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小畔川流域を巡るスタディツアー 
（9 月 20 日、会員限定） 

 
 9 月 20 日（金）8:15-16:30 に「川越西部地域

の水と緑の視察 小畔川流域を巡るスタディツ

アー」を開催します。ウェスタ川越からバスで

つばさ館、なぐわし公園、荒川上流河川事務所

入間川出張所、小畔水鳥の里公園、笠幡の雑木

林、霞ヶ関カンツリー倶楽部、川越卸売市場等

を巡ります。申込はお早めに。（詳細 13-14 面） 

川越まつり会場クリーン活動 
（10 月 19・20 日） 

 
 2 日間で 100 万人近くの人が訪れる「川越ま

つり」をきれいな街でお迎えするためのごみ拾

い・受け入れボランティアを募集します。受付

等スタッフも同時募集中。（詳細 14-15 面） 
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【コラム】社会環境部会から提言（9） 
 魅力ある「グリーンカーテンへ」パッションフルーツを広めたい

 
広い会場にいっぱいの参加者 

 
挿し木のやり方などを解説しながら 講師が入賞した際の表彰式の様子

 危険な猛暑日と言われた 8 月 2 日、パッショ

ンフルーツ挿し芽講習会が無事終わりました。

この暑さに参加する人が少ないのではないかと

心配しましたが、6 月の講習参加者以外に新た

に募集した人を含め 39 名、同伴の子ども 3 人を

加えた 42 人の大勢の参加となりました。 
◎身近な温暖化対策 地球温暖化対策として、

身近な省エネルギーとしてグリーンカーテンが

推奨され、まずゴーヤーが定番として普及しま

した。川越市でも「みどりの係」がゴーヤーの

苗木を公民館などで配布するなど、普及に努め

ました。市役所の前をはじめに、各学校、保健

所や各公民館と、市の施設には毎年ゴーヤーの

グリーンカーテンが作られています。今は、園

芸店で気軽に買えるようになり、市が苗木を配

布する企画もなくなりました。それとともに、

市民のグリーンカーテンへの熱意がしぼんでき

たのではと、心配されます。 
◎魅力あるグリーンカーテンは グリーンカー

テンの定番とされたゴーヤーも、8 月末や 9 月

の残暑厳しい時期には枯れてしまい、枯葉と網

の始末に汗を流すのが面倒と、止めてしまった

との声も聞かれます。種からの苗木つくりも面

倒と、ゴーヤーへの人気も下火になっています。

これに反して、緑の豊かさと、花の鑑賞、なっ

た実がおいしく食べられるなどとの話から、熱

帯植物のパッションフルーツへの関心が高まり

ました。その中で、川越市主催の平成 24 年度緑

のカーテン・コンテストに、かわごえ環境ネッ

ト会員で講師の井口吉三郎さんのパッションフ

ルーツが表彰され、写真のように広報に掲載さ

れ、市民の注目を集めました。 
◎パッションフルーツへのファンが増え 今年

4 月の講習案内が広報川越に掲載されましたが、

申込開始日に定員いっぱいの申し込みで後を断

る状況でした。「水やり」「肥料」「冬場の避寒対

策」と育てる苦労はありますが、立派なグリー

ンカーテンを育ててみたいとの熱意ある市民が

多くいることは心強いものがありました。何人

かは毎回参加して、育て方の意見交換をするグ

ループもできてきました。これらの人々ととも

に、パッションフルーツを育てる会を育て上げ、

毎年、社会環境部会の定例行事として定着させ

たいものと痛感しました。来年も実施の方向が

決まりました。以下、当日の講師の井口さんの

感想を掲載します。      （武田侃蔵） 
◎挿し芽で育てるコツは パッションフルーツ

は生命力が強く、挿し芽で十分に育ちます。当

日は、写真入りの説明書、ポット、赤玉土、コ

ップなど、挿し芽に必要な資材を、一人 5 本分

の材料を用意し、マイクを使って説明しました。

挿し芽には、花芽の先の小枝を斜めにさっと切

り、すぐ水につけてポットに植え替え、動かな

いように持ち帰るコツを何回か実際にやって見

せてあげましたが、うまく根付くことを祈るば

かりでした。昨年に受講した人から、花が咲き、

実がなりましたとの報告を聞くと、この講習会

の準備に長い時間をかけた苦労が報われた気が

しました。来年は、ともに準備をしてくれる人

の応援を期待しています。  （井口吉三郎）
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【報告】かわごえ環境ネットの活動 
いのちを守る種（たね）の話 ～食、健康、環境とのつながりを考える～ 
印鑰智哉（いんやくともや）氏 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ・自然環境部会

 6 月 23 日、日本の種子（たね）を守る会事務

局アドバイザーの印鑰智哉（いんやくともや）

氏を迎え、ウェスタ川越において、「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～」の講演会を開催しました。 
 この講演は、いのち育む人間社会に重要な示

