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【コラム】社会環境部会から提言（10）ごみ出しのルール違反 またまた暗転！ どうしたら解決へ

 
7 月ごろから分別しないで出す人が 

 
可燃ごみの日に段ボールの箱を 

 
常習？ドリンクの空きびんと空き箱

＜かわごえ環境フォーラムで発表＞まちなかの

ポイ捨てごみ拾いを続けて 20 年、合わせて、ご

みの不法投棄などの解消への活動を続けてきま

した。その中で、川越駅東口の川越街道交差点

手前の菅原町 3 番地、駐車場横の家庭用ごみ収

集場が、永年の間、いつもごみが残り、きれい

になっていませんでした。川越市議会副議長ま

でした人が自治会長としてごみ出しの正常化に

努めましたがダメで、ごみのない日はありませ

んでした。環境推進員協議会の副会長をした町

内の人も、市の部署にたびたび対策を要望し、

ごみ出しの啓発看板等を付けたりと努力しまし

たが解決しませんでした。この実情と解決への

活動を「ごみはごみを呼ぶ」と題して、好転し

た状況をかわごえ環境フォーラムで発表しまし

た。 
＜住民の嘆きの声＞このごみ出しのルール違反

には、啓発の看板などは少しも役に立ちません

でした。下の写真のように近くの住民が片づけ

ても、後を絶たない不法投棄に怒りを持って張

り出されたものです。 

 
家庭用ごみ収集場の張り出し 

 この人が、具体的にどんな行動をしたかわか

りませんでした。このように意欲のある人が、

自治会などを通して、環境推進員らと共同で活

動してくれればありがたかったところです。気

軽に市民が連携し合う機運がほしいところです。 
＜ルール違反のごみは出しっぱなし＞ごみ出し

のルール違反をやるのは、近くの小飲食店や外

国人などらしいとは推察されても、実際の現場

を確認しないと対応が取れません。ルール違反

で警告の赤いラベルを貼られたごみ袋は、収集

の市の立場からは、出した人が警告ラベルを見

て「持ち帰る」のが原則だとの返答でした。し

かし実際は、赤いラベルが貼られたごみ袋が残

っていると、翌日にはポイ捨てごみなどが増え

ていました。「ごみがごみを呼ぶ」現象です。市

の言う通りに、ルール違反のごみを出した人が、

取り残されたごみを引き取りに来ることはまず

ありません。これが実際です。 
＜ごみはごみを呼ぶ・片づけ第一＞この悪循環

を断ち切るには、赤いシールが貼られたごみで

も片づけなければなりません。幸い、隣の法律

事務所で、自社ビルの裏に、一時的に隠すこと

を了解してくれました。毎日、この 3 番地前を

通ってポイ捨てごみがあれば、隣のビル裏に隠

し、黄色のごみ散乱防止ネットを塀にかけて道

路をきれいにする活動をこの 2 年続けました。 
＜暗転！7 月からルール違反のごみ出し連続＞

しかし、この 7 月初めから、可燃ごみを出す日

に、分別しないでかんやペットボトルなどが入

った大きな袋が 3 つくらい出されるようになり

ました。8 月上旬に、町内の環境推進員 3 名と、

朝早く 5 時から見張りに現場に向かいましたが、

すでに 2 袋が出されていました。誰が出したの

か！それからは、毎回違反シールの貼られたご

み袋が残されています。対策は次回に報告。 
（クリーン&ハートフル川越 武田侃蔵）
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【コラム】川越の自然をたずねて（78）この夏のキツネノカミソリ

