて、落ち葉をはき集めて敷地内

かもしれません。本当は産業廃棄物施設がなく

に落ち葉の山を作りました。この作業によって

なり、その地を自然に帰せるとよいのでしょう

地面が見えるようになりました。

が。
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（福原水と緑の会 過昌司）
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【コラム・新連載】川越の「宝」をたずねて（1）三変稲荷神社古墳

三変稲荷神社古墳の説明書き

三変稲荷神社古墳の鳥居

今年 3 月に開催した第 17 回かわごえ環境フォ

古墳の一つとされています。

ーラムの午後の部「かわごえカフェ 2019」では、

場所は、川越市小仙波 4-9、喜多院から徒歩 8

「川越（と周辺地域）の宝を掘りおこそう」を

分～10 分程度の住宅街に位置しています。大き

テーマに話し合いをしました。参加者のみなさ

なムクの木といくつもの赤い鳥居が特徴的な神

んから川越と周辺地域でみつけたさまざまな

社（古墳）です。

「宝」を紹介しあい、それを川越の地図上にプ

4 世紀という、今から 1700 年以上も前から、

ロットしてお宝マップを作りました。お宝マッ

この川越に人の営みがあったことを考えると、

プは 2 種類。中心地域と郊外地域のお宝マップ

“歴史ある川越”という宝として誇りを抱きま

です。今後このお宝マップにプロットした個々

す。この古墳が三変稲荷神社として脈々と時を

のお宝を不定期に広報誌にて紹介していきたい

刻んで今に至り、それを私たちが共有できるこ

と思います。

とが奇跡のようにも感じてなりません。

初回となるお宝は、
「三変稲荷神社古墳」

川越の自然を楽しむ散策の一つとして、ぜひ

4 世紀後半にこの地域の首長墓として築造さ

この川越の宝にも足を運んでみてください。

れた一辺 20m あまりある方墳で、入間郡最古の

（飯島希）

中心市街地の川越の「宝」マップ（国土地理院の電子地形図（タイル）に地点を追記して掲載）
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【報告】かわごえ環境ネットの活動
春の里山

自然観察＆クリーン活動（5 月 12 日）
本年より春のクリーン活動を開始、春夏秋冬
（フォーシーズン）のクリーン活動になりまし
た。
春の活動場所は、
（仮称）川越市森林計画地で
す。
参加者はスタッフを含め 38 名、第 1 回の活
動としては多くの方のご協力があり、感謝いた
します。

成果物のごみを前にしての集合写真

参加者の年齢は 4 歳から 70 代後半までの幅
広い多様な方々が集まりました。クリーン活動
はコースを 2 つに分け、約 2 時間の活動を行い
ました。
キンランやギンラン、フタリシズカ等の花や
キビタキ等の野鳥の鳴き声や姿を観察しながら
里山を歩き回り、ごみ拾いしました。
ごみは計画地の外周部に多く、車で運び込ま
れたと思われる自転車やオートバイ、ガラスケ
ース等の重量物もあり、ごみ袋に入る物だけを

投棄された農業用ビニールの運び出し

拾い集め、川越南文化会館で分別しました。
（菊地三生）

タイヤ、自転車、廃材などの不法投棄物

キビタキ

山中さんのガイド

キンラン
集めたごみを南文化会館まで運ぶ
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【報告】会員・地域・流域の活動
いのちを守る種子（たね）の話題 2 題