唆を与えるもので、伝えなくてはいけない内容

を多く含んでいますので、ここにその講演記録

をまとめました。 
 講演のまとめは「書き下ろし」ではなく、編

者の責任で編集しましたのでご了承ください 
（増田純一）

 
地球はいかに生きられる星になったか 
 地球は微生物の星として生まれ、微生物と植

物との共生で土壌が作られ生命が生存できます。

植物は、土壌に炭水化物を放出し、微生物とミ

ネラルとの交換をすることで土壌に有機的構成

物を構築し、土が作られ生命の基盤ができてき

ました。土壌と酸素を作り出すことで生きられ

る世界を拡大します。 

 
微生物が作り出す「根っこ」 
植物の周辺に集まる微生物は、植物の根の周り

に根と似た根っこ（菌根菌糸）を作り、病原菌

から植物を守ります。土壌は、最大の炭素の貯

蔵庫で、大量の炭素を吸収できます。 

 
化学肥料・農薬が与える影響 
 化学肥料を投入することで、植物は土中に炭

水化物を放出しなくなり、土中の微生物の活動

が不活性化し、共生関係は衰えます。植物は病

虫害に弱くなり、土壌は水を保てなくなり、土

壌が流出しやすくなります。 
「緑の革命」と種子・農薬市場の独占 
 第二次世界大戦が終わった後、世界の農業に

大きな変化が生まれます。品種改良されたタネ

と化学肥料、農薬の 3 点セットを用いる農業、

「緑の革命」の登場です。 
 これまでの農業では窒素不足にならないよう

に、麦作の後には豆類を植えるなどの輪作が不

可欠でした。しかし、「緑の革命」で微生物との

循環がなくても、窒素、リン、カリウムを補え

ば、付加価値の高い作物を連作することが可能

になりました。それまで農業とは縁のなかった

化学企業が戦後、農業へと進出していきます。 
 現在、世界の種子市場の約 7 割弱、農薬の 8
割弱を、6 つの遺伝子組み換え企業が握ってい

ます。急速に種子企業を買収し、遺伝子組み換

え企業から種子を買わなければ農業ができない

時代がきています。世界の農家から種子を取り

上げ、種子を保存したり、共有したりすること

を犯罪とし、毎回種子企業から買わせることを

強いるのが、いわゆる「モンサント法案」です。 
 これまでの日本のコメや大豆、麦の種子を守

ってきた主要農作物種子法の廃止が、国会での

審議も不十分のまま決定されてしまいました。

農民のタネ、公共団体が行う種子事業が攻撃さ

れ、民間企業の種子を買わせる体制構築が強引

に作られようとしています。 
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土壌と腸内はシンクロしている 
 土壌と腸とはシンクロしており、土壌細菌と

腸内細菌はその役割が極めて似ています。世界

の土壌が傷つき失われるのと同時に、人びとの

腸も傷ついています。これらは、農薬の土壌細

菌への影響が極めて大きく、慢性疾患の急増の

原因になっていることを公的なエビデンス（デ

ータ）が示しています。 

 
米国の慢性疾患と自閉症患者数の急増 
 米国では、慢性疾患の患者数が急増していま

す。下図は糖尿病患者数の割合とグリホサート、

遺伝子組み換え耕作の割合の比較を示しており、

その相関は顕著です。肝臓、胆管、甲状腺、膀

胱、胆嚢ガン患者数も増大の一途を辿っていま

す。 

 
糖尿病患者数の割合とグリホサート、遺伝子組み換え耕

作の割合の比較 

 6 歳児から 21 歳までの自閉症の数の激増は、

除草剤として使われる農薬グリホサートの影響

が明らかになっており、欧州では禁止、または、

使用基準が厳しく制限されています。 

 
6〜21 歳の自閉症の数 

 しかし日本では、農薬の残留許容基準値を、

2017 年 12 月に最大 400 倍と大幅に緩和してい

ます。 
健康に影響を与える遺伝子組み換えの中身は？ 
 遺伝子組み換えを使った農作物では、除草剤

（ラウンドアップ）耐性遺伝子組み換えと害虫

抵抗性遺伝子組み換えの 2 つが多くを占めてい

ます。 

 
・除草剤耐性遺伝子組み換え種子 
 遺伝子組み換え種子のほとんどは、ネオニコ

チノイド系農薬によって処理されています。 
 最も使われている遺伝子組み換え種子は、モ

ンサント社が開発した除草剤「ラウンドアップ」

（農薬成分グリホサート）に耐性のある種子で

す。このラウンドアップが土壌の有機成分を破

壊し、環境破壊を引き起こしています。 
 「ラウンドアップ」がもたらす環境被害、健

康被害には広範なものがあり、2015 年 3 月 20
日、国連 WHO の外部研究機関国際ガン研究組

織（IARC）は、「ラウンドアップ」を「発がん

性がある物質」（2A）というグループに分類しま

した。 
 米国でも 2018 年 8 月、10 月、2019 年 3 月に

グリホサートががんを生む可能性を認め、モン

サントの賠償責任を認めました。これは、モン

サント自身が発がん性を持つことを社内の研究
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でつかんでおり、危険を知らせなかったことへ

の賠償責任で、現在は 14,000 件の訴訟が起こさ

れています。

・害虫抵抗性遺伝子組み換え種子

 害虫抵抗性遺伝子組み換えは、土壌細菌の B
t 遺伝子を使って、特定の昆虫がこの害虫抵抗性

遺伝子組み換えの農作物を食べると、昆虫の腸

を破壊する Bt 菌を生成します。 
 そのメカニズムは、この野菜を食べた幼虫の

消化管に入ったときに、消化液のアルカリで分

解され、Bt 毒素になり死滅します。人は胃液が

酸性なので無害と言われていますが、私たちの

腸内細菌が昆虫と同様の消化メカニズムを持っ

ているため、腸内細菌にダメージを与えます。

リーキーガット

 腸は第 2 の脳と言われ、脳と認知機能は関係

しています。リーキーガットと言われ、腸壁に

隙間が発生することで、遺伝子組み換え食品に

多く含まれる農薬などの本来血管内に取り込ま

れることのないグリホサート（除草剤「ラウン

ドアップ」の成分名）等の異物が、血液に吸収

され、様々な症状を発生させています。

 人体が必要とするアミノ酸の多くを、腸内細

菌が作り出しています。ネオニコチノイド系農

薬の「グリホサート」によって、神経伝達物質

が欠如し、神経の機能が保てず、体のさまざま

な調整ができなくなっています。このため、不

眠症、感情が落ち着かない、鬱病、さまざまな

神経症、脱力、パーキンソン病などを引き起こ

しています。

 さらに、グリホサートが原因と言われ、イン

スリンが作れないために糖尿病が増加していま

す。

 この他、人の生殖への毒性によって、流産、

不妊 、死産、早産、男性の精子破壊による出生

障害や生殖障害を引き起こしています。

遺伝子組み換えでなくても危ない

 小麦収穫直前にグリホサートを撒き、収穫を

効率化します。小麦にかけられるグリホサート

の量とセリアック病の件数または腸内感染によ

る死者の数を見ると、遺伝子組み換え作物以上

に、小麦によって健康を害する可能性が高いこ

とを示しています。このため、米国産、カナダ

産小麦は、有機以外は食べてはいけないという

のが結論です。

2 週間有機食品を食べると？ 
 これまでは、不安をあおる内容ばかりでした

が、でもご安心ください。2 週間有機食品を食

べると、デトックス効果で有害な農薬農薬が抜

けていくことが証明されています。

親たちが国境を越えてつながる

 2015 年 5 月 2 日にさまざまな国の母親たち

が、GMO（Genetically Modified Organism：遺伝

子組み換え作物）や農薬の問題に対して、子ど

もたちを守るために立ち上がりました。「Moms
 Across America」を皮切りに「Moms Across th
e World」とその運動は拡がりを見せています。 
https://www.momsacrosstheworld.com 
 そして、米国での Non-GMO 市場は 4 年で 7
倍以上の急成長をしています（下図）。韓国では