 
市民の森 8 号地 2019 年 7 月 26 日撮影 

 キツネノカミソリ（狐の剃刀、ヒガンバナ科）

は、埼玉県レッドデータブックで「準絶滅危惧

種（NT）」に指定されていて、生息地が限られ

ています。川越市の自生地は、公有地では市民

の森 8 号地（借地）、池辺公園、安比奈親水公園、

川越水上公園、河越館跡の斜面帯などに群落が、

移植されたものでは仙波河岸史跡公園、市民の

森 1 号地にわずかにあります。園芸目的で採

掘・販売されることがあるので、個人の領域に

も見られます。川越の場合は入間川沿いの樹林

地に群落があり、水分がほしい種なのでしょう、

乾燥気味の福原の雑木林では見られません。 
 かわごえ環境ネットがキツネノカミソリに関

わるようになったのは、池辺公園が開園の際、

キツネノカミソリが自生していることがわかり、

公園整備課の依頼を受け保全活動をすることに

なったのがきっかけです。それが 2008 年（平成

20 年）ですから、かれこれ 10 年以上になりま

す。この間、生態調査・播種による増殖・周辺

草刈りなど慈しみ保護してきましたが、なかな

か増えるということもなく、やっと現状維持と

いう状況です。他の生息地も視野に入れながら、

これまで調査してきたことをお知らせします。 
 キツネノカミソリの開花時期は年・場所によ

って変化があります。この夏は、早いものでは

7 月下旬に開花し、その後、9 月初旬まで花が見

られました。例年ですとお盆の 8 月中旬にほと

んどが開花し終わる、というパターンが多いで

す。このところ夏場の異常気象が年によって出

方が違うので、植物にも異変があるのかもしれ

ません。 
 キツネノカミソリの生活史は、ちょっと変わ

っています。早春、雑木林の上層の樹木がまだ

葉を展開していない時、林床には光が十分当た

り、地表面も温められます。この時期にキツネ

ノカミソリは、葉をグングンのばし光合成で栄

養を蓄え、樹木が葉をつけ林床が暗くなる 5 月

頃には葉は黄変し、枯死してしまいます。 
そして、暑くなる 7 月下旬ころから花茎をのば

し、オレンジ色の鮮やかな花を開きます。だい

たい 1 週間ほどで花は終わり、後には黒い種子

をつけます。これがヒガンバナとの相違点で、

この種子がこぼれて繁殖しますが、地中に球根

が形成され、花が咲くまでは 5 年以上かかり、

あまり繁殖力のある種とはいえないようです。

また、花が咲くのは全体の 3 割くらいで、すべ

ての球根から咲くわけではありません。以下に

キツネノカミソリのライフサイクルの概略とそ

れぞれの生息地の実態を記します。 
（自然環境部会 賀登環）

 
キツネノカミソリのライフサイクル

川越のキツネノカミソリ生息地

市民の森 8 号地 池辺公園 川越水上公園 安比奈親水公園 河越館跡斜面帯 
川越では最大の群

落。10,000 株近くあ

ると推察。 

公園全体に点在して

いる。株数は 1,000 ぐ

らい。開花数は、今年

は 50 ほど。 

公園全体に点在。株数

は未確認だが池辺公

園よりかなり多い。 

北東の雑木林の中に

点在。数は多くない。 
館跡広場の向い側ゴ

ルフ場わきの斜面帯

に 500 株くらい。 

� � � � � � � 	 
 �� �� ��

��� ��� ���



月刊 かわごえ環境ネット 2019 年 10 月号 No.156 

- 4 - 

 
9 月ごろ、種ができた 

 
種は 3㎜くらいの黒色 

 
左から播種後 3,4,5,6 年目の鱗茎

【コラム】川越の「宝」をたずねて（4）川越の蔵造り

 
陶舗やまわ付近の町並み 

 
大沢家住宅と笛木醤油「平成の蔵」 

 
仲町交差点付近の町並み 

 コラム“川越の「宝」をたずねて”は、「かわ

ごえカフェ 2019」のテーマ、「川越（と周辺地

域）の宝を掘りおこそう」で、参加者のみなさ

んと作成した“川越のお宝マップ”の地点を紹

介していくコラムです。 
今月のお宝紹介は、「川越の蔵造り」 
 歴史を感じさせる町として今や年間 700 万人

もの観光客が訪れる川越一番街の蔵造り建造物。

そもそも蔵造りを保存しようと機運が高まった

のは、1971 年にさかのぼるのではないでしょう

か。川越の中心市街地にある最古の蔵造り建築

とされる大沢家住宅が国の重要文化財に指定さ

れたからです。当時は開発ムードが優勢の時代。

そんな時代に舵をきり、歴史的な建造物を保存

していく流れになっていったのは、建築家らの

声だけでなく、1973 年川越青年会議所が保存活

動に向けて、市に対し景観条例制定の提案を行

ったり、1975 年に文化財保護法が改正され「歴

史的建造物群保存地区（伝建地区）制度」が導

入されたりしたことも大きいと思います。 
 後藤治+オフィスビルディング研究所の著書

「伝統を今のかたちに」（白揚社新書）によると、

保存活動が包括的に行われるようになってきた

のは 1983 年に川越蔵の会（現 NPO 法人）が発

足してからだろうと記載されています。保存に

積極的な行政や青年会議所、建築家ら以外にも、

蔵造りの所有者や商店街の関係者などが幅広く

参加することで全体的な方向性が決まっていっ

たと書かれています。今の蔵造りの町並みは、

数十年も前の川越市民の保存活動のおかげです。

まさに宝ですね。 
 重要文化財の大沢家住宅もある蔵造り通りへ

は、川越駅（本川越駅）から「蔵のまち」経由

の東武バスまたは小江戸名所めぐりバスの「仲

町」「一番街」「札の辻」下車、小江戸巡回バス

「蔵の街」下車で行くことができます。 
（飯島希） 

 
川越一番街商店街付近の川越の「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 
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 社会環境部会