温湯消毒機器の「湯芽工房」

NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

播種機による種まき

種まき

「いのちを守る種子の話」講演会

市の有機田んぼでは、やはり民間稲作の指導で

4 月 30 日（火）に播種機による種まきを行い
ました。
多くの方に参加していただきましたが、

農薬を使わない米作りを行い、全量有機米によ
る小学校給食を実現しています。

この日は雨模様で、育苗トレイへの種まきだけ

この温湯消毒は、農協の指導で米農家に普及

となり、一番たいへんな苗床への設置は後日と

してきたことは喜ばしいことです。このため、

いうことになりました。

私たちは温湯消毒を行う米農家さんの機器をお

この種まきに至るまでには、種子の温湯消毒
→乾燥→芽だし→水切りといった工程になりま

借りすることができ、
恩恵をこうむっています。
「いのちを守る種子（たね）の話」講演会

す。この種子の温湯消毒が無農薬米を作る際の

種子の話題をもう 1 つ。

肝となります。慣行農法では、一般的にはフィ

かわごえ里山イニシアチブでは、かわごえ環

プロニルといった浸透性の農薬を使い、これが

境ネットとの共催で
「いのちを守る種子
（たね）

茎に浸透し、茎の汁を吸ういわゆる“害虫”を

の話～食、
健康、
環境とのつながりを考える～」

殺します。そして、田植え後の田んぼに流れ出

と題して 6 月 23 日（日）13:30-15:30 にウェス

しトンボのヤゴや益虫までも殺してしまいます。 タ川越活動室 3 で講演会を開催します。
これが近年、赤とんぼが激減した原因と言われ
ています。

講師は、世界の食と農の問題に長年携わって
おられる印鑰智哉（いんやくともや）氏で、地

また、田んぼの水は河川に流れて 1 週間後に
は私たちの飲む水に戻ってきます。

球と微生物の成り立ちからひも解いて、食、健
康、環境とのつながりをわかりやすくお話しい

私たちの米作りは民間稲作研究所の指導のも

ただき、今話題の「いのちの種子（たね）の問

と河川の環境を汚さない温湯消毒という方法を

題」について解説いただきます。みなさまのご

採用しています。

参加をお待ちしています。

6 月にかわごえ環境ネットで訪問するいすみ

キノコの菌打ち

（増田純一）

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内の広大な森林「こ

林保全活動は、晴天で午後には夏日となる今年

もれびの森」を多様な生物が生きる里山の森に

いちばんの暑い陽気の中、10 人での実施となり

する「東洋大学川越キャンパスこもれびの森・

ました。

里山支援隊」では、毎月 1 回程度活動日を設け

前回に続いて、通学路の安全確保のためのス

て、生育阻害木や枯損木の伐倒、下刈りなどの

ズメバチトラップの確認と誘引液の追加、午後

里山林保全活動を行っています。

は下刈りと枯損木、生育阻害木の伐倒を行いま

5 月 11 日（土）8:30-16:00 分に行われた里山

した。
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4 月から設置していたスズメバチトラップに

枯損木と生育阻害木の伐倒は、2014 年の活動

は 104 匹のスズメバチを確認しました。スズメ

当初はかなりの数を実施していましたが、最近

バチを根絶することは目的ではなく、あくまで

は少なくなっていて、このように全員による玉

も通学路としての安全の確保のためにリスクを

切りは久しぶりの光景となりました。

下げる目的で行っていますが、早くもかなりの

（小瀬博之）

数が入っていて驚きました。

参加者の集合写真

日当たりのよい林内は下草が繁茂

オリジナルの誘引液は効果大

スズメバチトラップの確認作業

生育阻害木のシラカシの伐倒に挑戦

伐倒後のシラカシの玉切り

自然遡上アユの復活をめざして

NPO 法人荒川流域ネットワーク
ました。不老川が日本一汚い不名誉な時期は 19
85 年ごろでした。各方面の努力で公害と呼ばれ
る環境汚染は次第に収束し、川の水質も 2000
年ころから改善されていき、多摩川に稚アユが
100 万匹遡上したのが 2006 年ごろで話題になり
ました。東京湾から遡上するアユは荒川にも入
り、秋ヶ瀬取水堰で立ち往生していましたが、
魚道が設置され今では 20 万匹前後が自然遡上
しています。
このアユが荒川から入間川に入って、立ち往

アブラビレを切る

6 月の声を聞くとアユを楽しみにしている方

生するのが菅間堰でした。その頃の菅間堰は河

もおられるでしょう。いまでは口にするのはほ

床低下で数 m の落差ができ、それを埋めるため

とんどが養殖ものですが、かつてアユは身近な

に角ブロックが大量に投入されていて、とても

川魚として普通に川で捕れていました。各地に

アユが遡上できる状況ではありませんでした。
2

アユを生け捕りする漁法が伝えられています。

008 年にこの問題に興味を持っている人たちが

しかし、高度成長期のころから日本中の川が

集まり、活動を進めるためにプロジェクトチー

汚染され、川魚は食卓に上らなくなってしまい

ムを作りました。技術指導者として埼玉県環境
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科学国際センターの金澤光氏に参加してもらい、 を行い魚道の効果を検証してきて、
早 10 年にな
遡上調査活動に取り組む体制が整い、2009 年か

