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第1回SDGsエコフォーラムin埼玉（12/14） 

 
12月 14日（土）東洋大学川越キャンパス。午
前東洋大学長講演、午後分科会。（詳細 16面） 

川越「歳末まち美化活動」（12/22） 

 
今年から 12 月第 4 日曜日の開催。12 月 22 日
（日）9:30本川越駅前交番前集合（詳細 17面） 
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【コラム】川越の自然をたずねて（80）武蔵野のハケの湧水で復活する川

 
写真 1 山口氏の裏ヤマの下から湧き出す湧水 

 
写真 3 不老川・今福川の合流点 

 不老川の支流、準用河川で今福川があります。

川越市河川課に問い合わせたところ「今福川の

全長は 1,727m、水源が武蔵野のハケで確定でき

ない、流域面積は 81ha で集水面積は不明でした。

なお、コンクリートの河床を削って湧水を期待

したのですが効果は不明」、とのことでした。 
 ふだん、この川は名ばかりで下水（簡易処理

した）がわずかばかり流れているのです。この

川の水質はユスリカ類、ミミズ sp、シオカラト

ンボのヤゴがすむ、水質階級Ⅳの汚れた水です。 
 しかし、今年は各地で被害の大きく困ってい

る人がたくさん出た台風や大雨ですが、この雨

によって今福川にはきれいな水がとうとうと流

れ出しました。このような流れは 10 数年に一度

見られ、武蔵野台地に降った雨が染み出して流

れとなっています。過去には畑に水があふれ、

野菜の種が蒔けず、農家は困ってしまったこと

がありました（カワセミが上流に向かって飛ん

でいったことも知られています）。 
 ハケの出口を探しに上流に向かうと、開拓時

から庄屋で山口氏の裏ヤマの下から水が湧き出

していました（写真 1）。ここが湧水の始まりの

ようです。この水が今福川の源流となっていま

した。ここの標高は約 27m で、西側には川越台

地が 30m の標高で雑木林となっています。 
 山口本家の古老の話を聞くと現在より約 50m
上流に水源があって、家の裏に水溜りがあって

野菜を洗っていたとのことでした。そして水神

宮が祭られています。古い地図では流路は市有

地になっており、現在は石碑（写真 2）がある

だけで、ハケの出口は下流に移ったようです。 
 次に水量を測ってみました。水路は改修され

て三面護岸となっていますので、流速と水深が

分かれば幅は一定なので、水量の測定は容易で

す。水量は増減しますが、10 月 26 日（前日は

大雨）に水量が安定してから測定してみると、

流速 0.8m/秒、水深 8cm で水量は約 0.07m3/秒（7
0L/秒）でした。 
 今福川にはもう 1 つの湧水があります。関越

下のアンダーパスそばの水路に湧き出る湧水が

あります。標高 26m くらいで、水源は近郊に降

った雨が畑や雑木林に浸透して出てくると思わ

れます。ここは毎年、梅雨時に湧出する湧水で、

地下水路を通して今福川に流れます。そして、

瑞穂の里の裏で 1m の落差で不老川へ流入して

います（写真 3）。 
 この水路があることで湿気があり、それを好

む植物が残されています。エビネ、ニリンソウ

（写真 4）、アリアケスミレなど。この地でも開

発の影響が出ており、農地開発、住宅開発で雑

木林や竹林が伐られ、これらの植物も危機に瀕

しています。 
 川越の台地は開発され住宅が建ち、地面をコ

ンクリートで覆われて、地下に雨が浸透しにく

くなりました（写真 5）。そのために崖線に湧水

が少なくなっています。この水の循環を回復さ

せるためには地下浸透施設を作って雨を地下に
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返す対策が必要となっています。水循環基本法

ができていますが、川越でこの法律の趣旨を生

かした取り組みを期待したいと思います。 
（福原水と緑の会 過昌司）

 
写真 2 水神宮 

 
写真 4 今福のニリンソウ 

 
写真 5 浸透面が少ない 

【コラム】川越の「宝」をたずねて（6）人が集う場・川越角屋酒店

 
天井が高く開放感抜群の店内 

イベントスペースとしても貸出可 

 
自然派ワインも豊富な品揃え 

ソムリエの店主に気軽にご相談を 

 
予算とお酒の好みを伝えれば 

プロの選択眼でチョイスしてくれます

 コラム“川越の「宝」を訪ねて”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」で参加者の皆さんと作成

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、「人が集う場・川越角屋酒

店」 
 かわごえカフェ 2019（今年 2 月開催）の参加

者全員で作成した川越のお宝マップで、コミュ

ニティの場として“お宝”です！と紹介された

のが、JR 西川越駅から徒歩 5 分のところにある

川越角屋酒店。ビールの量り売りでもよく知ら

れているお店は、創業 140 年以上という老舗で

す。2017 年 11 月に 5代目店主（長堀真一さん）

によってリニューアルされ、角打ちスペースで

はイベントもできるほどの開放的な空間に生ま

れ変わり、新たなコミュニティスポットになり

ました。 
 リニューアルのコンセプトは、「お酒を飲めな

い人でも楽しい酒屋」と店主の長堀さんは言い

ます。さらに「開業してからは、コーヒーを提

供したりランチ（不定期）も提供する機会をつ

くり、カフェとしてのノウハウを積み上げてい

るところで、その他にもイベントスペースとし

ても貸し出したりするなど、より多くの人が集

う場としてポテンシャルを高めているところで

す。」と仰っていました。 
 “角打ち”といえば、サラリーマンが会社帰

りにチョイ飲みする昭和の社交場というイメー

ジですが、令和の新時代は、お洒落なコミュニ

ティの場というイメージに刷新していく可能性

を感じました。 
 川越角屋酒店で開催するイベントに参加して、

令和の時代のお洒落なコミュニティ酒店を体感

してみてはいかがですか。 
【川越角屋酒店】川越市小室 503（水曜定休） 
アクセス： JR 西川越駅から徒歩 5 分 
      川越市駅から 15 分。 
【電話】049-242-1734【営業】10:00-20:00 
【フェイスブック】https://www.facebook.com/ka
wagoekadoyasaketen/ 
（開催イベントの案内が見られます） 
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【Instagram】https://www.instagram.com/Kawagoe
kadoya/ 
【HP】https://www.kawagoekadoya.shop/ 