 
参加者の集合写真 

 秋の気配を感じるすがすがしい 9 月の晴れの

日、24 名のかわごえ環境ネットの会員にご参加

いただき、「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」を実施すること

ができました。ウェスタ川越を出発し、川越橋

を越え、河越館跡、なぐわし公園、小畔水鳥の

郷公園、御伊勢塚公園、尾崎神社、笠幡の田園

地帯など、小畔川の流域において貴重な自然が

まだ残る場所を、社会環境部会の武田さんのガ

イドの下、バスで巡りました。途中、JA いるま

野名細支店の屋上と荒川上流河川事務所入間川

出張所の監視塔に上り、普段なかなか見ること

のない高所からの小畔川の眺めを堪能すること

ができ、参加者には満足いただけたことと思い

ます。 
 午後の部では、今年 4 月に開設されたばかり

の霞ヶ関西公民館にて、「かわごえの未来に伝え

ていきたい風景を考える」というテーマで意見

交換会を行いました。川越市の環境目標では、

「自然を大切にし、共に生き、次の世代に引き

継ぎます」という環境共生の視点からの目標が

掲げられています。しかし、実際わたしたちが

暮らすまちにおいて、どのように自然と人々の

生活が共生しているかの具体的なイメージが見

えてきません。そこで、今回の意見交換会では、

これまで川越で自然保護関連の活動をしてこら

れた参加者のみなさんがこれからの世代に残し

ていきたい風景、大切に育んでいきたい風景を

表現できればという意図でテーマを設定しまし

た。意見交換会中、参加者は思い思いに川越の

自然の未来像や、自然との関係が希薄になりつ

つある課題について活発に意見を交わしていま

した。当日は、4 チームに分かれてそれぞれ成

果を作成しましたが、本誌では全チームの成果

をまとめたものを以降 2 ページにわり掲載させ

ていただきます。ただし、紙幅の関係上、掲載

しているのは全意見ではない点と、一部意見を

変更している点をご了承ください。 
 意見交換会後は、2020 東京オリンピックのゴ

ルフ競技会場である霞ヶ関カンツリー倶楽部と

川越総合卸売市場を見学し、無事にツアーを終

えることができました。 
 参加者のみなさまには、本企画を通して、こ

れまで川越の市民が育んできた大切な水と緑の

魅力を再認識する機会になっていただけました

ら幸いです。これからも社会環境部会では、川

越の自然の魅力を少しでも多くの市民に伝え、

共に育てていくための仲間を増やすことができ

るような試みを企画していきたいと思っていま

す。 
 最後にこの場を借りまして、今回の企画にご

協力及びご参加いただいたみなさまに、心より

お礼申し上げます。      （増田知久）

 
御伊勢塚公園 

 
JA いるまの名細支店屋上からの眺め 

 
意見交換会の様子
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私たちのまちで未来に伝えていきたい風景（川越西部地域編） 
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私たちのまちで未来に伝えていきたい風景（川越全域編）

◆かわごえ環境ネット会員募集 会員になると、本紙「月刊かわごえ環境ネット」な

どの情報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。仲間も

作れます。年会費は個人会員 1,000 円、団体会員 2,000 円です。詳細は、かわごえ環

境ネット事務局か Web サイト（https://kawagoekankyo.net）へ。 
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小畔川魚とり遊び 小畔川の自然を考える会・自然環境部会