ります。
今年 2019 年は、
入間川の狭山市田島屋堰から

ら稚アユのアブラビレを切除して放流、再捕す
る活動をスタートしました。

笹井堰までの取水堰等に設置された魚道と、越

2009 年は記念すべき第 1 回で、
「菅間堰を遡

辺川の中山堰に新設された魚道の遡上効果の検

上できるようになったら、何処まで上れるか?」

証の為に行いました。当初、4 月 28 日に予定さ

を調査するため、4 月 26 日 51 名の参加者が集

れていましたが、秋ヶ瀬での稚アユが入手でき

まりました。漁協から購入した稚アユに軽く麻

ず、再三の延期で 5 月 17 日（金）になり、田島

酔をかけ、
アブラビレを切り標識アユとします。

屋堰の下流河原に 30 名ほどの参加で実施され

この日、標識アユを入間川菅間堰上流に 4867

ました。この日の稚アユは栃木県からの養殖も

尾、越辺川に 4207 尾放流しました。

のということで、サイズも例年の 2 倍くらいあ

その後、
会員の 20 回以上にわたる再捕調査か

り、作業はやりやすかったです。今年は天然物

ら入間川は上奥富堰まで、越辺川水系は川島町

の個体数が少なく入手できなかったようです。

の中山堰まで標識アユが遡上し、再捕数は 28

午前中いっぱいの作業で 1889 尾を田島屋堰

尾でした。菅間堰に魚道ができればここまで上

下流、1018 尾を越辺川中山堰まで運搬し放流し

れることがわかりました。

ました。これからアユ漁が解禁になる 7 月から

これから魚道設置を提案する活動がはじまり、 検証のための採捕がはじまります。釣り人や漁
長い道のりでした。菅間堰は農業用水の堰なの

協にも情報提供をお願いしています。例年 1 万

で、水利組合の管理下にあり、川は国、県、漁

尾近い標識アユを放流していますが、実際にキ

協と様々に関わりがあり、関連する法律も複雑

ャッチされるのは 40 尾いるかどうかの忍耐の

です。2009 年に上田知事に魚道設置についての

いる作業です。

意見書を提出。県の「水辺再生 100 プラン」事

この 10 年近くで川環境は随分改善されてき

業に対し、入間川・越辺川水系の 13 つの堰に魚

て、魚道がつくとアユだけでなく様々な魚類が

道を設置することを提案、その後の「川のまる

川を行き来できるようになり、多様な生態系が

ごと再生プロジェクト」事業で入間川の 8 か所

期待できます。埼玉県は、
「川の国」というネー

の堰に魚道が設置され、
「川の国埼玉はつらつプ

ミングもあります。これまで背を向けていた川

ロジェクト」事業で越辺川水系の 2 つの堰に魚

に、興味をもって覗き込むようになればいいな

道が設置され、来年、都幾川の矢来堰に魚道設

と思っています。

置事業が進められています。

（荒川流域ネットワーク会員 賀登環）

2009 年からその後毎年、標識アユで遡上調査

アブラビレの説明
2009 年の菅間堰

2016 年完成した菅間堰の魚道
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2019.5.17 田島屋堰下での標識アユ作業

2019.5.17 田島屋堰下での標識アユ作業

2015 年完成した田島屋堰の魚道

西温ネット主催の環境講演会「プラスチックだらけの海」ウェスタ川越で 5 月 11 日（土）
川越市を中心に 10 市 2 町の環境問題に関係し

豊富な映像を交えて発表され、ついで、午前中

た人らでつくる西埼玉温暖化対策ネットワーク

は、江の島の海に潜って調査されたテクニカ海

（環境省地球温暖化対策地域協議会登録 No.55

洋研究所代表の環境活動家の武本匡弘さんが

1・代表武田侃蔵）で、今問題の「海洋プラスチ

「海から見る地球～プラスチックだらけの海～」

ック」についての啓発講演会が、5 月 11 日（土）

の題で、実際に海の底から廃プラの塊を示しな

14:30 から 16:30 まで、ウェスタ川越 2 階市民活

がら、汚染の深刻さを見せてくれました。プラ

動・生涯学習施設の活動室 3 号で開かれました。

スチック製品の使用抑制、リサイクル再生と焼

最初の講師である容器包装の 3R を進める全

却処理の徹底、なおかつ進めてほしいのは、ポ

国ネットワークの中井八千代さんが「海洋プラ

イ捨てごみ拾いという、地道な活動の重要性を

スチック問題が私たちに及ぼす影響」
と題して、

強調されました。

（武田侃蔵）

新河岸川広域景観づくり連絡会の総会と参加団体の発表・5 月 23 日朝霞県土事務所で
川越市から和光市までの一級河川新河岸川の

定にしました。そのあと、かわごえ環境ネット

環境改善へ、景観の視点から活動している各市

を代表して、一昨日の大雨でごみが流失し、減

の関係者でつくる新河岸川広域景観づくり連絡

水した後も絡まって残っている生々しい写真を

会の総会が、5 月 23 日（木）13:30 から朝霞県

撮った武田氏からの説明があり、埼玉県から要

土整備事務所会議室で開催されました。

請のあった「埼玉県プラごみゼロウィーク」へ

今年の計画では、しばらくぶりに新河岸川起

の協力を訴えました。

点の川越市上野田町から仙波河岸史跡公園まで

その後、ふじみ野市、朝霞市、和光市の各団

の上流部の景観調査等の希望があり、10 月 31

体からの活動報告があり、各市も活動の参考に

日（木）に川越市関係者で協議の上、実施の予

しました。

（武田侃蔵）

【報告】理事会・専門委員会
理事会・事業運営委員会
5 月 22 日（水）9:00-10:00 に第 2 回事業運営

していましたが、今回はリサイクル体験工房だ

委員会を、同 10:00-11:30 に第 3 回理事会を川越

けを利用する方向で調整することとしました。

市役所 7E 会議室において開催しました。議題

（2）設立 20 周年記念事業実行委員会の設置
2020 年度の本会設立 20 周年に向けて、記念

が重複するため、一括して主要な議事内容を報
告します。

事業実行委員会を設置することにしました。委

（1）エコプロダクツ川越 2019 への出展

員を会員から公募で募集することにしました。

例年、つばさ館 2 階の 2 部屋を利用して出展
- 9 -
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ント事業を柱とし、出版事業については 10 周