（飯島希） 
     

Facebook    Instagram   ホームページ

 
川越角屋酒店周辺の川越の「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

社会環境部会からの提言 
社会環境部会からの提言（12）温故知新 
 ドキュメンタリー映画「蘇れ 生命の力」 
 薬や注射に安易に頼らない、診療を対処で終

わらせない“病気にならない体づくり”に全力

を注ぐべし、医者は患者ゼロで廃業になること

を目指すべしと、治る力、生きる力を蘇らせる

医師から学びました。 
 “できる限り自然と共生した暮し”をし続け、

健康になりました。その結果、環境とお財布に

やさしくなりました。 
 地球温暖化を止めたくて、4 年前、高階南公

民館の館長さんにお願いして始めたのが「環境

サロン 健康と環境とお財布にやさしい生活術」

です。 
 20代～80代まで、幅広く参加していただいて

います。女性は 70代・80代、男性は 60代・70
代の方の参加が多いです。 
 基本は、CO2 削減につながった健康生活。電

気の使用の多い家庭ほど病気に。こんなことな

ら、お金もかからず、今日帰ってすぐできませ

んか？ 
 参加された方には、来られた目的も聴きなが

ら進めていきます。「他は少ないんですよ！水道

代だけが。植木が多いので。家内に言われるの

で来てみました。」という男性。お庭の様子を聞

いて、市から補助の出る“雨水タンク”とわが

家の雨水活用についてお伝え。水関連では台所

の“食器洗い”とティッシュペーパーの使い方。

「これなら子どもを叱らなくてすみます！水道

も洗剤も減らせますね。」。延長コード、家電の

子機の充電の仕方なども好評です。 
 災害が起きたところの方たち、どんなことに

困っているのか。「3・11」東日本大震災の被災

者の方たちの避難所生活の様子をお伝えし、子

どものころの日常生活を教えていただいていま

す。「大風吹いたら、お風呂は休み。雨が続いた

ら、洗濯は休み。」と、先ずは私の子どものころ

の話をすると、どなたかが話しはじめてくれま

す。「4 日に 1 度は当たり前。1 か月入れないこ
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ともありましたよ。」。聞いている方の中には驚

いている方もいますが、みなさんの話を聞いて、

「ちょっと前のことですよね。災害が起こらな

いように。慣れていたら多少のこと苦ではなく

なりますものね。」。自然と共存していたころの

お話を聞けるのは宝です。 
 エアコンも暑くなりそう！とスイッチを入れ

る前に…。それよりも前に…。「それ、いいです

ね!!健康のためにも取り入れてみます。冬も同

じですよね。」と。 
 Y シャツなど洋服のリフォームや、マイ箸袋

作りの手作業をしながら、耳はみなさんのお話

を聞いている方もいます。 
 まれに、どんなことをしているのか?!と、視

察に来られる方もいます。「素晴らしい!」と、

貴重な苗が後日届いたこともありました。 
 1 回 1 回の参加者は、けっして多くはないで

すが、参加された多くの方が、「来てよかった。」

「もっと早く来ればよかった!!」「家族が仲良く

なりますね。それだけで節エネになるんですね」

「みなさんもっと参加されたらいいのに」「今日

は、一人だったので、いろいろい聞きたいこと

が聞けラッキー！でしたが、もったいないです

ね～」と声をいただきます。 
 “かんきょうサロン”の日程等は、“月刊かわ

ごえ環境ネット”、または各公民館の掲示物“高

階南公民館だより”に掲載されています。お知

恵を授けにいらしてください。 （松岡壽賀子）

社会環境部会からの提言（13）『捨てないで!生ごみにする前に…』 
 捨てる部分から、新鮮野菜をもう一度 
 ごみ出し楽。サイフも楽。CO2・ごみ処理費

削減！ 
 買う時には、ちょっと高くても安心安全な物

を。 
1. 皮と身の間に一番栄養がある。 
 料理によって、 
皮 
・皮のまま…キンカン、りんご、柿など皮をつ

けたまま。 
 ニンジン、ジャガイモ、⇒カレー、

シチュー 
 大根⇒炒め煮 
・皮は少し厚めにむく…大根、ニンジン、ウド

⇒きんぴら。 
・皮をむくときはできるだけ薄くむく。 
芯、葉脈 
・細くきざんで…キャベツのような葉物⇒スー

プ、炒めもの，肉とまぜて調理。 
・皮をむき茹でる…ブロッコリーの芯の部分 
2. ゆずなど柑橘類 
・ゆず、レモン…皮ごと、皮を使った実、絞っ

た後の物⇒適当な大きさに切りハチミツに漬け、

よく混ぜてしみ込ませる。お湯・水で割り皮も

実も食べる。 
・ゆずの種…化粧水に（洗わず、焼酎を注ぎ、

冷暗所に。約半月で使用可）。 
・甘夏、はっさくの皮⇒細く切ってマーマレー

ド（ジャム）に，はちみつに漬けるだけでもよ

い。 
※多すぎて作りきれなかったら、お風呂に入れ

る。 
3. 茶葉 
・日本茶は、パウダーにして、飲みきるのが一

番。 
・日本茶⇒佃煮 
・日本茶・紅茶など⇒水気を絞り、フローリン

グ、廊下、玄関をほうきで掃除。袋に入れてお

風呂に入れる。 
※柑橘類、茶葉、野菜くずをお風呂に入れる（塩

素吸着して、肌にやさしい） 
4. 野菜はこうするとまた楽しめます!（図を参

考に） 
（1）ねぎは根本 1～2cmほどを土に挿して置く

と、また食べられるのはご存知でしょうか。 
（2）玉ねぎ⇒根の方を土に埋める。 
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（3）小松菜、チンゲン菜、白菜⇒外側の大きな

葉をいただき、中心部分の小さな葉を残し土に

挿す。 
（4）春菊、つるむらさき⇒上の方と、下の方の

大きな葉はいただき、下の方の 3～4 か所小さな

葉を残し土に挿す。 
（5）大根、カブ、ニンジンなどの首のところ、

（大根は 1～2cmぐらい、ニンジン、カブは 1c
mぐらい）残して切る。葉は、小さい物を残し、

土に埋める。水盤で楽しむのもいい。 
（注意：暑すぎると溶けてしまいます。気をつ

けて！） 
5. ほかにも 
・お風呂や掃除でひと働きした柑橘類、茶葉な

どは、堆肥に。 
・納豆は経木に入った物にしました。経木は適

当に細く切って土の上に。 
・みかんの皮は干して乾燥したものを細く、で

きれば粉にして畑に撒く（虫除け）。 
 今回の我が家の可燃ごみは 1 人 1 日 34g でし

た。かわごえ環境ネットに入会したころは 1 人

1 日 50g でした。       （松岡壽賀子）

   
（1）ねぎ （2）玉ねぎ 

   
（3）小松菜、チンゲン菜、白菜 （4）春菊・つるむらさき 

    
（5）大根・カブ・人参 柑橘類の皮、納豆の経木 
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【報告】かわごえ環境ネットの活動 
高階北小学校 3 年生「森の自然学習」支援報告（11 月 8 日） 自然環境部会

 
始めのあいさつ 

 
大きな木がスポンジみたいに 

 
出ました！ケバエ

 
見つけたもの、見せ合います 

 
カナヘビ、かわいい！ 

 
またね。ハイタッチでお別れ

日時：2019 年 11 月 8 日（金） 9:30～11:30 
場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 
 高階北小学校 3 年生の「森の自然学習」は 20
11 年から始まりましたので、今年で 9 年目にな