 昨年は 7 月に開催しましたが、猛烈な暑さで

熱中症になるかと心配されるほどでしたので、

今年は 2 か月ずらして 9 月 22 日（日）に開催い

たしました。今年も台風が多く 9 月に入っても

雨模様の日が続き、小畔川の水量も多めに推移

していて、開催は危ぶまれる状況でしたが、こ

の数日間、雨のない日が続きどうやら水量も減

り、無事「かほく運動公園」前の小畔川水辺再

生ゾーンで行うことができました。 
 このイベントは、参加受付初日の数時間で定

員いっぱいになり、その後もキャンセル待ちが

続くという人気でした。川越は川に恵まれてい

ますが、なかなか川遊びのできる所やチャンス

がないのかも知れません。当日は 23 人の親子

連れ、かわごえ環境ネットから 11 人のスタッフ

で安全対策万全です。水温 21℃、気温 24℃で快

適な状況です。最年少は 4 歳の女の子。大丈夫

かなと心配でしたが、網を上手に水辺に差して

危なげない様子でした。たぶん、すでに家族と

経験しているのでしょう。 
 岸辺のアシが生えているところに網を立てて

「ガサガサ」を開始です。すぐに採れるのがヌ

カエビ（カワリヌマエビと専門家は言う）、スジ

エビ、小魚。あちこちで同時展開なので、魚も

ビックリでしょう、次々とかかってきます。オ

イカワ、コクチバス、ニゴイなどなど 5cm くら

いのがよく採れます。投網を試みると 20cm く

らいのゲンゴロウブナ（ヘラブナ）が入りまし

た。ここでの調査ではよく採れていますのでか

なりの生息数なのでしょう。小畔川には目視で

大きなコイ、ブラックバス、ヘラブナ、ブルー

ギルと大食漢がたくさんいますが、小さなエビ、

小魚もたくさんいますのでこれらが養っている

のでしょう。他にはヤンマ系、ハグロトンボの

ヤゴ、ミシシッピアカミミガメなど実に多様な

生き物がかかりました。 
 本日の大捕物は“巨大スッポン”。スタッフの

大友さんと子どもたちで網に追い込んだのだそ

うです。ナント、甲羅長が 22cm もあります。

スッポン鍋だと一体何人前になるでしょうか。

昨年は 30cm を超えるカムルチーが捕り物でし

たが、今年はスッポンです。あ～来年は何がか

かるのかな、楽しみ～。 
（賀登環）

 
ガサガサ開始 

 
またエビだ 

 
撮れた魚の鑑定です 

 
これはカマツカです 

 
でかいスッポン！ 22cm 

 
川に帰るスッポンを見送り 

 

◆「月刊かわごえ環境ネット」投稿募集 毎月上旬発行の月刊紙です。会員への郵送

と公民館等のラックでの紙版（500 部ほど）と、PDF ファイルのインターネット版を

発行しています。原稿の締切は毎月 15 日。詳細はかわごえ環境ネット事務局まで。 
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【報告】会員・地域・流域の活動 
稲刈りと「SAVE JAPAN プロジェクト」 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 
稲刈支援に精を出す会員たち 

 
収穫米と稲刈り真っ最中の田んぼ 

 
田んぼに生息する絶滅危惧種の 
「ミズワラビ」（水生シダ）

 福田の田んぼの稲刈りは 9 月 21 日に予定さ

れていましたが、連休 3 日間の雨模様という天

気予報で中止せざるを得ませんでした。しかし、

予報に反して連休中日の 22 日は晴れで、農家

さんの稲刈りは一旦始まると、稲刈り―乾燥－

籾摺り―袋詰めと一連の流れに乗らないといけ

ないので待ってはくれません。急きょ、稲刈り

ということになりました。 
 大勢の助っ人もあってスムーズに稲刈りがで

き、去年にも増して、反当り 5.5 俵（330kg）の

収穫で無農薬田んぼとしてはよい収穫量でした。 
 さて、話題をかえてかわごえ里山イニシアチ

ブでは、さいたま NPO センターの協力を得て 2
019 年 10 月から 2021 年 3 月（1 年 6 か月）の

間の「SAVE JAPAN プロジェクト」の参加企画

が進行中です。 
 これは、日本 NPO センターが損保ジャパン

日本興亜の協賛で行う「SAVE JAPAN プロジェ

クト」に、さいたま NPO センターとの協働で実

施するというものです。 
 プロジェクトでは、これまで「愛知ターゲッ

ト」達成を目標として絶滅危惧種の保全を対象

にした事業を主に行ってきましたが、これから

は、活動団体の参加者が生物多様性保全活動に

「主体的・継続的」に関われるように基盤強化

が求められることになりました。 
 具体的には、マコモプロジェクトとして、マ

コモ栽培、食と健康、マコモ田んぼ文化の 3 つ

のチームを作り、この中で講習会などを行って、

団体の参加者を増やし、自立的に関わることの

できる人材を育てるというものです。 
 私たちは、水田やマコモ田で農薬を使わない

お米作りやマコモ栽培で生物多様性の保全を行

いながら、絶滅危惧種の保全だけではない普通

の生きものが普通に生息していける田んぼを目

指しています。プロジェクトでは、基盤強化は

もとよりそのような田んぼを目指していきます。 
 準絶滅危惧種と言えば、農作業に来た会員が、

田んぼの畔に近いところに「ミズワラビ」（水生

シダ）がたくさん生えていたのを発見してくれ

ました。これは埼玉県の準絶滅危惧種で、農薬

を使うと死滅するそうです。ミズワラビが無農

薬水田であることを証明してくれています。 
（増田純一） 

 
SAVE JAPAN プロジェクト 
（http://savejapan-pj.net） 

 

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

 9 月 27 日（金）13:00-14:00 に第 6 回事業運営

委員会を、同 14:00-16:00 に第 6 回理事会を福田

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
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します。 
（1）2019 アースデイ川越 in 昭和の街への出展 
 10 月 6 日（日）に蓮馨寺で行われる同行事で