（6）夏の懇親会
8 月 21 日（水）16:00-17:30 の事業運営委員会

年記念事業として刊行した「川越の自然」の新
訂版の刊行を、イベント事業についてはかわご

後に実施予定、場所は検討中です。

え環境フォーラムにおける記念講演会、ワーク

（7）その他

ショップ、懇親会などを中心に検討することと

事務局より、7 月 31 日（水）午前に川越市（環

しました。
また、
記念事業の実施にあたっては、

境政策課）で実施予定の市民環境調査「まち歩

多世代ニーズや、国際的な視点（留学生、外国

き暑さ測定ツアー」
への協力要請がありました。

籍市民など）も意識して取り組むものとしまし

また、ルートの確認を行いました。

た。

事業運営委員会において、SDGs（持続可能な

（3）川の一斉水質調査（6 月 2 日）

開発目標）の事業計画に使用していない 8 つの

北公民館を調査会場として、採水は 33 か所

目標と、今後の活動に当てはまりそうなターゲ

（荒川流域 16 か所、新河岸川流域 17 か所）を

ットのリストアップを行いました。

14 人で採水、
14 人で調査することになりました。
（4）夏の郊外クリーン活動（7 月 21 日）
本号、次号と参加者を募集することにしまし
た。
（5）川越市環境行動計画「環境に配慮した行
動チェックシート」の実施
2018 年度結果の集計・分析を、今後依頼を受

（8）会員動向

ける予定の「かわごえの環境」に報告するとと

5 月 22 日の会員数は、
個人 136、
民間団体 27、

もに、今年度春学期の東洋大学の授業において

事業者 23、
行政 1 の合計 187 会員となりました。

小瀬が実施することにしました。

（小瀬博之）

社会環境部会
5 月の社会環境部会例会は、5 月 10（金）13:

かの確認があり、参加者の了承を得ました。

00 から 9 人の参加で、福田ビル 3 階会議室にお

次いで、社会環境部会のコラムについて意見

いて行われました。

交換しました。省エネや食品ロス、海洋マイク

最初に、事務局から SDGs の普及に向けて、

ロプラごみ問題等で意見交換をし、6 月号の社

かわごえ環境ネットの活動と SDGs の 17 の目標

会環境部会のコラムは、浜尾さんが担当するこ

のアイコンについての例示等が参考に示され、

とになりました。4 月に行ったパッションフル

今後検討してゆくことにしました。川の一斉水

ーツの 2 回目の講習は、6 月 28 日行う予定で進

質調査については、4・12・15・17 に、6 の「安

められています。次いで、6 月 2 日の一斉水質

全な水」
を加えてはなどの意見も出されました。

調査への参加者等の調整、6 月 4 日の「埼玉県

まだ、お互いの理解にばらつきも多く、17 の目

プラごみゼロウィーク」への協力についての要

標について
「包摂の方向」
などの意見もあって、

請が代表からありました。
次回の例会は、6 月 14 日（金）13:00 より、

今後、さらに理解を深めることにしました。次
いで、総会に向けて、議案書の社会環境部会の

福田ビル 3 階会議室で行われます。

報告と、新年度の計画等について、異論がない

（社会環境部会代表 武田侃蔵）
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自然環境部会
5 月例会は 10 日（金）福田ビル 3 階会議室に

物の調査 2 回目 前回より一気に成長している。

おいて 6 名の参加で開催されました。

外来のナヨクサフジが駐車場付近に大繁殖。こ

1.活動報告

の種は、今急速に全市的に繁茂している。樹林

①「
（仮称）川越市森林公園」計画地定例活動

の中に入ると外来種は減り在来種が多くなる。

4/22（月）22 名参加 キンラン・ギンランの株

この日は 86 種確認。ウバユリが伸長している。

数調査

③寺尾調節池の生き物調査 5/10 午前中 植物

まだ、全体に開花状況でなく次回再調査。ウ

～40 種、野鳥 10 種、その他。

メガサソウの激減、イチヤクソウの減少が気に

④「中福ふるさと緑の景観地」でミヤマセセリ

なる。

を観察、川越では珍しい。

5/13（月）12 名参加 キンラン・ギンランの
株数再度調査 ギンランの方が開花は 1 週間ほ

2.協議事項
①「春の里山 自然観察&クリーン活動」5/12（日）

ど遅いので、この日がちょうど開花の盛りで、

用具・分担・ルートについて

これでほぼ全数把握できた。キビタキの声だけ

②生き物調査 進め方

でなく姿も確認できた。

③コラム「川越の自然を訪ねて」原稿確認など

②池辺公園定例活動 5/7（火）6 名参加 春植

（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】講演会「いのちを守る種子（たね）の話」
（6 月 23 日）
・田んぼの生きもの
観察会（7 月 7 日）開催
ごえ環境ネットの共催による公開講演会と生き
もの調査です。ぜひご参加ください。
★講演会「いのちを守る種子（たね）の話
～食、健康、環境とのつながりを考える～」
日時：6 月 23 日（日）13:30-15:30（13:00-受付）
場所：ウェスタ川越 市民活動・生涯学習施設（2
階）活動室 3（川越市新宿町 1-17-17）
定員：先着 40 人（参加無料）
印鑰智哉（いんやくともや）氏をお招きして、
地球と微生物の成り立ちからひも解いて、食、
健康、環境とのつながりをわかりやすくお話し
していただき、今話題の重要な「いのちの種子
（たね）の問題」について解説いただきます。
★田んぼの生きもの観察会
日時：7 月 7 日（日）9:30-12:00（9:00-受付）
集合場所：高梨農園（川越市福田 439）
参加費：500 円（中学生以上、会員は無料）
福田の無農薬田んぼやマコモ田んぼ周辺の水
NPO 法人かわごえ里山イニシアチブとかわ