ります。今年も異常気象続きで、9 月、10 月に

次々と大きな台風がきて、雑木林の樹木も昨年

ほどではありませんが、だいぶ被害がありまし

た。11 月に入るとやっと秋らしい気候になり、

当日は穏やかな日よりでした。朝 9 時過ぎには

元気な子どもたちの声が川越南文化会館に響い

てきました。高階北小学校から歩くこと 30 分、

3 クラス 90 人が到着です。あいさつの後、雑木

林に入っていきます。初夏（6 月初め）にも来

ているので季節の変化も感じ取ることができる

でしょう。黄葉は三分程度でまだ緑の葉もあり、

学習には好都合です。今回の学習テーマは「秋

の自然をさがそう」です。 
 「今日はじゅぎょうじゃないから楽しい」（オ

ッと、本当は授業なんだよ）。「森のさんぽ道」

を移動する途中には不思議がいっぱいあります。

枝でつつくとけむりの出るキノコがありました。

あるクラスは“ふわふわキノコ”、他のクラスは

ズバリ“ホコリタケ”と知っている子がいまし

た。あのけむりは何ですか？あれは胞子といっ

て種のような役割をするよ。少し行くとガマズ

ミの赤い実がたわわになっています。スタッフ

が「これ、食べられるよ。野鳥が好きなんです

よ。」みんなも食べてみると「すっぱいけどおい

しい。」 
 「第 2 武蔵野ふれあいの森」の奥あたりでク

ラスごとに場所を決めて活動開始です。落ち葉

を集めるネイチャーゲームをしたクラスもあり

ました。カナヘビも人気者でした。手のひらに

のせると“冷たい”という発言。そう、カナヘ

ビは外気温で体温がかわるのですね。いい発見

をしました。大きいのや小さい子どもも何匹か

みつかりました。活動の最後に落葉溜めのある

ところで枯葉が次第にポロポロになり、ついに

は形がなくなっていく、こうして土になってい

く、これはミミズなどの働きだね、と分解者の

学習です。だんだん掘っていくと、出ました、

カブトムシの幼虫！ここで「オオーッ！」と歓

声があがります。みんなが順々に手のひらにの

せて見つめます。お土産にクラスに数匹ずつ持

って帰りました。大事に育ててね。食べ物は腐

葉土ですよ。 
 この日はリンドウがきれいに空に向かって花

を開いていました。ジョロウグモ、クサキリ、

ムカデ、ヤマナメクジ、ケバエ、ヤママユ、ハ

サミムシ、シマミミズなどたくさんの生き物に
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であいました。 
 かわごえ環境ネットからは横山、青野、森田、

藍谷、関口、大澤、細田、池田、増田、松永、

賀登勉、賀登環の 12名が対応しました。 
（自然環境部会 賀登環）

環境講演会 2019 報告（11 月 9 日） 社会環境部会

 
会場の様子 

 
講師の嶋田知英氏

 11 月 9 日（土）に社会環境部会主催の環境講演

会を南公民館（ウェスタ川越内）にて開催し、52
名（含スタッフ）の参加者がありました。 
 今年は、大型台風（15 号、19 号）が立て続け

に東日本を直撃し、河川の氾濫等、特に大雨によ

る甚大な被害を受けました。これも、海水温が上

昇した影響と考えられています。また、ヨーロッ

パ各地では、今夏 40℃を超す熱波に襲われ、南フ

ランスでは、45.9℃の観測史上最高気温を記録す

るなど、明らかに地球温暖化が進行していること

を実感する事例が頻発しています。 
 このような状況下において、今年の環境講演会

では、温暖化の現状を正しく理解し、我々はどの

ような行動を取るべきかを考える機会を設ける

べく、埼玉県環境科学国際センター研究企画室長

の嶋田知英氏に「埼玉 進む温暖化 現状と対策」

と題する講演をお願いし、第 2 部として「2050
低炭素ナビ」を用いた 2050 年のエネルギーシミ

ュレーションを行いました。 
 第 1部の嶋田先生の講演では、①「日本・世界

の自然災害・温暖化の影響」、②「IPCC報告書と

温暖化による影響予測」、③「埼玉県の温暖化に

よる影響」、④「埼玉県の温暖化適応策」、⑤「企

業の将来に向けた取組み」について動画も交えて

わかりやすく説明され、改めて気候変動の現状と

課題を再認識しました。 
 嶋田先生の講演の中で特に印象に残った点を

以下列記します。 
・温暖化自身が必ずしも悪いのではなく、地域に

よっては作物の収穫が増える等のメリットもあ

るが、気候災害（暑熱、干ばつ、森林火災など）

や気象災害（台風など）が甚大な被害を及ぼす。 
・IPCC の報告では、温室効果ガスを最大限減ら

す努力をしても、今世紀末には世界の平均気温で

2℃程度の上昇は避けられない。まして対策を取

らなければ、4℃以上の上昇と、82cm もの海面上

昇は避けられない。温度上昇は地球全体で一律で

なく、特に北極地域では 12℃もの気温上昇が予測

される。 
・日本でも今世紀後半にかけて、コメ、みかん、

りんごなどの産地が北上し、作物分布が大きく変

化する。 
・この 100 年間での気温上昇は、埼玉県で 2.1℃、

日本全体で 1.2℃、世界平均で 0.7℃と埼玉県では

ヒートアイランド現象の影響が見られる。 
・近年、シカの生息数増大による被害が増えてい

るが、ハンターの減少とともに、温暖化により越

冬しやすくなった影響もあると見られる。 
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・環境基準（SOx, NOx等）は十分達成している