本会が出展する「環境に配慮した行動×SDGs
チェックシートをつけよう」の概要を確認しま

した。また、事業運営委員会においてチェック

シートの見直しを行いました。 
（2）川越まつり会場クリーン活動 
 10 月 19・20 日の活動内容を確認するととも

に理事への協力を求めました。 
（3）環境講演会 
 11 月 9 日（土）にウェスタ川越で開催される

社会環境部会主催の環境講演会「埼玉 進む温暖

化 現状と対策 2050 年のエネルギーの未来を

予測する」内容を確認しました。 
（4）第 1 回 SDGs エコフォーラム講師派遣 
 12 月 14 日（土）に東洋大学川越キャンパス

で開催される同行事の「生態系・生物多様性」

分科会へ自然環境部会の代表である賀登副理事

長の講師派遣依頼があり、受諾しました。 
（5）第 18 回かわごえ環境フォーラム 
 2 月 29 日（土）にウェスタ川越で開催する同

行事の講演会の講師候補者を決定し、小瀬が候

補者に連絡を取って確認することになりました。 
（6）設立 20 周年記念事業 
 本会は、2020 年度の設立 20 周年記念事業と

して、2011 年に発行した「川越の自然」の新訂

版を企画しています。9 月 25 日（水）に第 3 回

設立 20 周年記念事業実行委員会出版専門委員

会を南大塚の栗原造園で実施し、進捗状況が報

告されました。 
（7）会員動向 
 個人 5 名と事業者 1 名が入会し、個人 2 名が

退会しました。9 月 27 日の会員数は、個人 14
0、民間団体 27、事業者 24、行政 1 の合計 192
会員となりました。 

（小瀬博之）

社会環境部会

 9 月の社会環境部会例会は、13 日の金曜日に

福田ビル 3 階で、11 人の参加で行われました。 
 最初に、8 月 21 日に行われた事業運営委員会

の報告がありました。次いで、社会環境部会の

担当コラムの題材や執筆者等の意見調整を行い

ました。10 月号と 11 月号は、かわごえ環境フ

ォーラムでごみ問題を 2 度も発表していながら、

対策が前進しない実情を 2 回にわたって問題提

起し、12 月号は松岡さんが公民館講座の一端を

紹介することになり、その先の分担等を次回で

検討することにしました。 
 次いで、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ーツアー」につい

て参加状況と、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、特にグループ

での意見交換会の方法での提案もありました。 

 11 月の環境講演会は、11 月 9 日（土）の午前

9:30 から、ウェスタ南公民館の第 1・2 講座室に

おいて、埼玉県環境科学国際センターの嶋田研

究企画室長の「埼玉県の進む温暖化の現状と対

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

決めました。スウェーデンのグレタさんの発言

が大きく取り上げられ、世界各地での若者の地

球温暖化対策を訴えるデモの波なども報道され

て、市民の関心が高まっており、担当の宮﨑さ

んを中心に 60 名の参加者を目標に PR に努める

ことに決まりました。 
 次回の例会は 10 月 11 日（金）13 時より福田

ビル 3 階で行われます。 
（社会環境部会代表 武田侃蔵）
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自然環境部会

 9 月例会は 13 日（金）福田ビル 3 階にて 10
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 

7 月 22 日（月）17 名参加 ふれあいの森草刈

り、9 月 9 日（月）台風一過 13 名参加 落下

枝を片付けながら秋の七草をさがして園内観察 
②池辺公園定例活動 8 月 6 日（火）ウバユリ、

キツネのカミソリの開花状況調査、9月 3日（火）

保全作業 希少種エリアのイノコヅチを抜く（1,
000 本くらい）、竹の伐採 
③甲虫調査 8 月 4 日（日）安比奈親水公園 6
名参加 講師：新井浩二氏 観察種は 68 種 

カトリヤンマ、ヒメアカネは今年も健在 珍し

いのはアカハネナガウンカ、ヤマトタマムシの

産卵を見られた 

④エコプロダクツ川越 2019 8 月 4 日（日）自

然環境部会はペットボトルロケットを担当  
⑤生き物調査勉強会 8 月 26 日（月） ウェス

タ川越 9:30 講師：牧野氏 9 名参加 
⑥「虫の観察会」7 月 28 日（日） 「（仮称） 
川越市森林公園」計画地 雨予想のため中止 
2. 協議事項 
①SDGs と「環境に配慮した行動チェックシー

ト」との関連、また自然環境部会の事業との関

連など話しあう。 
②川越生き物調査について 8月 26日の勉強会

で牧野氏からメッシュコードと地図を連動させ

る方法を教わり、調査種を分布図で表すことが

可能になった。今後の展開について話し合った。 
（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・後援・出展行事