路の生きもの調査と観察会を行います。
- 11 -
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全国の農村や学校等で「田んぼの生きもの調査」

参加費：500 円（中学生以下、会員無料）

の指導を行い、自然と共生した里山農業を推進

どちらも申込は、電話ではかわごえ環境ネッ

するプロのナチュラリスト、田んぼソムリエの

ト事務局（Tel.049-224-5866）、メールではかわ

林鷹央講師が生きものの生態をわかりやすく解

ごえ里山イニシアチブ hatsukarinosato@googlegr

説します。

oups.com

会場：髙梨農園（川越市福田 439）周辺田んぼ、
定員：先着 30 人

【トピック②】「夏の郊外クリーン活動」7 月 21 日（日）開催
夏は 7 月 21 日（日）に活動を行います。多く
の方の参加をお待ちしています。
日時：7 月 21 日（日）9:30-11:30
場所：川越市民聖苑やすらぎのさと（川越市小
仙波 867-1）
参加申込：6 月 26 日（水）10:00 から電話で環
境政策課（Tel.049-224-5866）
かわごえ環境ネット担当者：渡辺（Tel.049-2424322）、菊地（Tel.080-5546-2362、E-mail：kiku
ms@beige.ocn.ne.jp）
なお、秋は川越まつり会場クリーン活動（10
月 19・20 日）
、冬は川越中心市街地歳末まち美
化活動（12 月 22 日）を予定しています。

かわごえ環境ネットでは、春夏秋冬の 4 回の
クリーン活動をしております。

【トピック③】「エコプロダクツ川越 2019」に出展（8 月 4 日（日）つばさ館で開催）
今年で 7 回目の開催となる川越市主催の環境

1. 本会の活動や、協賛企業の環境活動のパネル

イベント「エコプロダクツ川越 2019」が、8 月

展示

4 日（日）10:00-15:00 に環境プラザ「つばさ館」

2. ペットボトルロケット制作と飛ばし実験

（川越市鯨井 782-3）で開催されます。毎年出

3. 東洋大学「こもれびの森・里山支援隊」工作、

展内容は変わりますが、児童に環境をアピール

標本展示

する場として、
「リサイクル体験工房」1 部屋で

4. パイオニア株式会社のカーナビ解体体験

ワークショップメインの出展をします。内容は

5. 社会環境部会から発電の実験

以下の通りです。

6.「環境に配慮した行動チェックシート」
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月刊 かわごえ環境ネット 2019 年 6 月号 No.152