6 年で有機に対する意識が劇的に変化し、学校

給食は有機栽培の食品に変化しています。

 それでは日本はどうなっているでしょうか？

 日本に輸入される Non-GMO コーンは激減し

ています。2007 年の 300 万 t が 2013 年には 11
0 万 t で 3 分の 1 になっています。大手のビー

ル会社では、発泡酒などの糖類は、2015 年から

遺伝子組み換えをこっそり使い始めていました。 
 第 3 のビールは、「クリアアサヒ」、サッポロ

「麦とホップ（黒）」、サッポロ「麦とホップ（T
he Gold）」、キリン「澄みきり」は、GMO は使

われていません。

 粉ミルクもまた、遺伝子組み換えが使われて

います。
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粉ミルクの原料に使われている遺伝子組み換え一覧

（たねと食とひと@フォーラム 
https://nongmseed.jp/archives/1543） 

 日本の遺伝子組み換え承認数は突出していま

す。2019 年 3 月 26 日現在で、日本（318）、米

国（203）、韓国（167）、EU（107）、フィリピン

（90）、中国（64）、ブラジル（87）、ロシア（2
4）、インド（11）となっています。 
日本は残留農薬許容量を大幅緩和

 下表のように、日本は残留農薬基準値を 2017
年 12 月 25 日に大幅緩和（最大 400 倍！）しま

した。なぜ、非遺伝子組み換え作物への残留基

準値が大幅緩和されたのでしょうか。それは、

グリホサートの収穫前散布（プレハーベスト）

が原因です。緩和をしなければ、小麦等の輸入

ができなくなるからです。このままでは「日本

は GMO のごみ捨て場になる」危険性がありま

す。

 今回の改正で、今後、日本列島住民がグリホ

サートの摂取する経路は、小麦が断トツで一位

となり、大豆を大幅に上回ることになります。

 危険を避けるためには、国産小麦あるいは有

機小麦を選択すべきです。特に全粒粉を使うと

きは有機に限ります。

国産原料のものからは検出されず

（農民連食品分析センター調べ）

なぜ日本では逆の動きに？

 以下のようなことが原因と考えられます

・「遺伝子組み換え食品は従来の食品と実質的

に同質なので安全であり、調べる必要がない」

実際に研究した科学者たちではなく、モンサン

トが送り込んだ人が米国政府の結論を決めてし

まったことが、日本政府の基本姿勢になってい

ます。

・学者の研究費を握っているのが多国籍企業な

ので、多国籍企業に批判的な研究をすると職を

奪われる。でも海外にはそうした学者は多数い

る。

・マスコミの広告を握っているのが広告企業。

その意に反する記事を書くと、職を失う。全国

紙、テレビでは流れにくい。
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日本の食と農が急に変えられようとしている

「世界一、日本を民間企業の活躍しやすい国に

する」

 主要農作物種子法が廃止（2017 年 4 月廃止決

定、2018 年 4 月廃止）され、民間企業の種子産

業への参入がしやすいようにしています。

 農地法も改正され、民間企業の農地取得が促

進されようとしています。農業競争力強化支援

法で、企業がますます農業に参入しやすくして

います。遺伝子組み換えの行き詰まりを打開す

るために、米国政府は、ゲノム編集を 2019 年夏

には強引に解禁させ、日本が追従しようとして

います。ゲノム編集は、基本的に遺伝子組み換

えと変わりありません。

主要農作物種子法とは？

 安定的に優良な品種の米、大麦、はだか麦、

小麦及び大豆の種子の生産を行うための国・都

道府県の責任を規定したもので、公的な種子事

業の基本法となっています。優良な品種の開発、

種子が足りなくなることのないように種子計画

を策定し、優良品種の指定により、優良な品種

を安価に農家に提供できるようにしてきました。 
 主要農作物種子法の成果としては、各都道府

県で計画的に種子が生産され、安価な価格で生

産農家に安定提供してきました。寒冷地でもそ

の土地の気候に合ったおいしく冷害に強い品種

が開発され、安価な価格で提供され、地域の農

業を支え、日本の食料生産を支えてきました。

日本全国で 300 品種以上のコメの多様性を保持

し、主要農作物の種子は国内で完全自給してい

ます。

今後、危惧されること

 種子法廃止によって次のようなことが危惧さ

れます。

❖多様性がなくなる。地域特産の種子がなくな

る。

❖種子が少数企業に独占される。

❖種子の値段が高騰。離農する人が増える。

❖民間企業に種子の知見が払い下げになる。

特に税金で養われた人的資源が寡占企業（国内

外多国籍企業）へ

❖ 農業の中心地域でない都道府県の農業試験

場などが規模縮小、廃止に？

❖ 食料主権（食の決定権）が農民、市民から奪

われ、多国籍企業に握られる。

 種子はライセンス契約となり、種子を買うの

ではなく、種子の生産委託契約（監視も）とな

ります。この他、生育状況の報告義務、立ち入

り点検への承諾と協力が義務化されています。

 また、農業モデルが次のように変わってくる

可能性があります。

❖種子が変わるだけではない。農業のあり方、

食のあり方が変わってしまう。

❖化学肥料・農薬を使った大規模化した農業モ

デルが前提に。

❖決定権は企業に移る。

小規模家族農業こそ解決策！

 大規模企業型農業から小規模家族農業が解決

策として考えられます。農薬や化学肥料依存の

工業型農業からアグロエコロジーへの転換。有

機・アグロエコロジーによる生産をメインに）。

国連では「家族農業の 10 年」2019 年～2028 年

を決定しています。

 国連が、「小農と農村で働く人々の権利に関す

る国連宣言」を採択し（12 月 17 日成立）、種子

の権利を明記しました。

世界が変わり始めた

 土壌の劣化が深刻化する米国では、カバーク

ロップが普及し始め、土が失われるのを防ぎ、

さらに土に炭水化物を提供（土を豊かに）して

います。

 土壌が回復し、化学肥料を減らせ、農薬も必

要なくなっていきます。このことで生産が増え、

農家の収益も上がることに気が付き始めていま

す。

 さらに、化学肥料による汚染で深刻化してい

た水質の悪化が止まります。自治体が農家にカ

バークロップの予算をつけて支援し、カバーク

ロップがもたらす好循環が生まれています。カ
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バークロップ＋不耕起＋輪作脱石油、脱化学農