が、光化学オキシダント濃度は増え続けている。

これも温暖化（オゾン生成反応が増加）の影響と

見られる。埼玉県は全国で最もオキシダントが発

生しやすい県。 
・この 30 年の埼玉県での年間降水量はあまり変

化ないが、強雨（50mm以上）の頻度が年々増え

ている。 
・埼玉県としては、温暖化そのものを止めるのは

難しいが、適応策（悪影響の低減）の取り組みに

注力。埼玉県適応計画策定、環境科学国際センタ

ーが地域適応センターの位置づけ。 
・NHK スペシャル番組「脱炭素革命の衝撃」の

抜粋動画が紹介されたが、アブダビでのメガソー

ラー発電所では 2.6 円/kWh との電力価格には驚

かされた。聴講者ももっと見たいとの雰囲気も感

じられたが、YouTube から閲覧可能とのこと。 
・企業活動として、石炭火力発電等への投資撤退

（ダイベストメント）や RE100（Renewable Ener
gy 100％）を目標とする会社が 140社もあること

が紹介された。 
 講演後、質疑応答を行い、第 1部の講演会を終

了しました。 
 第 2部の「2050低炭素ナビ」を用いた 2050 年

エネルギーシミュレーションでは、聴講者の中で

スマホや PC をお持ち方には、当該ナビを開いて

もらい、自分の手でシミュレーションに参加して

いただきました。司会者より、当該ナビの使い方

の説明と、2050 年に想定される 5 つの社会シナリ

オの解説が行われた後、社会環境部会の数人の代

表者により 2050 年における社会シナリオを選定

してもらいました。未来社会シナリオ（「ものづ

くり統括拠点社会」、「メイドインジャパン社会」、

「サービスブランド社会」、「資源自立社会」、「分

かち合い社会」の 5 つ）の選び方によって、エネ

ルギー消費や GDP が変わってくるからです。今

回、社会環境部会代表者は、エネルギー消費の最

も少ない「分かち合い社会」を選択しました。次

に、エネルギー需要に関する項目（運輸、家庭、

業務、産業の各部門）、エネルギー供給に関する

項目（原子力発電、火力発電、再生可能エネルギ

ー、CO2回収・貯留）に関し、現状維持から最も

CO2を削減する手段の 4～5段階を選択すると 20
50 年における温室効果ガス排出削減率が自動計

算されるしくみです。今回の「分かち合い社会」

を選択では、エネルギー需要・供給を現状維持と

した場合の CO2削減率は 28％、最も効果的な手

段を採用した場合でも、ようやく 80％削減が可能

になる結果でした。司会者の PC がフリーズして

しまったトラブルもありましたが、何とか 2050
年のエネルギー社会を予見できたのではないか

と思います。今後、各人で、想定の違い（入力を

変える）と CO2削減率との関係を再度学習してい

ただきたいと思います。 
 この 12 月には、スペインマドリードで COP25
が開催されます。来年 2020 年から本格スタート

する「パリ協定」の実施に向けてどんなことが決

まるのでしょうか。9 月に行われた「国連気候行

動サミット」でも「私たちは絶滅の淵にある」と

訴えた 16歳のグレタ・トゥーンベリさんも COP
25 に参加します。今回は、彼女は何を訴えるので

しょうか（月刊かわごえ環境ネット 2019 年 11 月

号に関連記事あり）。 
 前述の NHK スペシャル「激変する世界ビジネ

ス“脱炭素革命”の衝撃」（2017 年放送）を見れ

ば、日本がいかに世界の潮流から取り残されよう

としているかがわかります。 

 
NHK スペシャル「激変する世界ビジネス“脱炭素革命”

の衝撃」（https://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?
aid=20171217） 

 今回の講演会の開催に際して、ご協力・ご支援

いただいた講師嶋田先生、川越市・社会環境部会

の関係者、そして足を運んでいただいた参加者に、

この場を借りまして感謝いたします。（宮﨑誠）
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【報告】会員・地域・流域の活動 
第 10 回こもれび祭「里山体験と木工教室」 小瀬研究室（こもれびの森・里山支援隊）

 
木工教室の様子 

 
かんながけでヒノキのかんなくずを 

 
今年は丸太切り体験

 
床材を再利用した樹名板 

 
樹名板架けもおなじみに 

 
心に残るツアーになったでしょうか？

 東洋大学川越キャンパスこもれびの森・里山

支援隊では、里山林保全活動のほかに教育・研

修活動を定期的に実施しており、特に子どもた

ちを対象にした「里山体験と木工教室」を夏と

秋の大学祭「こもれび祭」で実施して、里山の

環境に親しんでもらっています。 
 今年も 11 月 3 日（日）・4 日（月・祝）に開

催された「第 10 回こもれび祭」に出展し、多く

の方に森のツアー（樹名板架けを含む）、こもれ

びの森で採れた材料を使った木工教室、かんな

がけ体験、丸太切り体験などの木工・施業体験、

オオスズメバチの標本展示を行い、多くの方々

にこもれびの森の自然の豊かさを体験してもら

いました。          （小瀬博之）

マコモ感謝 DAY!!と新たな大学連携の日本薬科大学 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 
マコモの試食をしながら 

楽しく懇談する地元の人たち 

 
日本薬科大学訪問チームとマコモ 
田んぼ案内のかわごえ里山メンバー 

 
マコモ研究が進む高野研究室 

 11 月 16 日（土）に、「マコモ感謝 DAY!!」を

開催しました。これは、かわごえ里山イニシア

チブが、日頃から地元（福田・北山田・府川）

のみなさまの田んぼ活動への協力に感謝して、

マコモダケを味わっていただくために試食会を

開催したものです。 
 当日は、会員や地元の方の応援もあってたく

さんのマコモ料理が並びました。天気もよく、

大勢の地元の方の参加を得て、マコモの試食を

しながら楽しい懇談会となりました。 
 午後からは、新たな大学連携に加わった日本

薬科大学漢方薬科分野の高野文英教授と 3 名の

学生さんによる田んぼ訪問がありました。日本

薬科大学では高野教授の指導の下、やはりマコ
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モに興味を持った学生の高木翔太さんが研究の

中心的役割を担い、強力な研究チームによって

マコモの成分分析を推進し、古代からのマコモ

の不思議に迫ります。 
 また、これまで秩父 100 年の森と連携してキ

ハダの活用を推進するキハダプロジェクトを立

ち上げ、キハダジュースの 6次産業化に成功し

ています。このプロジェクトの中心的な役割を

担ったのが高野教授で、今回、縁あってマコモ

の成分分析研究に取り組んでいただくことにな

りました。 
 かわごえ里山としては、同様にマコモの活用

を推進するマコモプロジェクトに発展させてい

きたいと考えています。 
また、高野教授は秩父の山からマコモ田んぼへ

と研究の舞台を移し、今後、山（森）⇄平野（田

んぼ・畠）⇄海の導線を川でつなげる活動がし

たいと抱負を語り、自然力の科学的な分析研究

で漢方薬や健康食品の新たな開発と可能性に意

欲を燃やしています。     （増田純一）

19回目を迎えた「北公民館かんきょう祭り」、話題の「プラごみを減らそう」講演。11月16日に。

 
手作りの実行委員会代表あいさつ 

 
プラごみ問題で県の職員が講演 

 
晴天の下で太陽熱が活躍

 
菜園クラブや農家の新鮮野菜が 

 
血圧測定などの健康診断コーナー 

 
“もったいない市”で環境啓発 

 市内の公民館のなかで「かんきょう祭り」と

名付けた催しを開いているのは北公民館だけで、

19 回も続いてきました。今年も、公民館利用団

体の中から実行委員会を作り、公民館と協力し

ながら 11 月 16 日（土）に開かれ、多数の市民

の参加でにぎわいました。 
 今年のテーマは「変えよう！私たちの生活（く

らし）」とし、さらに「～考えよう！プラスチッ

クの行方～」と、緊急の話題となっているプラ

ごみ問題をトップに取り上げました。 
 9時 40 分から、開会式を行い、実行委員会代

表のあいさつなどのあと、恒例の「かんきょう

まつり宣言」を参加者全員で唱和、10時からの

講演で幕を開けました。 
 テーマは「新河岸川を流れるプラスチックご

みを減らそう」で、埼玉県環境部水環境課主査

の鈴木健太さんが、内外のプラごみ汚染の実情

を紹介しながら、県内で、川越市の新河岸川と

上尾市の鴨川での調査結果などを説明し、早急

な対策の必要を力説されました。国や世界によ

る取組、埼玉県による取組などを紹介した後に、

“みなさんにできること”と、具体的に、マイ

ボトル、レジ袋削減、ポイ捨ての防止、ごみ拾

い運動など、多岐にわたる取り組みを紹介、終

りに『海なし県 埼玉の誓い 「川の国埼玉か

らプラごみを海に流さない」＋賢く使い＋正し
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く捨て＋みんなで拾う』とまとめて終わりまし