前年と違い、1 部屋での活動となります。当

でお知らせください。

日協力ができる方は横山（Tel.049-246-9319）ま

【トピック④】設立 20 周年記念事業実行委員会（事業運営委員会）委員公募
かわごえ環境ネットは、2020 年 8 月 5 日に設

会合：2019 年 7 月（予定）より毎月 1 回程度（当

立から 20 周年を迎えます。これを記念して、2

面は、主に水曜 9:00-10:00 に開催される事業運

020 年 4 月から 2021 年 3 月にかけて設立 20 周

営委員会と併催）

年記念事業を実施します。7 月よりこれを企

2.（仮称）出版専門委員

画・運営する実行委員会を設置します。

業務：20 周年記念出版（仮称）
「川越の環境（新

会員の方で、実行委員になっていただける方

訂版）
」の編集・発行

を公募します。順次募集いたしますが、7 月に

会合：2019 年 7 月（予定）より毎月 1 回程度（時

予定している会合に向けて募集を行います。奮

間・場所未定）

ってご応募ください。

3.（仮称）イベント専門委員

なお、実行委員とイベント専門委員について

業務：
（仮称）第 19 回かわごえ環境フォーラム

は、当面、事業運営委員会の会合と併催の形で

の企画

実施します。

会合：当面は、2020 年 2 月に開催予定の第 18

委員希望並びに問い合わせについては、かわ

回かわごえ環境フォーラム実行委員会を本年 8

ごえ環境ネット事務局までご連絡ください。

月以降実施予定（主に水曜 9:00-10:00 に開催さ

1.（仮称）実行委員

れる事業運営委員会と併催）

業務：20 周年記念事業全体の企画、運営、調整

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・

★講演会「いのちを守る種子（たね）の話」

保全活動（毎月第 2・第 4 月曜日）

日時：6 月 23 日（日）13:30-15:30（13:00-受付）

日時： 6 月 10・24 日、7 月 8・22 日（月）9:3

詳細は本紙 11 面をご覧ください。

0-12:30

●いすみ市訪問バス利用研修会

集合：川越南文化会館（ジョイフル）
（川越市今

日時：6 月 26 日（水）7:30-18:30

福 1295-2）

行程：ウェスタ川越 7:30 発―高速道・アクアラ

問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366）

イン―いすみ市（有機水田、周辺の生き物など

★池辺公園定例活動（毎月第 1 火曜日）

地元の方の案内で見学、話を聞く）いすみ鉄道

日時：6 月 4 日・7 月 2 日（火）9:00-12:00

乗車―養老渓谷―川越 18:30 に戻る

場所：池辺公園（川越市池辺 1302）

参加費：4,500 円（別途「いすみ鉄道」乗車賃）

★甲虫調査

申込：環境政策課（Tel.049-224-5866）
、定員 25

日時：6 月 15 日（土）9:00 集合

名（かわごえ環境ネット会員対象）

集合場所：川越水上公園入口付近（川越市池辺

★キノコの観察会

880）

日時：7 月 6 日（土）9:00-12：00

問い合わせ：過昌司（Tel.049-246-1155）

場所：
「
（仮称）川越市森林公園」計画地
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会合
◆広報委員会（2018 年 6 月度）

場所：福田ビル 3 階会議室

日時：6 月 5 日（水）9:00-10:00

＊次回は 7 月 12 日（金）15:00-17:00 同所

場所：川越市役所本庁舎 5 階フリースペース
（川

＊会員はどなたでも参加できます。

越市元町 1-3-1）

◆事業運営委員会（2019 年度第 3 回）

＊次回は 7 月 3 日（水）9:00-10:00 同所

日時：6 月 19 日（水）9:00-10:00

●社会環境部会（2019 年 6 月度）

場所：福田ビル 3 階会議室

日時：6 月 14 日（金）13:00-15:00

＊次回は 7 月 17 日（水）9:00-10:00 同所

場所：福田ビル 3 階会議室（川越市郭町 1-2-3）

◆理事会（2019 年度第 4 回）

＊次回は 7 月 12 日（金）13:00-15:00 同所

日時：6 月 19 日（水）10:00-12:00

＊会員はどなたでも参加できます。

場所：福田ビル 3 階会議室

●自然環境部会（2019 年 6 月度）

＊次回は 7 月 17 日（水）10:00-12:00 同所

日時：6 月 14 日（金）15:00-17:00

【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（公園と考える会共催）

ススキなどに網をはるコガネグモを探しましょ

日時：①6 月 23 日（日）9:40 集合、14:30 ごろ

う。解説は、クモ研究家の新井浩司さんです。

解散、②7 月 15 日（月・祝）9:40 集合、14:30

②今年も講師に大塚豊さん（日本野鳥の会東

ごろ解散

京・フリーカメラマン）を迎え、ヤマユリの花

集合：国営武蔵丘陵森林公園南口前休憩所（入

や樹液に集まる昆虫などを観察します。

園前受付）
参加費：参加費無料（入園料別途）
持ち物：お弁当持参（レストランもあります）
、
雨天決行（雨具持参）
、観察用具（ルーペなど）

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

①梅雨の季節、
ギンリョウソウの咲く雑木林で、
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：6 月 8 日（土）9:30-12:30 ごろ、7 月 13
日（土）16:00-17:30 ごろ、9 月 14 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）
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日
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2019 年度予定表
活動内容予定
にんじん畑等
16:00 からの作業 懇親会（皿、はし持参）
（お休み）
ブロッコリー、キャベツ畑の片付け
大根畑の片付け、ビニールはがし等
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NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ
問い合わせ：増田純一（E-mail: kawagoesatoyama@gmail.com, Tel.070-5599-2623）
ホームページ http://kawagoesatoyama.ciao.jp/
「かわごえ里山イニシアチブ」では、生物多
様性豊かな田んぼの保全を目的に、みんなで連

★講演会「いのちを守る種子（たね）の話」
（1
3:30-15:30）

携して河川を汚さない環境にやさしいお米作り、 日時：6 月 23 日（日）13:30-15:30（13:00-受付）
詳細は本紙 11 面をご覧ください。

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。

★田んぼの生きもの観察会

◎総会

日時：7 月 7 日（日）9:30-12:00（9:00-受付）

日時：6 月 23 日（日）10:00-11:30

詳細は本紙 11 面をご覧ください。

場所：ウェスタ川越 市民活動・生涯学習施設（2
階）活動室 3（川越市新宿町 1-17-17）
会員でない方のオブザーバ参加も可能です
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/
◎つるがしま市民環境まつり（出展）