業を営む農家が 10％を超えてきています。 
給食が地域の食を変えるきっかけに

 世界の多くの国が、学校給食の有機化をめざ

し目標設定をしています。コペンハーゲンは、

ほぼ完全有機を達成し、韓国も地域によっては

ほぼ完全有機となっています。学校給食と地域

農業を結びつけることで、地域の食が変わり始

めています。子どもたちが有機のよさを知り、

大人も変わっていきます。日本では、千葉県い

すみ市（有機米）、木更津市（有機野菜）、石川

県羽咋市（JA による自然栽培）、愛媛県今治市

（国産小麦の活用）が有機への取り組みが始ま

っています。

 そして、地域における生産を活発化させる上

で大きな意味があり、域内消費農作物生産への

大事なインセンティブとなります。土壌流出、

水質の改善、気候変動対策にもつながり、ロー

コストでさまざまな分野にプラスの影響を与え

ることが可能となります。

地方自治は命を守る防波堤

 多国籍企業によるグローバリゼーションが食

のあり方を壊しています。でも地方自治はそれ

から地域の命を守る力があります。種子条例や

卸売市場業務条例、水道条例、農地は、すべて

地方自治で対策を立てられます。

 学校給食も地方自治体が決定権、遺伝子組み

換え・ゲノム編集の栽培規制も自治体で可能で

す。

 地方自治体の連携で、日本全体も変える力に

していく必要があります。

 種子条例に関して、全国各地で農協など農業

団体が、知事に種子条例の継続要請に動き出し

ています。新潟県と兵庫県と埼玉県が独自の条

例で公的種子事業の継続をしています。埼玉県

は、在来種の主要農作物にも踏み込んでいます。

全国の 120 を超える自治体が種子を守ることを

求める意見書が出されています。

公的支援を作り出そう！

 種子採りは大変な作業で、普通の農家では大

変で収入も減ります。民間に任せると多様性が

なくなってしまいます。だから公的種子事業が

大事です。都道府県で多様な種子資源が保存さ

れ、種採り農家も契約で種子採りに専念できま

す。

 あるいは、もう一つの種子のあり方として、

参加型育種があります。

 地域の中で種子採りをする農家と契約して、

その農家の選別作業に他の農家も参加します。

 コミュニティで種子を改良していく方法で、

多くの農家の意向が反映した品質の高いタネを

作ることが可能となります・

まとめ：家族農業の 10 年へ 
 2019 年～2028 年は世界で小規模家族農業を

強化する「家族農業 10 年」です。 
 10 年後にどんな農が必要か、どんな食のシス

テムにしたいか、そこから考え、それに向け、

今、何が必要かを考えましょう。

 地域の家族農業 10 年計画を！給食はキーに

なります。

 学校での栽培、家庭菜園にも大きな可能性が

あります。地域での種苗交換会、地域での朝市

など、個人、団体、行政、さまざまなレベルで

行動しましょう！    （分責：増田純一）

フォローアップ

❖ デトックス・プロジェクト・ジャパン

https://www.facebook.com/DetoxProjectJapan/ 

❖印鑰智哉氏 Facebook
https://www.facebook.com/InyakuTomoya
❖印鑰智哉氏 Twitter
https://twitter.com/tomo_nada

❖参考図書：農文協ブックレット『種子法廃止

でどうなる？ 種子と品種の歴史と未来』

http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54017169/ 

❖ドキュメンタリー映画『遺伝子組み換えルー

レット』

http://parc-jp.org/video/sakuhin/gmo.html 

❖ドキュメンタリー映画『種子−みんなのもの？

それとも企業の所有物？』

http://www.parc-jp.org/video/sakuhin/semillas.html
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「エコプロダクツ川越 2019」出展（8 月 4 日）

ペットボトルロケットの製作 発電いろいろ 環境に配慮した行動チェックシート

パイオニア株式会社のカーナビ分解 東洋大学こもれびの森・里山支援隊 大空に飛び立つペットボトルロケット

 8 月 4 日（日）「エコプロダクツ川越 2019」が

つばさ館で行われました。来場者数は 1,110 名

で、昨年が 1,523 名だったので約 400 名減でし

た。例年の開催日より遅かったのと、開催チラ

シがあまり出回っていなかったこと、酷暑の影

響などが影響しているでしょうか。参加者層は、

幼児連れのファミリーが多かったです。

 かわごえ環境ネットのブースは、ペットボト

ルロケットの製作と飛ばし実験、発電いろいろ、

「環境に配慮した行動」チェックシートを実施

しました。共同出展の「パイオニア株式会社」

のカーナビ分解、「東洋大学かわごえキャンパス

こもれびの森・里山支援隊」の木工作とスズメ

バチの標本展示をワークショップで行いました。

ペットボトルロケットの製作は、1 回目が 4 名

と少なかったものの、34 名の参加者があり、ち

ょっとてんてこ舞いでした。

 東洋大学で捕獲したスズメバチの実物標本は

今年も人気。女の子の方が積極的に手に乗せて

観察していました。他団体の活動をゆっくり見

に行く時間がありませんでしたが、食の関係ブ

ースが増えたように思いました。

以下 協力者に感謝です。

パイオニア株式会社：山田さん、鎌田さん。東

洋大学：大久保さん、仲島さん、舟崎さん、湯

浅さん、木下さん。かわごえ環境ネット：渡辺

先生、村上さん、小林さん、岡さん、山田さん、

関口さん、細田さん、小瀬理事長、宮崎さん、

原嶋さん、武田さん、菊地さん、横山。事務局：

橋本さん、山本さん。    （横山三枝子）

【報告】会員・地域・流域の活動

川越百万灯夏まつり「小江戸川越打ち水風情」に福田の自然水が使われました

NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 7月 27日に「川越百万灯夏まつり」が行われ、

まつりは一番街での打ち水イベント「小江戸川

越打ち水風情」から始まりました。「打ち水風情」

は、埼玉りそな銀行前で川越市長を迎えて、地

球温暖化防止の一環として開催されました。

 この「打ち水風情」に使う水は「自然水」が

必要ということで、福田のクラウドファンディ

ングで堀った井戸水が使用されました。

 打ち水風情を主催した「打ち水風情市民の会」

では、その重要性を次のように語っています。
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 地球温暖化防止への関心を持ってもらうのが