た。そのあと、参加者からの具体的なポリ袋削

減の方法などの質疑に応えて、1 時間半余の講

演を終えました。 
 11 時半から、1 階、2 階の各室などでの展示

やバザー、屋外の野菜販売などが一斉に始まり

にぎわいました。庭の一角で太陽光を集めた太

陽熱でのゆで卵、コーヒーの体験コーナーがあ

り、晴天のおかげで、水も 20 分位でお湯になる

太陽エネルギーのありがたさを体験させてもら

いました。 

 1階ロビーでは、市の健康推進員による血圧、

血管年齢、握力、棒反応の各測定で、高齢者者

から若い人まで、一喜一憂の声でにぎわいまし

た。 
 2 階では、県の水環境課、市の環境政策課、

資源循環推進課の展示コーナー、牛乳パックで

のはがき作り、折り紙コーナーなどで子どもら

の啓発に努めました。1 階でも多彩な演技発表

でにぎわったかんきょう祭りでした。 
（武田侃蔵）

親子連れでにぎわった「つばさ館まつり 2019」、広場から館内まで、多彩な催し。11 月17 日に。

 
多彩な催しでにぎわった屋外 

 
リサイクルコーナーなどで人がいっぱい 

 
自転車をこいで発電に挑戦

 
エコドライブの体験コーナー 

 
端切れを使っての布草履つくり 

 
フードドライブのコーナーも

 川越市資源化センター内に作られた環境啓発

施設の環境プラザ「つばさ館」で、夏休みの 8
月に行われた「エコプロダクツ」に続いて、「つ

ばさ館まつり 2019」が、晴天に恵まれて、11
月 17 日（日）に開かれ、親子連れでにぎわいま

した。 
 門を入ると、パトカー、白バイの乗車体験、

消防自動車、市のごみ収集車の展示、赤十字の

活動紹介、天神囃子連などのパフォーマンス発

表コーナー、入口の左手には地元農家の野菜や

耕福米の販売コーナー、右手は B級グルメ模擬

店などが並び、市の苗木配布コーナーと、屋外

広場もにぎわいました。 
 この屋外広場を含めて、1・2・3 階の各コー

ナーに合わせて 10 か所のスタンプラリーの台

が置かれ、親子で解説を聞きながらスタンプを

押してもらって会場を駆け巡っていました。 
 1 階はリサイクルコーナーで、着物フリマ大

市、蔵出しリユース品大市などと銘打ったコー

ナーに、掘り出し物を期待する人の列ができま

した。そのほかに、家具再生工房、自転車再生

工房などの体験、生活クラブ生協の石鹸づくり

体験、古本市、面白いところでチビッコ刑務官

制服着用体験コーナーなどがありました。 
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 2 階では、環境政策課の地球温暖化対策の担

当が、エコドライブシュミレーション体験、自

転車のペダルをこぎながら、人力で電気を起こ

してランプを点灯させる体験コーナーが設けら

れ、職員とともにかわごえ環境ネットの社会環

境部会から 4人が応援に当たりました。エコド

ライブ体験では、親がペダルを踏みながら、子

どもを膝にのせてハンドルを持たせ、親子協働

での体験に、喜びの笑顔が続きました。自転車

発電では、相当の力でペダルを回さなければな

らず、子どもの前で親の力を見せつけたりした

光景も見られ、楽しい環境啓発コーナーでした。 
 そのほか、防災意識啓発の体験、手作りおも

ちゃ遊び、おもちゃ病院も開設、布草履コーナ

ーでも熱心に作る人でいっぱいでした。 
 3 階では、雑紙釣り大会で、雑紙は資源です

の呼びかけ、女子栄養大学の野菜を食べよう！

もったいないゲームなど、斬新な啓発コースが

あり、一角に“フードドライブ”コーナーも作

られ、アイデアいっぱいでした。 （武田侃蔵）

新河岸川起点からぐるりと、旧赤間川・新赤間川を調査。10月31日に市外の人も多数参加で実施。

 
新河岸川の起点標識を見る 

 
石積みと金網で草も生えてきた護岸 

 
魚も隠れている水草の岸

 
田谷堰からの流れに魅力を 

 
杉下橋から下流の河道工事開始 

 
ポンプアップの仙波河岸史跡公園

 かわごえ環境ネットも会員として参加してい

る新河岸川広域景観づくり連絡会主催の「新河

岸川起点からぐるり視察」のイベントが、10 月

31 日（木）に行われました。川越市民のほか、

ふじみ野市や志木市、朝霞市、和光市と、新河

岸川流域の川づくりに関心を持った人らが多数

参加、さらに西温ネットの会員も加わり 25 名に

なりました。9 時に東上線川越市駅前の交番横

に集合、地図と橋の名前の説明と魚の解説など

が書かれたチラシをもとに、ハンドマイクの解

説役が付いて、上野田町の新河岸川起点に向か

いました。 
 もともとは、入間川の伏流水や豊富な湧水を

集めて赤間川とよばれ、水車小屋で製粉などの

産業も栄え、川で子どもが泳ぐ姿も写真に残っ

ている川でした。しかし、昭和の初めから、入

間川の砂利採取が始まって以来、周辺の池や湧

水が枯渇、農業用の用水の必要もあって、狭山

市内の入間川から取水して用水路を作って川越

まで導水し、1966（昭和 41）年の新河川法で一

級河川新河岸川となりました。その、新河岸川

起点の石の標識を見ながら、八幡橋の「家康の

鷹狩の故事」などの解説も聞きました。また、

両岸には、多自然型の石積み工法の護岸で、草

も生えて景観がよくなりました。昔の日高街道

と馬頭観音が近くにある観音下橋から、川沿い

に歩き、魚の姿などを見ながら月吉陸橋下をく

ぐりました。川の横に広場があり、川底の砂利

もきれいで、流れも緩やかで、子どもらの川遊

びには最適ではないかとの意見も出されました。 
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 三日月橋から落差の流れ、星野高校横の黄金