【トピック①・後援・出展】「2019 アースデイ川越 in 昭和の街」開催（10 月 6 日） 

 
2019 アースデイ川越 in 昭和の街 会場図・体験ブース・ステージ企画
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 今回で 21 回目を迎える 2019 アースデイ川越

in 昭和の街「ミライをつくる日」が、蓮馨寺（川

越市連雀町 7-1）において 10 月 6 日（日）10:0
0-16:00 に開催されます。 
 2030 年に向けて世界が合意した「持続可能な

開発目標」（SDGs）をテーマに、12 の「体験ブ

ース」の出展とこれらのブースをつなぐ芝浦工

業大学による「SDGs クイズラリー」の実施、尚

美学園大学によるステージ企画「ミライを作る

日〜We keep growing〜」の開催、昭和の街の会

による「昭和の街フード&カフェコーナー」の

出店があります。 

 「あおぞら子ども食堂」は、300 円でおなか

いっぱい食べられる子どものための食堂です

（中学生まで OK）。お皿とお椀をご持参くださ

い。また、「フード&カフェコーナー」は、マイ

タンブラーで飲み物を頼むと「エコ割引」があ

ります。 
 今までよりも大きくパワーアップして、子ど

も大人も楽しく学べ、体験できる「アースデイ

川越」にぜひお越しください。 

     
 Facebook ページ     Twitter   

【トピック②】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。 
 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 20 日が 127 名、

21 日は 75 名、両日合計で 202 名、過去最高で

した。 
★川越まつり会場クリーン活動の概要 
期日：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 
     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 
        kikums@beige.ocn.ne.jp 
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。うれしい

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 までの間で、人員は

両日それぞれ 2 名以上の方を募集します。よろ

しくご協力のほどお願いいたします。

【トピック③】環境講演会「埼玉 進む温暖化 現状と対策 2050 年のエネルギー社会シ

ミュレーション」（11 月 9 日）開催 
日時：11 月 9 日（土）9:30-12:00 
場所：南公民館（ウェスタ川越 1 階）講座室 1･
2 号 
参加費：無料 
 埼玉県熊谷市では、昨年 7 月に 41.1℃の日本

最高気温を観測する等、近年温暖化の進行が実

感される事例が頻発しています。一方、政府は

温室効果ガスを 2030 年には 26%、2050 年には

80%削減を目標にしており、脱炭素社会を目指

した新たなエネルギーの未来像が求められてい
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ます。この目標は SDGs 7「エネルギーをみんな

にそしてクリーンに」、13「気候変動に具体的な

対策を」の要求とも合致します。本講演会では

埼玉県を中心に、温暖化の現状と課題・対策を

わかりやすく解説するとともに、受講者と一緒

に 2050 年におけるエネルギー社会をシミュレ

ーションする試みも行う予定です。 
講演内容： 
第 1 部 講演「埼玉 進む温暖化 現状と対策」 
・温暖化の現状（日本、埼玉） 
・温暖化対策（緩和策、適応策） 
第 2 部 
 2050 年のエネルギー社会シミュレーション 
 「2050 低炭素ナビ」簡易エネルギー需給モデ

ルを用いて、2050 年におけるエネルギーの未来

像を予測する。 
講師：嶋田知英氏（埼玉県環境科学国際センタ

ー研究企画室長） 
申込：10 月 1 日（木）11 時より先着 60 名 
申込先：川越市環境部環境政策課（Tel.049-224-

5866, E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saita
ma.jp） 

【トピック④】「第 18 回かわごえ環境フォーラム」環境活動報告投稿・発表者募集  
 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、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。 

  
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」協賛のお願い 
 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。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
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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が、一部の事業

者には 10 月にも改めてご案内申し上げます。

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.049-224-586
6、E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.j
p）までお問い合わせください。

【トピック⑥・後援】「第 1 回 SDGs エコフォーラム in 埼玉」-つながろう 広がろう 

世代を超えて エコの環-（12 月 14 日）開催

 2009 年に「第 9 回 環境まちづくりフォーラ

ム」として川越で開催された県レベルでの行事

です。その後も 2010 年から 2018 年まで「低炭

素まちづくりフォーラム」として県内持ち回り

で開催されてきましたが、今回、10 年ぶりの開

催で、新たに「SDGs エコフォーラム」と名称を

変更して開催します。 
 第 1 回 SDGs エコフォーラム in 埼玉実行委員

会と東洋大学の共催での開催で、かわごえ環境

ネットも協賛します。ぜひご参加ください。 
 基調講演、分科会などの詳細は、本紙 11 月号

並びにホームページでお伝えします。 
日時：12 月 14 日（土）10:00-16:30 
会場：東洋大学川越キャンパス 7 号館他（川

越市鯨井 2100） 
※お車での入構はご遠慮ください。公共交通機

関をご利用ください 
参加費：無料 
主催：第 1 回 SDGs エコフォーラム in 埼玉実行

委員会 
共催：東洋大学、埼玉県地球温暖化防止活動推

進センター、パリクラブ 21 埼玉 
後援：かわごえ環境ネット、埼玉県（予定）、川

越市（予定） 
プログラム（予定） 
10:00-10:10 挨拶 
10:10-11:10 基調講演「仏教からみた環境問題」 
竹村牧男氏（東洋大学学長） 
11:10-11:20 少年少女国連大使によるスピーチ 
11:20-11:40 感謝状贈呈式 
11:40-11:55 振り返りトークセッション 
11:55-13:10 昼食、パネル展示 
12:30-13:00 「こもれびの森」フィールドツアー 
（キャンパス内「こもれびの森」を散策するツ