第一の目的ですが、もともと農村地区の囃子方

に山車に乗ってもらい、祝ったのが川越まつり

でした。そして、町と農村の付き合いを継承し

ていったのが川越まつりでした。打ち水風情イ

ベントを契機に、「打ち水」の水源を緑豊かな農

村から取り寄せることは、川越まつりの昔なが

らのやり方に近い形になっていきます。今回は、

川越北部の福田地区、川越東部の仙波地区から、

田園風景にある地下水を用いて、蔵造りの町並

みに柄杓（ひしゃく）で水を撒くことは、意義

深いものでした。都市と農村が結び付く具現的

な形になっていくのではないかと思っています。 
 今後、川越のあらゆる場所の自然水を打ち水

風情で使用できれば、川越全体で環境問題への

意識が向上するのではないでしょうか。

 今後、福田の自然水が「川越百万灯夏まつり」

の「小江戸川越打ち水風情」に使われていくこ

とでしょう。環境という別の側面をもつ農村と

町を結ぶ「打ち水風情」を通して、今後の新た

な展開に期待が持てそうです。

（増田純一）

福田の井戸水を汲むイベントスタッフ 小江戸川越打ち水風情（山田和弘さん撮影・提供）

晩夏の活動（8 月 31 日里山林保全活動） 小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊）

参加者の集合写真 参加者全員でこもれびの森を巡回 ロープワークによる枯損木の伐倒

伐倒後はチェーンソーで玉切り シュロの葉の裏にムモンホソアシナガ

バチの巣がありました

ムモンホソアシナガバチ（殺虫剤を使

用して安全を確保してから撮影）

 8 月 31 日（土）8 時 30 分から 15 時 30 分に

行われた里山林保全活動は、雨天後の蒸し暑さ

の中、12 人での実施となりました。 

 本隊の設立から指導的立場で関わられた塚本

秀貴さんが約 4 年ぶりに参加され、まず、本隊

が管理するエリアを巡回して状況を確認しまし
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た。毎月活動するメンバーでも驚くぐらい植物

が成長しているエリアがありました。

 その後、5 年前の設立時に整備を始めたエリ

アの枯損木の伐倒と下刈りを行いました。塚本

さんが参加され、ロープワークにより長い間懸

案となっていた枯損木の伐倒を集中的に実施し

ました。

 なお、メンバーの一人がムモンホソアシナガ

バチに刺されてしまいました。このハチは、葉

の下に巣を作り気づきにくく、下刈りなどで草

を刈ると、瞬間的に人を刺すようです。3 年前

にも同じハチに刺されたメンバーがおり注意を

促していたのですが、この時期の活動には注意

が必要です。         （小瀬博之）

4 回目の赤間川灯ろう流し 川べりの階段できて盛況（8 月 17 日） 

薄暮の 18:30 から来賓のあいさつ どんどん流れる灯籠 濯紫公園脇で灯籠の回収

 川越の夏の名物行事にしたいと、江戸時代か

らゆかりのあった赤間川灯籠流しが、地元石原

町会の企画で復活し、今年も 8 月 17 日に 4 回

目が行われました。新河岸川上流の石原橋際の

見立寺側に、川際の遊歩道に降りられる新しい

石段ができ、今回の灯籠流しで、参加者の待ち

場所となり、多くの親子でにぎわいました。

 今年は、酷暑も一段落した 18:30 に開会し、

さわやかな風が流れ、浴衣姿の親子連れが見ら

れました。自治会、子ども会、小学校など、各

方面の関係者の挨拶や紹介で盛り上がり、周辺

の交通整理や川岸の遊歩道の案内などは、多数

の地元ボランティアが安全に配慮しました。19
時から順次、灯籠が流され始めました。思い思

いの願いを込めた灯籠が、下流の濯紫公園まで

流れ、ボランティアスタッフが回収し、ろうそ

く、紙、木と分別しました。安全と環境に配慮

した実行委員会の取り組みでした。（武田侃蔵）

今話題の「川のプラごみ講習会」埼玉県水環境課がウェスタ川越で 8 月 26 日に開催 
 「埼玉県から海にごみを流さない!」とうたっ

た埼玉県環境部水環境課の講演とワークショッ

プが、8 月 26 日、ウェスタ川越の 3 階地方庁舎

内の会議室で開かれました。川越市内の「川の

国応援団」の代表が参加しました。新河岸川を

守る会から副会長ら 3 人、南小畔川の山田地区

の代表 3 人、吉田新町自治会から 2 人、過さん、

川越の魅力を育てる会の松村さん、上尾市から

一人の参加がありました。

 新河岸川の宮下橋付近 1km と、上尾市の鴨川

の 3km での川の中のごみを採集した結果の報

告があり、ワークショップを交えた意見交換が

行われました。山田地区の代表は、岸に絡まっ

たごみを取る伸縮自在の用具を持参して、活動

の苦労を報告しました。新河岸川のオアシス横

のアシと河岸樹のひどい景観への対策が全然と

られていない現状の指摘もありました。

 また、ボランティア参加者の拡大につながる

行政の応援を期待する意見が出されました。市

内には、なお多くの川の関係団体がありますが、

横の連絡体制を作り、川越市内の多くの川がき

れいになる、川の関係の国・県・市と市民団体

との連絡組織が望まれます。

（クリーン&ハートフル川越 武田侃蔵）
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【報告】理事会・専門委員会

事業運営委員会

 8 月 21 日（水）16:00-17:30 に第 5 回事業運営

委員会を大黒屋食堂（川越市仲町 5-2）におい

て開催しました。また、17:30-19:30 に同所で懇

親会を開催し、事業運営委員会の委員 6 名に加

えて 3 名の会員の参加がありました。今号では、

委員会後の動きも含めて報告します。 
1. 事業報告 
（1）夏の郊外クリーン活動（7 月 21 日） 
 本紙 8 月号に活動報告済み。今後のスタッフ

増員が課題。 
（2）「エコプロダクツ川越 2019」の出展（8 月

4 日） 
 今号で報告。部屋は 1 つにまとまっていてよ

かった。次年度、ペットボトルロケットを実施

する場合は、もう少しゆとりをもたせたスケジ

ュールを組む。発電は工作ができるとよい。 
（3）夏の懇親会（8 月 21 日） 
 大黒屋食堂で 9 名が参加して実施。飲食を楽

しみながら、多くの話題で盛り上がった。 
2. 事業計画 
（1）2019 アースデイ川越 in 昭和の街（10 月 6
日） 
 協賛事業としてワークショップブースを出展