橋、茶屋橋までは川の横を歩けましたが、すぐ

下流の赤間川公園までは、グルリと迂回！川に

背を向けた家並み。川への心がけを嘆く解説役

の説明でした。あと、高沢橋、東明寺橋、川越

夜戦の説明、北公民館で休憩。次いで、城下橋

で迂回して、初雁公園から杉下橋へ。葦が河道

をふさいでごみが絡まっている最も景観の悪い

ところも、近く整備の工事が始まる標識があり

ました。琵琶橋、清身場橋などの名前の由来を

聞きながら、仙波河岸史跡公園で締めくくりま

した。 
 川越市内の繁華街のすぐ近くをぐるりと流れ

る新河岸川の“川の魅力”を活かせないか、解

説役の説明を聞きながら考えさせられた 2万歩
あまりの「ぐるり歩き」でした。 （武田侃蔵）

新河岸川広域景観づくり連絡会にシラコバト賞。11 月 14 日の県民の日記念式典で。

 かわごえ環境ネットも会員として活動してい

る新河岸川広域景観づくり連絡会（会長はふじ

み野市の堀江氏）が、11 月 14 日に、うらわ市

の埼玉会館で開かれた「令和元年度県民の日記

念式典」で、シロコバト賞の、住みよいふるさ

とをつくる活動の団体として表彰されました。

この会は、平成 20 年に県の企画からスタート、

川越市から、ふじみ野市、富士見市、志木市、

朝霞市、和光市の、新河岸川流域市の環境団体

が横断的に連携を取って、新河岸川の清掃やサ

イクリングでの景観調査など、環境と景観の改

善に協力している団体であります。（武田侃蔵）

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

 11 月 27 日（水）9:20-10:00 に第 8 回事業運営

委員会を、10:00-12:15 に第 8 回理事会を川越市

役所 3A 会議室において開催しました。一括し

て主要な議事内容を報告します。 
（1）第 18 回かわごえ環境フォーラム（2/29） 
 午後の部の講演会は、株式会社 80%代表取締

役の荒木牧人さんに講師を依頼して承諾いただ

きました。詳しくはトピックの記事をご覧くだ

さい。午前の環境活動報告会並びに環境活動報

告集への申込状況を確認し、レポート投稿期限

の 12 月 16 日（月）まで投稿・発表申込期限を

延長することにしました。 
（2）第 1 回 SDGs エコフォーラム（12/14） 
 かわごえ環境ネットのパンフレットの最新版

を配布するとともに、パネル展示を行うことに

しました。 
（3）設立 20周年記念事業 
 11 月 26 日（火）に第 5 回出版専門委員会が

開催され、「川越の自然」（新訂版）の発行部数

を 3,000 部とすること、また、制作費の一部を

クラウドファンディングと助成金でまかなうこ

とを検討しているとの報告がありました。 
（4）パンフレットの改訂 
 活動案内パンフレット改訂案について読み合

わせを行い、修正箇所について確認を行いまし

た。また、印刷部数を 2,000 部として、前述の

通り、12 月 14 日（土）に開催される第 1 回 S
DGsエコフォーラム in埼玉で配布する方向で進

めることにしました。 
（5）次年度の事業計画 
 各専門委員会に対し、次年度の事業計画の作

成を呼びかけました。 
（6）その他 
 川越市より「川越市市制施行 100周年会議」

委員 1 名の就任依頼があり、理事長の小瀬が就

任することにしました。 
 11 月 27 日現在の会員数は、個人 139、民間団
体 25、事業者 25、行政 1 の合計 190 となりまし

た。 
（小瀬博之）
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社会環境部会

 11 月の社会環境部会例会は、8 日の金曜日に

福田ビル 3 階で行われました。都合の悪い人が

多く 7 人の出席でしたが、活発に打ち合わせを

行いました。 
 最初に、理事会等の報告が代表からあり、続

いて、翌日の環境講演会について、連絡なしで

も参加する人もあって、50 人近くの参加が見込

めるとの報告があり、役割分担を確認しました。

さらに、11 月 16 日の北公民館かんきょう祭り

と、11 月 17 日のつばさ館まつりについて、協

力体制について話し合いました。 

 次いで、10 月の川越まつり会場クリーン活動

について、参加者からの意見交換を行い、来年

の活動への参考としました。年々参加が増えて

いるボランティアの人らの計画的な運用と、夕

方からの雑踏の中の“辻立ち”方式について意

見を交わしました。「きれいなお祭りだった。ご

みを受け取ってくれて感謝」などのよい評判に

応える体制づくりが課題となりました。翌日の

早朝に清掃した結果なども聞いて、総合的なク

リーン活動の向上を図る必要を共有しました。 
（社会環境部会代表 武田侃蔵）

自然環境部会

 11 月例会は 8 日（金）福田ビル 3 階にて 7 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 

10 月 14 日（月）21 名参加 小雨の中、林内の

観察・調査をする。シラヤマギクが初秋の風情。

オケラが数株、数も少なく場所も限定的。ベニ

タケの仲間が結構出ている。 10 月 28 日 20
名参加 「野鳥の森」ゾーンの手入れ 落枝・

枯損木・林床草刈り 
②池辺公園定例活動 11 月 5 日（火） 8 名参

加 キチジョウソウ周辺草刈り、ハグロソウの

エリア手刈り、日照を妨げるシラカシの除伐（3
本） 

③「古谷湿地魚観察会」11 月 2 日（市主催、か

わごえ環境ネット協力）増水のため早めに中止

になった 
④高階北小学校自然学習支援 11 月 8 日（金）

 別ページ参照 
⑤今福川の湧水について コラム「川越の自然

を訪ねて」参照 
2. 協議事項 
①かわごえ環境フォーラムへの取り組みについ

て 
②かわごえ生き物調査の展開について 
③会計担当から上半期の報告と今後の使用につ

いて 
（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】「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

投稿・発表申込 12 月 16 日（月）まで延長 
レポート投稿 12 月 16 日（月）締切 

 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。 
 行事開催に先立ち、環境活動をされている個

人・団体からの報告を広く募集しています。か

わごえ環境ネット会員の有無を問いません。投

稿・発表申込期限を延長しました。募集要項は、

かわごえ環境フォーラムWebサイト（https://for
um.kawagoekankyo.net）をご覧ください。 

 
かわごえ環境フォーラム（https://forum.kawagoekankyo.net）
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【トピック②・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 開催（12 月 14 日）

 
日時：12 月 14 日（土）10:00-16:30 
会場：東洋大学川越キャンパス（川越市鯨井 21
00、公共交通機関をご利用ください） 
参加費：無料 
定員：500 名 
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、埼玉県地球温暖化推進センタ

ー、パリクラブ 21埼玉 
後援：埼玉県、川越市、かわごえ環境ネット 
開催趣旨 
 これまで 18 年間にわたり開催してきた「環境

まちづくりフォーラム・埼玉」「低炭素まちづく

りフォーラム in埼玉」の実績を継承し、持続可

能な社会の構築を見据えた新たな取組として名

を改め開催します。 
 県内においた環境を中心とする活動を実践し

ている団体、企業、行政、教育機関、地球温暖

化防止推進員等が一同に会し、情報交換、相互

交流及び情報発信を通じて、SDGs の達成に寄

与することを目的とします。 
プログラム（予定） 
10:00-10:10 挨拶 
10:10-11:10 基調講演「仏教から見た環境問題」 

竹村牧男氏（東洋大学学長） 
11:10-11:20 2019 年度少年少女国連大使による S
DGsスピーチ 島村仙氏 
11:20-11:40 エコライフ DAY 感謝状贈呈 
11:40-11:55 フォーラムの振り返りとこれから 
11:50-13:10 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 
13:10-15:50 分科会（6 つの分科会を同時開催） 

若者と市民の環境会議 
SDGs から素晴らしい未来を語ろう！ 

あなたの暮らしで未来を変えよう 
家庭の省エネから温暖化を考える 

森・田んぼ・川の生きもの保全 
人と自然の共生を学んで、生物多様性を目指そう 

私ごとから考えるごみ問題 
私たちが今やるべきことを考えよう 

SDGs を知ろう！入門編 
自分たちで関れる取組を考えてみよう 

環境経営の今・これから 
環境経営の深化、SDGs経営の拡大に向けて 

16:10-16:30 全体会 
17:00-18:30 交流会（会費 2,500円程度） 
申し込み・問い合わせ：第 1回 SDGsエコフォ
ーラム in埼玉実行委員会事務局（Tel.048-749-1
217, Fax.048-749-1218, E-mail: goto@kannet-sai.
org） 