◎【親子・孫子で一緒に参加するイベント】里

日時：6 月 8 日（土）10:00-13:00

山体験と木工教室

場所：鶴ヶ島市役所（鶴ヶ島市三ツ木 16-1）

実施日時：7 月 27 日（土）9:00-12:00

内容：まきわり体験、実物展示など

集合時間・場所：9:00、東洋大学川越キャンパ

申込不要、入場無料です。

ス

◎里山林保全活動（初回参加可）

内容：里山体験（森林の観察と手のこ、剪定ば

日時：7 月 6 日（日）8:30 集合-16:00 作業終了

さみ等を用いた小径木の伐採）と大学内の森林

対象：本学専任教職員・学生、市民等（高校生

資源で作る木工（ネームプレートなど）

以上）

対象：子どもと保護者（親子・孫子で一緒に参

場所：東洋大学川越キャンパス 4 号館前

加できます。小学生以下のお子さまには保護者

実施場所：東洋大学構内「こもれびの森」
（川越

の同伴をお願いいたします。
）

市鯨井 2100）

定員：先着 10 組程度

作業内容：枯損木の伐採、下刈り、つる切り、

経費：無料

希少植物の保護、ごみ拾いなど

用意するもの：

定員：15 名

①森林内の活動に適した身支度（汚れてもよい

費用：無料

長袖、長ズボン、靴、手袋（軍手など）
）
、②手

持ち物：森林内の作業に適した身支度（詳しく

ぬぐいやバンダナ（ヘルメットの下に身に付け

は Web で）

る）
、③タオル、飲み物（熱中症対策）
、④作品

申込：準備の都合上、開催日前週の週末までに

などを持ち帰る袋、箱など、⑤あれば自前の用

mlkomorebistf@toyo.jp へ、参加を希望する行事

具（ヘルメット、手のこ、剪定ばさみなど）

名とともに①名前②住所③電話番号④性別⑤生

申込：準備の都合上、7 月 20 日までに mlkomor

年月日⑥（学生のみ）学部・学科・学年をおし

ebistf@toyo.jp へ、下記メールアドレスに参加を

らせください。

希望する行事名とともに、代表者の①住所（市
- 15 -
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区町村）
、②電話番号、③メールアドレスと、参

https://www.facebook.com/komorebisatoyama

加される全員の①お名前（お名前のよみも）
、②

＊Twitter（中止連絡などの緊急告知）

性別、③（お子さまのみ）学校・学年をおしら

https://twitter.com/toyokomorebi

せください。
◎エコプロダクツ川越 2019（出展）
日時：8 月 4 日（日）10:00-15:00
Web サイト

場所：環境プラザ「つばさ館」
内容：実物展示、木工教室など

月 日
6
8
6
9
7
6
7 27

かわごえ環境ネットとの共同出展です。詳細
は、本紙 12 面をご覧ください。
＊Web サイト（組織概要・開催案内・開催報告）
http://www.toyo.ac.jp/social-partnership/satoyama/

8
8

＊Facebook ページ（最新の活動報告）

4
31

Facebook ページ
Twitter
2018 年度予定表
活動内容予定
10:00-13:00,つるがしま市民環境まつり出展
8:30-16:00,チェーンソー講習（既参加者対象）
8:30-16:00,里山林保全活動
9:00-12:00,【親子・孫子で一緒に参加するイ
ベント】里山体験と木工教室
10:00-15:00,エコプロダクツ川越 2019 出展
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

できる人は、担当箇所分担の割り振りのため、

転車放置」
のゼッケンや
「かわごえ環境ネット」

実施日の 3 日前までに武田
（090-2521-5770）
へ。

の腕章をつけて、まち美化啓発運動

①6 月 23 日（日）9:00-11:00。旭橋周辺上下流

①第 1 火曜日・第 3 金曜日

両岸の堤防周辺清掃。旭橋左岸たもとで分別処

日時：6 月 4 日（火）
・21 日（金）
、7 月 2 日（火）
・

理して解散。

19 日（火）13:30-15:00

②7 月 28 日（日）9:00-11:00。新河岸川起点か

川越駅東口アトレ横歩道橋下から川越市役所まで。 ら三日月橋まで、上流域清掃。観音下橋集合、
②第 2 日曜日

上下流に分かれて作業。月由陸橋下広場隅にて

日時：6 月 9 日・7 月 14 日（日）9:30-11:00

分別収集。解散。

本川越駅交番横から各方面に分かれて活動、

◎「埼玉県プラごみゼロウィーク」参加案内
5 月 30 日から 6 月 8 日までの間に行いますが、

中央公民館でごみまとめ、解散。
③第 4 土曜日

クリーン&ハートフル川越を中心に、6 月 4 日

日時 6 月 22 日・7 月 27 日（土）13:30-15:00

（火）9:00-11:00 に入間川、新河岸川、小畔川

川越駅東口アトレ横歩道橋下から本川越駅ま

等で調査とクリーン活動を予定。6 月 2 日の一

で。ペペ地下のごみ収集所で分別、解散。

斉水質調査参加と調整し、何らかの形で実施、7

◎川の国・新河岸川市内流域の清掃

月号で報告。

原則として第 4 日曜日 9:00 より 2 時間。参加
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）
当会では、小畔川の八幡橋下流域の定点調査

◎旧霞ヶ関北小学校前親水ゾーン（水辺再生地）

を中心に魚類や水生昆虫などの調査を続けてい

調査

ます。いつも何かしら発見があり面白いです。

日時：7 月 15 日（月・祝）10:00-12:00

ウェダーや網などは当会で用意いたします。
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2019 年度活動予定
月 日 曜日 活動内容予定
7 15 （月・10:00-12:00 旧霞ヶ関北小前親水ゾーン（水辺
祝）
再生地）
（日）
9 22
9:30-12:00 イベント：魚とり遊び（一般の方