する。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」から SDGs の取組度をチェ

ックできる Excel ワークシートを開発して来場

者に実施する。対応表を委員で確認する。景品、

プリンタ、テントの必要あり。 
（2）川越まつり会場クリーン活動（10 月 19・
20 日） 
 今号に参加者募集を告知。ブース対応スタッ

フも募集。SNS での情報発信を随時行う。観光

課に長い竹串の規制について連絡。 
（3）「第 1 回 SDGs エコフォーラム in 埼玉」（1
2 月 14 日） 
 東洋大学川越キャンパスで開催。NPO 法人環

境ネットワーク埼玉を事務局とした実行委員会

と東洋大学の共催。午前は東洋大学長の基調講

演。午後は 6 つの分科会。「生物多様性」分科会

において、川越市で活動する団体の登壇の検討

がなされているので対応の必要がある。 
（4）歳末まち美化活動（12 月 22 日） 
 今年から第 4 日曜日の実施。本紙 11・12 月号

で募集。 
（5）第 18 回かわごえ環境フォーラム（2 月 2
9 日） 
 2 月 29 日（土）ウェスタ川越 2 階会議室 1・2
での開催が決定。今号から環境活動報告集投稿

募集、協賛募集。講演会講師・テーマとワーク

ショップの内容を次回の事業運営委員会で検討。

講師についての情報を持ち寄る。 
（6）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 
 8 月 4 日の「エコプロダクツ川越 2019」では

来場者 40 名に実施。7 月 19 日の東洋大学「環

境情報学の基礎」の履修者 226 名に対して実施

し、175 名が回答。10 月 6 日のアースデイで来

場者に実施。 
（7）設立 20 周年記念事業 
 8 月 23 日（金）に南大塚の栗原造園で実施。

おおよその構成と執筆分担をまとめた。 
（小瀬博之）

社会環境部会

 8 月の社会環境部会例会は、久しぶりに川越

市役所地下階の修養室で、8 月 9 日（金）に、

遅れた人を含め 11 人の多数参加で行われまし

た。 

 8 月 2 日（金）に行われた、パッションフル

ーツの 3 回目の講習会の報告がありました。グ

リーンカーテンと言えばゴーヤーと、広く普及

した経過と現状についての討議がありました。
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ゴーヤーの人気が下火になった代わりに、社会

環境部会で 4 年前から行っているパッションフ

ルーツ普及運動などについて意見交換が行われ、

グリーンカーテン普及の重要さを一層啓発する

ため、来年も 4 月、6 月、8 月と今年と同じよう

に実施の方向で決まりました。 
 8 月 4 日（日）のエコプロダクツ川越 2019 に、

社会環境部会として手回し発電機などのエコ体

験参加の報告がありました。 
 9 月 20 日（金）に 25 人募集で実施を決めた

「川越西部地域スタディツアー」について、詳

しい内容の説明が、代表と企画参加の増田知久

さんからありました。 
 環境講演会は、会場のウェスタ川越 1 階の南

公民館の講座室において、11 月 9 日（土）の 9:
30 から、埼玉県環境科学国際センターの嶋田研

究企画室長の「埼玉 進む温暖化 現状と対策」

の講演を第 1 部に、続いて第 2 部として「2050
年のエネルギー社会シミュレーション」を決定

しました。担当の宮﨑さんを中心に、60 名の参

加者を目標としてPRに努めることにしました。 
 次回の例会は 9 月 13 日（金）13:00 より福田

ビル 3 階で行います。 
（社会環境部会代表 武田侃蔵）

【予告】かわごえ環境ネットのおしらせ・主催・後援・出展行事

【トピック①】小畔川流域を巡るスタディツアー（9 月 20 日、会員限定）社会環境部会

 
日時：9 月 20 日（金）8:30-16:00、集合時間・場所：8:15 ウェスタ川越南

公民館入口付近（川越市新宿町 1-17-17） 
 100km2を上回る広い川越市は、中心部のにぎやかな市街地とともに、水

と緑に恵まれた広々とした郊外を持っていますが、近年の開発で昔の景観

が失われています。昨年の東部地域に続いて、今年はなぐわし公園と近く

にある荒川上流河川事務所の無線受信塔の途中まで登って小畔川や周辺の

景観を眺望したり、尾崎神社からさざんか通り、つばき通り、富士塚、雑

木林の姿などの昔の写真と現状を対比したりして、これからの環境保持に

向けての意見交換を交

えたワークショップを、

新設の霞ヶ関西公民館

で行います。そのあと、

笠幡駅前の整備を見て、

2020 年の東京オリン

ピックのゴルフ会場の

霞ヶ関カンツリー倶楽

部を回り、入間川の親

水公園、川越市場など

を回る予定です。 
 バス代が 2,000 円か

かりますが、8 ページ

にわたる解説冊子も用

意、参加者に十分満足

いただけるよう工夫し

ております。25 名の定

員まで若干名余裕があ

りますので、早めにか

わごえ環境ネット事務

局（Tel.049-224-5866）
に申込みください。 
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【トピック②（後援・出展）】2019 アースデイ川越 in 昭和の街『ミライをつくる日』

 
日時： 10 月 6 日（日）10:00-16:00 
場所：蓮馨寺境内（川越市連雀町 7-1） 
 21 回目を迎える「アースデイ川越」。今年は

『ミライをつくる日』をテーマに、SDGs（持続

可能な開発目標・持続可能な世界を実現するた

めの 17 のゴール）の理解を深めるための提案を

中心に展開します。少年少女国連大使による S
DGs の啓発活動やエネルギー問題、環境問題、

防災、貧困、LGBT など、さまざまな SDGs の

課題を取り上げたブースやワークショップ、ラ

イブステージなどで、楽しみながら学べる一日

です。みなさまのご来場をお待ちしております。 
 かわごえ環境ネットでもワークショップを実

施します。さまざまなイベントで実施している

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」からあなたの SDGs 貢献度を評価

する新たなワークシートを作成しています。環

境の側面から SDGs の取組を評価することで、S
DGs を身近に感じてもらいます（景品あり）。 
 情報が入り次第、詳細な情報を Facebook ペー

ジ、Twitter でお伝えします。また、開催寸前で

すが、本紙 10 月号でもお伝えする予定です。 

     
 Facebook ページ     Twitter   

【トピック③】川越まつり会場クリーン活動（10 月 19・20 日）参加者・スタッフ募集

 