 
【詳細・最新情報】第 1 回 SDGs エコフォーラム 

https://www.kannet-sai.org/about/activities/2019/1214.html
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【トピック③】川越「歳末まち美化活動」（12 月 22 日）参加者募集

 

 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち

美化活動。17 年目の今年は、12 月 22 日（日）9:
30-12:00 に実施します。令和最初の活動です。 
 9:30 に本川越駅交番前に集合し、市内中心部

から南北に 10 ぐらいのコースに分れてごみ拾

いをして回り、11:30 に北行組は中央公民館前で

ごみ分別、その後蓮馨寺にて有志差し入れの川

越名物「太麺焼きそば」を食べながら歓談しま

す。南行組はウェスタ川越でごみ分別し、施設

内のカフェ&ベーカリー「どんなときも」でお

いしいパンを食べて解散します。 
 申し込みは 12 月 20 日までにお願いいたしま

す。 
・申込先： 渡辺利衛 Fax.049-242-4322 
      菊地三生 Tel.080-5546-2362 
      E-mail：kikums@beige.ocn.ne.jp 
 本会会員の有無を問わず、多くの方のご参加

をお待ちしております。   （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）

日時：2 月 29 日（土）9:30-16:30 
場所：ウェスタ川越 市民活動・生涯学習施設 
会議室 1・2（2 階）（川越市新宿町 1-17-17、川

越駅西口から徒歩 5 分） 
入場無料 

プログラム（予定） 

9:30 開会 
9:45-12:00 午前の部 環境活動報告会 
12:00-13:00 昼休み 
13:00-14:25 午後の部①講演会「動きながら考え、

考えながら調整する〜ぼくらのエリアリノベー

ション〜」 
14:40-16:30 午後の部②ワークショップ（仮題）

「川越（と周辺地域）の宝を掘りおこそう 2」 
 今号では、講演会について速報でお伝えしま

す。講師の荒木牧人さんにプロフィールをいた

だきましたので、紹介いたします。 

講演会「動きながら考え、考えながら調整する

〜ぼくらのエリアリノベーション〜」 

 
講師：荒木牧人氏（株式会社 80%代表取締役／

maao 代表／三輪駄菓子屋すいすいオジサン） 
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プロフィール：1974 年埼玉県上福岡（現：ふじ

み野）市生まれ。建設会社、設計事務所勤務を

経て、2013 年荒木牧人建築設計事務所(現：ma
ao)を設立。同時期に住んでいる地域の自治会長

になり、そこでの経験を活かし「空き家問題を

解決せよ！」というテーマにひかれ、第 3回リ

ノベーションアイデアコンペに応募し優秀作品

賞を受賞。その後、リノベーションスクール・

プロフェッショナルコース（現：プロフェッシ

ョナル・リノベーションスクール）で半年間の

体系的学びを終え、地元で実践開始。2016 年 1
1 月に行われた川越市主催「第 1 回まちづくり

キャンプ」に参加後、異業種仲間 3 名と株式会

社 80%を設立。川越市連雀町にある木造 2 階建

の空き長屋に、2017 年 6 月に第 1号案件「すず

のや」「glin coffee 大工町店」、2018 年 2 月に第

2号案件「coworking ＆ shareofficeダイクマチ」

を DIY 中心に施工。自らの設計事務所も第 2号
案件に移設。地域軸での新しい動きを作る。20
18 年 2 月、中心市街地活性化協議会と「第１回

川越空き店舗ツアー」を共同開催。参加者から

新たな実践者が誕生するきっかけを作るなど、

地道に川越市街地と郊外、近隣市で様々なエリ

ア・リノベーションを展開中。2019 年 12 月に

は直営第 3号案件「coworking ＆ shareofficeロ
ッケンマチ」が完成。また、自身の住んでいる

郊外エリア（南古谷）では週 1回、牛子小学校

区内を三輪自転車で販売する「駄菓子屋すいす

い」のオジサンとしても活動中。 

 

 
すずのやの施工風景と完成後 

 
coworking ＆ shareoffice ダイクマチ

 

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：12 月 9 日、1 月 13・27 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：1 月 7 日、2 月 4 日（火）9:00-12:00 
場所：池辺公園（川越市池辺 1302） 
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問い合わせ：賀登（Tel.049-234-9366） 
★市内湧水見学会（龍池弁財天、仙波河岸史跡

公園、新河岸日枝神社） 
日時：12 月 17 日（火）9:30-12:00 

 関心のある方は、賀登（Tel.049-234-9366）ま

でお問い合わせください。

会合 
◆広報委員会（2019 年 12 月度） 
日時：12 月 4 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 1 月 8 日（水）9:00-10:00同所 
●社会環境部会（2019 年 12 月度） 
日時：12 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 1 月 10 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 11 月度） 
日時：12 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 1 月 10 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 6 回） 
日時：12 月 16 日（月）9:30-12:00 

場所：栗原造園（川越市南大塚 4-5-3） 
＊次回は 1 月 22 日（水）13:00-15:30同所 
◆事業運営委員会（2019 年度第 9 回） 
日時：12 月 18 日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3 階会議室 
＊次回は 1 月 15 日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2019 年度第 9 回） 
日時：12 月 18 日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3 階会議室 
＊次回は 1 月 15 日（水）10:00-12:00同所 
●新年会 
日時：1 月 15 日（水）12:30-14:00 ごろ 
場所：中正屋（川越市石原町 1-2-1） 
会費：3,000円 
＊参加希望者は、予約の都合上、1 月 7 日（火）

まで本会事務局にご連絡ください。 
 

【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：12 月 15 日（日）10:20-15:00 ごろ 
集合：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：今年最後のかんさつ会です。冬越しの野

鳥や木の実を観察しましょう。 
参加費：200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） 

◎森林公園かんさつ会（考える会／公園共催） 
日時：1 月 19 日（日）9:50-15:00 ごろ 
集合：武蔵丘陵森林公園南口入口前（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：安西英明さん（日本野鳥の会・主席研究

員）の解説を聞きながら、園内に拡がる雑木林

で野鳥（カモ類やルリビタキなど）や冬越しの

昆虫などを観察します。 
参加費：無料（入園料別途） 
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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） 

 
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 

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： ①12 月 14 日（土）9:30-12:00 
    ②1 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：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 
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 

 
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: hatsukarinosato@googlegroups.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。上記問い

合わせ先にご連絡ください。 
◎【出店】くらしをいろどる Farmer's Market 
日時：12 月 8 日（日）10:00～15:00 
場所：ウェスタ川越交流広場&ウニクス川越に

ぎわい広場 
 南古谷農園とコラボ出店します。 
◎田んぼ IoT勉強会 
日時：12 月 19 日（木）17:00-19:00 
場所：東洋大学川越キャンパス福利厚生棟特別

会議室（川越市鯨井 2100） 
 詳しくはお問い合わせください。 
◎まこもでお正月かざりづくり 
日時：12 月 22 日（日）15:00-17:00 
場所：川越八幡宮（川越市南通町 19-3） 
参加費：2,000円（材料費、講師代として） 
持ち物：はさみ（お花や小枝などお正月飾り用