対象）
10 13 （日） 10:00-12:00 未定
11 10 （日） 10:00-12:00 八幡橋魚類調査
12 8 （日） 10:00-12:00 川歩き

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）
①6 月 9 日（日）10:00-12:00

◎伊佐沼でバードウオッチング
（毎月第 2 日曜日、小雨決行）

カルガモがひな連れでいます。コアジサシが

集合：10:00 伊佐沼西岸蓮見橋近くのあずまや

沼に飛び込んでエサを採ります。

持ち物：筆記用具・図鑑・双眼鏡・飲み物

②7 月 14 日（日）10:00-12:00

参加費：一般 300 円、高校生以下 100 円（保険
代・資料代）

古代蓮が咲き、カイツブリやカルガモのヒナ
も無事に育っています。暑いですが楽しみまし
ょう。

広報委員会からのおしらせ
●原村政樹監督作品
「いのちの岐路に立つ 核を

入場料：一般 1,600 円、シニア（60 歳以上の方）

抱きしめたニッポン国」上映

1,100 円、大学生 1,000 円、高校生 500 円
場所：川越スカラ座（川越市元町 1-1-1）
●本紙への原稿投稿を受けつけています
2019 年 7 月号（No.153，7 月 2 日発行予定）
の掲載原稿は、6 月 15 日（土）締切です。原稿
と写真は電子データで編集担当共有のメーリン
グリスト（koho@ml.kawagoekankyo.net）にお送
りください。メーリングリストは事前登録が必
要です。未登録の方は事務局に問い合わせくだ
さい。メールを使用していない方は、かわごえ
環境ネット事務局（環境政策課、川越市役所本
庁舎 5 階）に提出してください。
●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

川越スカラ座

映画公式サイト

自身の判断と責任で利用いただき、本紙を利用

日時：6 月 29 日（土）-7 月 12 日（金）
（火曜定

することで生じたいかなるトラブルおよび損失、

休）10:30 上映（初日、原村政樹監督の舞台挨

損害に対して、かわごえ環境ネットは一切責任

拶あり）

を負いません。
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イベントカレンダー（6 月 5 日〜7 月 27 日）
日
月
火
★：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

水
6/5
◆9:00 広報委
員会

6/9
◎8:30 チェー
ンソー講習（こ
もれび隊）
◎9:30 まち美
化啓発運動
◎10:00伊佐沼でバ
ードウォッチング
6/16

6/10
6/11
★9:30（仮称）川越
市森林公園計画地
植物調査・保全活動

6/17

6/23
◎9:40 武蔵丘
陵森林公園か
んさつ会
◎10:00 総会
（か
わごえ里山）
★13:30 講演会
「いのちを守
る種子の話」
6/30

6/24
★9:30（仮称）川越
市森林公園計画地
植物調査・保全活動

7/7
★9:30 田んぼ
の生きもの観
察会

7/8
★9:30（仮称）川越
市森林公園計画地
植物調査・保全活動

7/14
◎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

7/15
7/16
◎9:40 武蔵丘
陵森林公園か
んさつ会
◎10:00 旧霞ヶ
関北小学校前親
水ゾーン調査
○本紙 8 月号
投稿期限
7/22
7/23
★9:30（仮称）川越
市森林公園計画地
植物調査・保全活動

7/21
★9:30 郊外ク
リーン活動

7/1

6/6

木
6/7

金

6/12

6/13

6/14
●13:00 社会
環境部会
●15:00 自然
環境部会

土
6/8
◎9:30 おいしく
楽しく農業体験
◎10:00 つる
がしま市民環
境まつり
6/15
★9:00 甲虫調
査
○本紙 7 月号
投稿期限

6/18
○広報委員・
事業運営委員
公募締切
6/25

6/19
◆9:00 事業運
営委員会
◆10:00 理事会
6/26
●7:30 いすみ
市訪問バス利
用研修会
○7/21 郊外ク
リーン活動申
込開始

6/20

6/21
◎13:30 まち
美化啓発運動

6/22
◎13:30 まち
美化啓発運動

6/27

6/28

6/29
◎10:30 映画
「いのちの岐
路に立つ」上
映（-7/12, 火
曜定休）

7/2
★9:00 池辺公
園定例活動
◎13:30 まち
美化啓発運動
7/9

7/3
◆9:00 広報委
員会

7/4

7/5

7/10

7/11

7/17
◆9:00 事業運
営委員会
◆10:00 理事会

7/18

7/12
●13:00 社会
環境部会
●15:00 自然
環境部会
7/19
◎13:30 まち
美化啓発運動

7/6
◎8:30里山林保全
活動（こもれび隊）
★9:00 キノコ
の観察会
7/13
◎16:00おいしく
楽しく農業体験

7/24

7/25

7/26

7/20

7/27
◎9:00 里山体
験と木工教室
（こもれび隊）
◎13:30 まち
美化啓発運動
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