 第 4 回川越まつり会場クリーン活動の参加者

を募集します。 
 川越まつりは、江戸「天下祭」を今に再現し

た山車行事。精巧な人形を乗せた絢爛豪華な山

車が、小江戸川越の象徴である蔵造りの町並み

を中心に、町中を曳行（えいこう）されます。

何台もの山車が辻であいたいし、すれ違うさま

はそのスケールの大きさに、見物客を圧倒しま

す。 
 昨年は観光客数 96 万 6 千人、今年も多くの観

光客が訪れると予想されます。 
 会場クリーン活動の目的は、多くの観光客に

気持ちよくお祭りを楽しんでいただくために行

うものです。 
 赤いハッピを着て、会場クリーン活動に参加

しませんか。昨年の参加人数は、1 日目の 20 日

が 127 名、2 日目の 21 日は 75 名、両日合計で 2
02 名となり過去最高でした。 
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★川越まつり会場クリーン活動の概要 
・開催日：10 月 19 日（土）、20 日（日） 
・集合場所：川越市中原町 1-2-11 東側地先 
の「かわごえ環境ネット」テント 
・活動時間：11:00 から 21:00 までの 2 時間単位 
・活動場所：川越まつり会場と周辺（時間帯によ

り活動場所が変わります） 
・申込先：渡辺 電話・Fax.049-242-4322、菊地 

携帯 080-5546-2362、E-mail: kikum.autumn@gmail.
com 
・その他：活動用の赤いハッピとクリーン活動用

の道具を用意しております。 

★川越まつりクリーン活動スタッフ募集 
 昨年は活動参加者が多く、受付業務、参加者

の傷害保険のための名簿作成、分別収集の仕方

やコース案内など、3 人スタッフは食事の時間

や休憩もあまり取れず大忙しでした。嬉しい悲

鳴でした。 
 つきましてはスタッフを増員したく、ご協力

いただける方を募集いたします。 
 時間は 13:00 から 18:00 の間で、人員は両日

それぞれ 2 名以上の方を募集いたします。よろ

しくご協力のほどお願いいたします。 
（菊地三生）

【トピック④】「第18回かわごえ環境フォーラム」（2月29日開催）環境活動報告投稿・発表者募集

 
前回の環境活動報告会の様子 

 
前回のワークショップの様子

 本年度のかわごえ環境フォーラムは、2020 年

2 月 29 日（土曜日）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ワー

クショップを開催します。 
 この行事は、各々の環境活動と役割を相互に

理解し、川越市の望ましい環境像実現のための

取組がいっそう活発になることを期待して毎年

開催しているものです。 
 今回も、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 18 日（月）、レポ

ート投稿期限は 12 月 16 日（月）です。 
 募集要項は、会員のみなさまには本号に同封

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.kawagoeka
nkyo.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⑤】「第 18 回かわごえ環境フォーラム」ご協賛のお願い 

 上記トピック④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 18 回かわごえ環

境フォーラム」開催に合わせて発行します。 
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 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。 
 本会会員事業者には、9 月の郵送資料におい

てご案内をお送りしております。会員外の事業

者等からも協賛を募集します。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.049-224-5866、E-mail: kan
kyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp）までお問い

合わせください。  
2019 年開催の「第 17 回かわごえ環境フォーラム」のちら

し（社名掲載）と報告集の表紙（巻末等に広告掲載）

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：9 月 9・23 日、10 月 14・28 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：10 月 1 日・11 月 5 日（火）9:00-12:00 
場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 
問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 
★小畔川魚とり遊び 
日時：9 月 22 日（日）9:30-12:00 

場所：かほく運動公園（川越市霞ヶ関北 6-30-1）
そばの小畔川 
会費：100 円 
定員：先着 20 名（小学生以下は保護者同伴） 
申込：9 月 2 日から環境政策課（049-224-5866） 

＊申込者数が定員に達したため、受付を終了い

たしました。 
 小畔川の自然を考える会と共催 
★かわごえ生き物観察会 
日時：9 月 28 日（土）9:30-12:00 
会場：川越水上公園（川越市池辺 880） 
申込：9 月 3 日から環境政策課（049-224-5866） 
 川越市と共催

 

会合 
●社会環境部会（2019 年 9 月度） 
日時：9 月 13 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 10 月 11 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 9 月度） 
日時：9 月 13 日（金）15:00-17:00  
場所：福田ビル 3 階会議室（川越市郭町 1-2-3） 
＊次回は 10 月 11 日（金）15:00-17:00 同所 

＊会員はどなたでも参加できます。 
◆設立 20 周年記念事業実行委員会出版専門委

員会（第 3 回） 
日時：9 月 25 日（水）13:30-15:30 
場所：栗原造園（川越市南大塚 4-5-3） 
◆事業運営委員会（2019 年度第 6 回） 
日時：9 月 27 日（金）13:00-14:00 
場所：川越市役所地階修養室（川越市元町 1-3-
1） 
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＊次回は 10 月 23 日（水）9:00-10:00 福田ビル 3
階会議室 
◆理事会（2019 年度第 6 回） 
日時：9 月 27 日（金）14:00-16:00 
場所：川越市役所地階修養室 
＊次回は 10 月 23 日（水）10:00-12:00 福田ビル

3 階会議室 
◆広報委員会（2018 年 10 月度） 
日時：10 月 2 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 
＊次回は 11 月 6 日（水）9:00-10:00 同所 

【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
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：9 月 14 日（土）・10 月 12 日（土）・11 月

9 日（土）9:30-12:30 ごろ（11 月は芋煮会です） 
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） 
2019 年度予定表 

月 日 活動内容予定 
9 14 ブロッコリー、キャベツ畑の片付け 
10 12 大根畑の片付け、ビニールはがし等 
11 9 里芋畑の片付け 芋煮会 
12 14 大根畑の片付け等 
1 11 雑木林の手入れ 

 
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。 
◎稲刈り 
日時：9 月 21 日（土）9:00-12:00 ごろ（当初よ

り 1 週間遅れました。予備日はありません。） 
場所：CO 江戸かわごえ初雁の里（福田田んぼ） 
ナビで川越市福田 310 を目指してください。 
参加費：会員無料、一般 1000 円（中学生以上） 
◎定例会（田んぼ懇談会） 
日時：9 月 28 日（土）15:00-17:00 
場所：ウェスタ川越 2 階 市民活動・生涯学習施