の小物をご持参いただけますとオリジナルのし

め縄がつくれます） 
内容：千年の歴史がある川越八幡宮で、川越の

田んぼで育ったまこもを使ったしめ縄づくりの

イベントを行います。子供から大人まで身近な

自然と日本の伝統について体験できる場を企画

したいと思いますので、ぜひお越しください。 
申込先:hatsukarinosato@googlegroups.com 
※参加をご希望の方は上記メールアドレスに参

加者全員の氏名（大人、小・中・高、幼稚園別）

を明記の上、お申し込みください。 
◎定例会（田んぼ懇談会） 
日時：1 月 25 日（土）16:00-18:00（予定） 
場所：ウェスタ川越（または南公民館）（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。 

      
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：1 月 11 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、

伐採枝のチップ化、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。 
＊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 
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 
日時：12 月 20 日（金）、1 月 7 日（火）・17 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：12 月 8 日・1 月 12 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：12 月 28 日・1 月 25 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。 
①12 月 15 日（日）12 月第 4 日曜日は、かわご

え環境ネットの歳末まち美化活動日。特例で 1
週間繰り上げ。9:00-11:00 まで。旭橋右岸横集

合、上流、下流の河畔を清掃。収集ごみは分別

して旭橋左岸の空き地に集めて解散。 
②1 月 26 日（日）新河岸川起点から三日月橋近

くまで。一部で“つなぎ”着て川中清掃。月吉

陸橋下の空き地で分別して解散。

 
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
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います。いつも何かしら発見がありおもしろい

です。 
◎川歩き 
日時：12 月 15 日（日）10:00-12:00 

場所：小畔川、越辺川、入間川の合流点まで川

沿いに踏査 

 
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：12 月 9 日（月）10:00-12:00 
会場：高階南公民館 1 階会議室 1号（川越市藤

原町 23-7） 
参加費：無料 
持ち物：25cm四方の布またはハンカチ、裁縫道

具 

 まず身近なことからということでマイ箸利用

をおすすめしています。森林破壊を止めるため

にもマイ箸を持参するための箸袋を作っていま

す。 
※直近 2～3 か月分の電気・ガス・水道の料金票

がありましたら、お持ちください。 

 
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、雨天中止） 
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） 
①12 月 8 日（日）10:00-12:00 
 カモのほかに小鳥たちもやってきました。公

園でジョウビタキ、ツグミ、モズなどを観察し

ます。 
②1 月 12 日（日）10:00-12:00 
 カモ達は越冬地日本でペアを組み、春、北の

国へ渡り繁殖します。雄は相手を求めるため、

羽を飾り、雌の前で水を跳ね上げたり、頭をあ

げたり、気を引こうと種々な行動をします。寒

いので、防寒着を一枚多くご用意ください。

 
川越環境保全連絡協議会 

問い合わせ：川越環境保全連絡協議会（川越商工会議所内）Tel.049-229-1850, Fax.049-225-2101
◎環境小江戸塾 
日時：12 月 6 日（金）14:30-16:30 
会場：川越商工会議所 2 階会議室（川越市仲町

1-12）※駐車場がございませんので、お車での

ご来場はご遠慮ください。 
受講料：無料、定員：40 名（先着順） 
申込：事業所名、住所、参加者名、電話番号を

Fax でお送りください。 
内容：第 1 部「海洋プラスチックごみ問題と廃

プラスチック問題」埼玉県環境部水環境課 主査

 鈴木健太氏、同産業廃棄物指導課 主幹 佐藤正
太氏 

 近年、世界中で問題となっている海洋プラス

チックごみ問題及び廃プラスチック問題のこと

を、基本的な事項からお話します。その上で、

中国の廃プラスチック輸入拒否問題とプラスチ

ック資源循環に絡めた資源・廃棄物問題への課

題と取組みなどを分かりやすくご説明します。 
第 2 部「埼玉で開催！東京 2020 オリンピック・

パラリンピック」埼玉県オリンピック・パラリ

ンピック課ボランティア担当 主事 清水純一朗
氏 
 埼玉県は、バスケットボール・サッカー・ゴ

ルフ・射撃の競技会場になります！そこで、大
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会に向けた埼玉県の取組などについてわかりや

すく紹介。2020 年へ向けたドキドキ・ワクワク

を感じてみませんか 

広報委員会からのおしらせ
◆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」などの情報を毎月郵送とメールでお送りし

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 1,00
0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://kawago
ekankyo.net）へ。 
●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 

●本紙への原稿投稿を受け付けています 
 2020 年 1 月号（No.159，12 月 27 日発行予定）

の掲載原稿は、12 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.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 Webサイト 
 本紙のカラーで高精細な PDF 版を閲覧でき

ます。バックナンバーも揃えています。 

 
https://kawagoekankyo.net 

●かわごえ環境ネットソーシャルメディア 
①Twitter 
 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 

②Facebook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 

●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（12 月 4 日〜1 月 25 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 

12/4 
◆9:00 広報委

員会 

12/5 
 

12/6 
★14:30 環境

小江戸塾 

12/7 
◎8:30里山林保全

活動（こもれび隊） 

12/8 
◎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 くらし

をいろどるFar
mer's Market 

12/9 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 
◎10:00 かん

きょうサロン 

12/10 
 

12/11 
 

12/12 
 

12/13 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

12/14 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
★10:00第1回

SDGsエコフォ

ーラム in埼玉 

12/15 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
◎10:00 川歩

き（小畔川の自

然を考える会） 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 
○本紙 1 月号

投稿期限 

12/16 
◆9:30設立20周
年記念出版委員会 
○かわごえ環境

フォーラム「環

境活動報告」レ

ポート投稿期限 

12/17 
★9:30 市内湧

水見学会 

12/18 
★9:00 事業運

営委員会 
★10:00 理事会 

12/19 
◎17:00 田ん

ぼ IoT 勉強会 

12/20 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

12/21 
 

12/22 
★9:30 歳末ま

ち美化活動 
◎15:00 まこ

もでお正月か

ざりづくり 

12/23 
 

12/24 
 

12/25 
 

12/26 
 

12/27 
 

12/28 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

12/29 
 
 
 
 

12/30 
 

12/31 
 

1/1 
元日 

1/2 
 

1/3 
 

1/4 
 

1/5 
 

1/6 
 

1/7 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

1/8 
◆9:00 広報委

員会 

1/9 
 

1/10 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

1/11 
◎8:30里山林保全

活動（こもれび隊） 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
1/12 
◎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 

1/13 
成人の日 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

1/14 
 

1/15 
★9:00 事業運

営委員会 
★10:00 理事会 
●12:30 新年会 
○本紙 2 月号

投稿期限 

1/16 
 

1/17 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

1/18 
 

1/19 
◎9:50 武蔵丘

陵森林公園か

んさつ会 

1/20 
 

1/21 
 

1/22 
◆13:00設立20周
年記念出版委員会 

1/23 
 

1/24 1/25 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
◎16:00 田ん

ぼ懇談会 
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