アーを開催します） 
13:10-16:30 分科会（6 つの分科会を同時開催） 
17:00- 交流会（会費は別途ご負担ください） 
※プログラムは変更する場合があります。 

 
第 1 回 SDGs エコフォーラム 

https://www.kannet-sai.org/about/activities/2019/1214.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： 10 月 14・28 日、11 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：11 月 5 日・12 月 3 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） 
★チョウの調査 
日時：10 月 2 日（水）9:00- 
会場：（仮称）川越市森林公園計画地（川越市大

字今福 1304-1 ほか） 
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問い合わせ：過（Tel.049-246-1155）
 

会合 
◆広報委員会（2019 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、次々回は

12 月 4 日（水）9:00-10:00 同所 
●社会環境部会（2019 年 10 月度） 
日時：10 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 11 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 10 月度） 
日時：10 月 11 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 11 月 8 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 4 回） 
日時：10 月 22 日（火・祝）9:30-11:30 
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 7 回） 
日時：10 月 23 日（水）9:00-10:00 
場所：川越市役所地階修養室（川越市元町 1-3-
1） 
＊次回は 11 月 27 日（水）9:00-10:00 福田ビル 3
階会議室 
◆理事会（2019 年度第 7 回） 
日時：10 月 23 日（水）10:00-12:00 
場所：川越市役所地階修養室 
＊次回は 11 月 27 日（水）10:00-12:00 福田ビル

3 階会議室 

【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（考える会主催） 
日時：①10 月 27 日（日）、②11 月 17 日（日）

10:20-15:00 ごろ 
場所：武蔵丘陵森林公園南口入口前休憩所（比

企郡滑川町山田 1920） 
参加費：200 円（入園料、駐車場代別） 
持ち物：昼食持参（レストランもあります）、雨

天決行（雨具持参） 
内容：①森林公園で野鳥やセンブリの花や昆虫

類を楽しみましょう。②森林公園で木々の紅葉

を楽しみながら、木の実や野鳥を探します。 
集合：国営武蔵丘陵森林公園南口前休憩所（入

園前受付） 
参加費：①無料、②200 円（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） 

◎水生動物観察会（ヤゴの避難作業）（公園主催・

考える会協力） 
日時：12 月 1 日（日）10:00-14:30（午後は自由

参加） 
 今年も雅の池でヤゴの避難作業を行います。

詳細は、公園管理センター（Tel.0493-57-2111）
または当会まで。 

 
NPO 法人武蔵丘陵森林公園の自然を考える会 

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

 
武蔵丘陵森林公園（交通アクセス） 

https://www.shinrinkoen.jp/access.html 
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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：10 月 12 日（土）・11 月 9 日（土）9:30-1
2:30 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 
2 8 雑木林の手入れ 焼き芋等 
3 14 雑木林の手入れ、あそぼうパン 

◎かわごえエコツアー（川越市協働委託事業） 
日時：11 月 18 日（月）8:45-16:00（帰着予定） 
集合：ウェスタ川越 
 霞ヶ関カンツリークラブ、霞ヶ関浄水場、川

越卸売市場、市民の森 8 号地、池辺公園の 5 か

所を巡ります。霞ヶ関カンツリークラブの湧水

地では、「ホトケドジョウ等の観察」、浄水場で

は、川越の「水」について学びます。観察会は

かわごえ環境ネットのガイド付きですので、初

めて聞くことが多い一日になると思います。参

加費は無料です。 
 広報川越 1449 号（10 月 25 日）で募集します。

興味のある方は 11 月 1 日以降、川越市環境政

策課（Tel.049-224-5866）に申し込んでください。

 
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。 
◎収穫祭 
 会員限定のイベントですが、当日入会も受け