設 和室（川越市新宿町 1-17-17） 
 かわごえ里山の活動状況説明と田んぼ談義を

行います。会員もそうでない方も、活動に興味

のある方はどなたでも参加いただけます。 
◎収穫祭・（予定）講演（かわごえ里山会員限定） 
日時：10 月 12 日（土）10:00-15:00（9:30 受付

開始） 
場所：川越市北部地域ふれあいセンター（川越

市山田 1578-1） 
参加費：かわごえ里山会員 1,000 円程度、小学

生は 500 円を予定（当日入会も受付） 
 会員自らが作り上げて収穫をお祝いします。

参加希望者はお名前、参加人数（大人・子ども

区分明記）を hatsukarinosato@googlegroups.com
あてにお知らせください。料理のコアになる支

援要員も募集。 

      
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： 10 月 5 日・12 月 7 日（土）8:30 集合-1
6:00 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、

希少植物の保護、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。 
◎「第 10 回こもれび祭」里山体験と木工教室 
日時：11 月 3 日（日）・4 日（月・祝）10:00-16:
00 
場所：東洋大学川越キャンパス 7 号館 1 階「物

創り工房」 
内容：森をめぐるツアー、木工教室（こもれび

の森の資源を使った名札づくりなど）、体験展示

（丸太切り体験やかんながけ体験）、木工教室や

体験展示のおみやげなどがあり、子どもから大

人まで楽しんでいただけます。予約不要、入退

場自由ですが、数に限りがありますので早めに

お越しください。 
＊Web サイト（組織概要・開催案内・開催報告） 
https://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  

2019 年度予定表 
月 日 活動内容予定 
10 5 8:30-16:00,里山林保全活動 
11 3・4 10:00-16:00,第 10 回こもれび祭出展「里山

体験と木工教室」 
12 7 8:30-16:00,里山林保全活動 
1 11 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（9 月 20 日は中止） 
日時：10 月 1 日（火）・18 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：9 月 8 日・10 月 13 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： 9 月 28 日・10 月 26 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（090-2521-5770）へ。 
①9 月 22 日（日）9:00-11:00。新河岸川下流、

旭橋右岸集合。上下河岸清掃。11:00 旭橋左岸下

流側たもと空き地で分別、解散。 



月刊 かわごえ環境ネット 2019 年 9 月号 No.155 

- 19 - 

②10 月 27 日（日）9:00-11:00。新河岸川起点近

くの八幡橋。月吉陸橋下まで清掃。近くの広場

で分別して解散。

 
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） 
 当会では、小畔川の八幡橋下流域の定点調査

を中心に、魚類や水生昆虫などの調査を続けて

います。いつも何かしら発見がありおもしろい

です。ウェダーや網などは当会で用意いたしま

す。 
 9 月は魚とりイベント（本紙 16 面の自然環境

部会主催事業参照）、10 月は宮沢湖源流域の魚

類調査です。 
2019 年度活動予定 

月 日 曜日 活動内容予定 
9 22 日 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 宮沢湖源流域 
11 10 日 10:00-12:00 八幡橋魚類調査 
12 8 日 10:00-12:00 川歩き 

 
松岡壽賀子（社会環境部会） 

問い合わせ：高階南公民館（Tel.049-245-3581） 
◎かんきょうサロン 
日時：9 月 19 日（木）10:00-12:00 
会場：高階南公民館 1 階会議室 1 号または実習

室（川越市藤原町 23-7） 
参加費：無料 

 今回のテーマは、「健康と環境とお財布にやさ

しい生活術の話と洋服のリフォーム」です。使

わなくなったYシャツやセーターをブラウスや

カーディガンなどに作り変えて再利用していま

す。

持ち物：使わなくなった下記の服、裁縫道具 
 

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） 
①9 月 8 日（日）10:00-12:00 
 残暑が続きますが野鳥の世界では秋、渡りの

季節です。シギやチドリの仲間が羽を休めてい

ます。 
②10 月 13 日（日）10:00-12:00 
 ダイサギ、チュウサギ、コサギのほか、一番

多くの種類の見られる月です。カモも先発隊が

飛来しています。

広報委員会からのおしらせ
●本紙への原稿投稿を受け付けています 
 2019 年 10 月号（No.156，10 月 1 日発行予定）の掲載原

稿は、9 月 15 日（日）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.kawagoe
kankyo.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（9 月 4 日〜11 月 2 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 

9/4 
 

9/5 
 

9/6 
 

9/7 
◎13:30新河岸

川広域景観づ

くり連絡会活

動発表・講演会 
9/8 
◎9:00 アユ漁

体験と魚捕り

（越辺川） 
◎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 

9/9 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

9/10 
 

9/11 
 

9/12 
 

9/13 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

9/14 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

9/15 
○本紙10月号

投稿期限 

9/16 
敬老の日 

9/17 
 

9/18 
 

9/19 
◎10:00 かん

きょうサロン

（松岡） 

9/20 
●8:30 小畔川

流域を巡るス

タディツアー 

9/21 
◎9:00稲刈り（か

わごえ里山） 

9/22 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
★9:30 小畔川

魚とり遊び 

9/23 
秋分の日 

★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

9/24 
 

9/25 
●13:30設立 2
0 周年記念出

版専門委員会 

9/26 
 

9/27 
★13:00 事業

運営委員会 
★14:00 理事会 

9/28 
★9:30かわごえ

生き物観察会 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
◎15:00定例会

（かわごえ里山） 
9/29 
 

9/30 
 

10/1 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

10/2 
◆9:00 広報委

員会 

10/3 
 

10/4 
 

10/5 
◎8:30里山林保全

活動（こもれび隊） 

10/6 
★10:00-16:00
アースデイ川

越 in 昭和の街 

10/7 
 

10/8 
 

10/9 
 

10/10 
 

10/11 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

10/12 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
◎10:00収穫祭

（かわごえ里山） 
10/13 
◎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 
◎10:00宮沢湖

源流域魚類調査 

10/14 
体育の日 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

10/15 
○本紙 11 月号

投稿期限 

10/16 
 

10/17 
 

10/18 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

10/19 
★11:00-21:00
川越まつり会場

クリーン活動 

10/20 
★11:00-21:00
川越まつり会場

クリーン活動 

10/21 
 

10/22 
即位礼正殿の儀

の行われる日 

10/23 
★9:00 事業運

営委員会 
★10:00 理事会 

10/24 
 

10/25 
 

10/26 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

10/27 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

10/28 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

10/29 
 

10/30 
 

10/31 
 

11/1 
 

11/2 
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