付けます。午後は引き続きマコモプロジェクト

説明会を行います 
日時：10 月 12 日（土）10:00-13:00 
場所：北部地域ふれあいセンター（川越市山田

1578-1） 
参加費：1000 円程度の実費を予定しています。 
持ち物：料理のお手伝いいただける方は、バン

ダナ、エプロンをご用意ください。 
◎マコモプロジェクト説明会 
日時：10 月 12 日（土）13:30-15:30 
場所：北部地域ふれあいセンター 

 興味のある方はどなたでも参加可能です。「S
AVE JAPAN プロジェクト」のキックオフ会を

予定しています（準備の都合上、変更の場合も

あります） 
◎田んぼ懇談会 
日時：11 月 23 日（土）15:00-17:00（予定） 
場所：ウェスタ川越（1 階の南公民館、または、

2 階の市民活動・生涯学習施設の予定、川越市

新宿町 1-17-17） 
 原則的に、奇数月に開催します。活動に興味

のある方はどなたでも参加いただけます。かわ

ごえ里山の活動状況や田んぼ談義を行います。 
 
 上記、いずれも hatsukarinosato@googlegroups.
com にお問い合わせください 

      
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-16:
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 
2 2 8:30-16:00,里山林保全活動 
3 7 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 18 日（金）、11 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：10 月 13 日・11 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：10 月 26 日・11 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（090-2521-5770）へ。 
①10 月 27 日（日）9:00-11:00。新河岸川起点近



月刊 かわごえ環境ネット 2019 年 10 月号 No.156 

- 18 - 

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。 
②11 月 24 日（日）9:00-11:00。杉下橋右岸横集

合。河道の状況を観察しながら次の対策検討。

側道の清掃しながらオアシス裏にごみを集め分

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。 
 10 月は宮沢湖源流域の魚類調査です。11 月は

八幡橋下流の魚類調査です。 
 

2019 年度活動予定 
月 日 曜日 活動内容予定 
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：10 月 18 日（金）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。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：使わなくなった上記の服、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） 
①10 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。 
②11 月 10 日（日）10:00-12:00 
 今年もカモが渡ってきました。エプリクスの

羽でオス・メス見分けがしにくいです。覚える

のによい機会です。いっしょにがんばりましょ

う。

広報委員会からのおしらせ
●原村政樹監督『お百姓さんになりたい』上映 
日時：10 月 22 日（火・祝）-11 月 8 日（金）（上

映時間未定） 
場所：川越スカラ座（川越市元町 1-1-1） 
 本会会員である原村政樹監督の新作映画がい

よいよ川越で公開されます。ぜひご覧ください。 
【解説（映画公式サイトより転載）】2.8 ヘクタ

ールの畑で 60 種類もの野菜を育てている、埼

玉県三芳町の明石農園。明石誠一さんは 28 歳

の時に東京から移り住み、新規就農した。有機

農法からスタートし、10 年前からは農薬や除草

剤、さらに肥料さえも使わない「自然栽培」に

取り組んでいる。ここでは、野菜同士が互いを

育てる肥やしになり、雑草は 3 年を経て有機物



月刊 かわごえ環境ネット 2019 年 10 月号 No.156 

- 19 - 

に富んだ堆肥になる。収穫後は、種を自家採種

していのちをつなぐ。春夏秋冬、地道な農の営

みは、お百姓さんになりたい人への実践的ガイ

ドとなり、“自分の口に入るもの”に関心を持つ

人に、心豊かに暮らすためのヒントを提示する。 

 
「お百姓さんになりたい」フライヤー 

（映画公式サイトより転載） 

 
『お百姓さんになりたい』公式サイト 
https://kiroku-bito.com/ohyakusho-san/ 

 
川越スカラ座（http://k-scalaza.com） 

●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。） 

●かわごえ環境ネット Web サイト 

 
https://kawagoekankyo.net 

●かわごえ環境ネットソーシャルメディア 
①Twitter 

 
https://twitter.com/kawagoekankyo 

②Facebook ページ 

 
https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

●本紙への原稿投稿を受け付けています 
 2019 年 11 月号（No.157，11 月 6 日発行予定）

の掲載原稿は、10 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（10 月 2 日〜11 月 23 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 

10/2 
◆9:00 広報委

員会 
★9:00 チョウ

の調査 

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） 
◎13:30マコモプ

ロジェクト説明会 
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 
◎10:00 かん

きょうサロン 
◎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 

◆9:30設立20周
年記念出版委員会 
◎お百姓さんに

なりたい上映（ス

カラ座）（-11/8） 

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 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

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 
 

11/3 
文化の日 

★10:00 こも

れび祭「里山体

験と木工教室」 

11/4 
振替休日 

★10:00 こも

れび祭「里山体

験と木工教室」 

11/5 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

11/6 
◆9:00 広報委

員会 

11/7 
 

11/8 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

11/9 
★9:30環境講

演会 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
11/10 
◎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 
◎10:00 八幡

橋魚類調査 

11/11 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

11/12 
 

11/13 
 

11/14 
 

11/15 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
○本紙12月号

投稿期限 

11/16 
 

11/17 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

11/18 
◎8:45 かわご

えエコツアー 
○かわごえ環境

フォーラム「環境

活動報告」投稿・

発表申込期限 

11/19 
 

11/20 
 

11/21 
 

11/22 
 

11/23 
勤労感謝の日 

◎13:30 まち

美化啓発運動 
◎15:00 田ん

ぼ懇談会 
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