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「かわごえ環境フォーラム」中止のおわび 
 2 月 29 日（土）ウェスタ川越にて開催を予

定しておりました「第 18 回かわごえ環境フォ

ーラム」ですが、新型コロナウイルス感染の拡

大により、不特定多数の参加者がある行事にお

いて、安全を確保することが難しいと判断し中

止いたしました。 
 参加及び発表・講演を予定されていたみなさ

ま、また後援・協賛各位には、多大なご迷惑を

おかけいたします。深くおわび申し上げますと

ともに、何とぞご理解ご了承のほど、よろしく

お願い申し上げます。 
 なお、「講演会」は、5 月に開催する本会 2020
年度総会に付随する公開行事として開催を予

定しております。詳細につきましては、改めて

ご案内いたします。 
かわごえ環境ネット理事長 小瀬博之 

4 月から 20 周年記念事業 

 
20 周年ロゴとモットー（案） 

 2000 年 8 月 5 日に設立された「かわごえ環

境ネット」は、2020 年度に設立 20 周年を迎え

ます。4 月からは「設立 20 周年記念事業」を

展開します。記念出版として『（仮題）川越の

自然（新訂版）』の出版を予定しています。ま

た、2021 年 2 月に「第 19 回かわごえ環境フォ

ーラム」を開催するなど、各種行事を予定して

います。みなさまのご支援、ご協力をお願いい

たします。 

かわごえ環境ネット

かわごえ環境ネット
20周年　持続可能な地球と川越へ→
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【コラム】川越の自然をたずねて（83）マツグミという植物について
 環境省、埼玉県、その他の行政機関では絶滅

が危惧される野生生物の現状を把握するようレ

ッドデータブックを作り、環境保全や種の保護

などを目的に役立てようとしている。埼玉県の

2011 年の植物編ブックには、維管束植物の中に

マツグミも絶滅危惧 IB 類として載っている。

関東近辺での扱いは、栃木県は準絶滅危惧 II類、

千葉県は最重要保護生物、東京都は絶滅危惧 II
類、群馬県は絶滅危惧 IB 類、神奈川県は絶滅危

惧 IB 類にあげられている。全国（環境省版）で

は特に指定は受けていいない。マツグミは維管

束植物で、ビャクダン目ヤドリギ科マツグミ属、

ヤドリギに似てほかの樹木の上で生活をし、緑

の葉で光合成を行い、一般的には半寄生の植物

である。関東以西、富山以南に分布し、宿主は

マツ、モミ、カヤなどがある。APG 分類ではヤ

ドリギ自体がビャクダン目ビャクダン科に移さ

れてしまった。 
 小生がはじめてマツグミに気がついたのは、

20 年ほど前に高尾山の山道を歩いているとき、

足元に赤の目立つ花柄が落ちているのを拾いあ

げてしげしげと見ると、筒状で鮮やかな赤だっ

た。その形状だけ見ると、オーストラリア原産

のポーの花とよく似ている。その 2、3 年後、植

物に詳しい人に、高尾山頂下のトイレの裏側に、

モミの木についているマツグミを教えてもらい、

ようやくその正体がわかった記憶がある。 
 実は、3 年ほど前にある人から川越にもマツ

グミがあるよと指摘を受け、見に行ったところ、

わりとすぐに見つけることができた。場所は岸

町烏頭坂のわきにある熊野神社境内で、こんな

に身近に見られるとは思ってもみなかった。確

かに埼玉県レッドデータブックの記載には“大

宮台地〜低山帯に分布する。社寺林や屋敷林の

モミやツガなどの大木に寄生しているところが

発見される。”とある。まさにその通り！実際に

はこの境内には松も生えているがそれにはつい

ていない。もっとおもしろいことにはヒマラヤ

スギの若木にマツグミがついているのを見るこ

とができる。ヒマラヤスギは明治以降園芸種と

して学校、公園などに植樹をされてきた。今後、

マツグミがそのような場所で生きていけるのだ

ろうか？ 
 マツグミの実については、4、5月頃に赤く色

づき、昔はこれを集めておやつ代わりにチュー

インガムのように食べたなどの記述がネット上

で書かれている。私は食べたことがないのでど

んな味がするかはわからない（ちなみにヤドリ

ギの実は毒を含むとして生では食べられない）。

ここで気になるのがマツグミの名前の由来で、

一部の図鑑などでは“松につき、実がグミに似

ているから”と書いてある。今どきの若い人ら

にとって、グミはお菓子のグミとしか思い浮か

ばないだろう。Wikipedia によるとお菓子のグミ

は 1920 年代ドイツで作られ始めたのがはじめ

で、日本には 1980 年代にお菓子としてはやっ

たもので、植物のグミ（茱萸）とは全く関係が

ない。 
 天気の良い日の植物観察にたまに上を見上げ

るのはいかがでしょうか。 
（かわごえ環境ネット会員 松永裕一）

 
マツグミ（熊野神社） 

 
ヒマラヤスギにつくマツグミ 
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【コラム】川越の「宝」をたずねて（9）川越（と周辺地域）の「宝」全データ
 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。 
今月は理事長の番外編「全データ入れました」 
 2020 年 2月 29日に開催予定であった「第 18
回かわごえ環境フォーラム」が中止となり、予

定されていた「マップづくりワークショップ」

も中止となってしまいましたが、昨年の 2019 年

3月 3日の「第 17回かわごえ環境フォーラム」

で開催した「かわごえカフェ 2019」で約 30 名
の参加者が「宝」として取り上げた場所は、こ

れまでの連載で取り上げてきた地図で紹介した

39 か所よりたくさんあって、精査してみたらあ

と 85 か所、合計 124 か所ありました。 
 ワークショップでは、このデータを地図で表

示させながら、「宝」をつなぎ合わせたり間の宝

を探したりしてストーリー（ツアールート）を

作ろうという企画を考えていました。 
 中心市街地に「宝」は集中していますが、小

畔川や入間川、新河岸川といった川に沿った宝

の多さも目につきます。今回の図示は点で描か

れていますが、川であれば線状、森林であれば

面状、また、点在するものもありますので、実

際にはこれ以上に広がっています。 
 また、川越市の地形はおおむね南西の標高が

高い台地、北東の標高が低い低地ですが、南西

エリアには果樹園や無人販売所が多いこと、東

側には水辺の緑地が多いことがわかります。 
 「つなげる」ということを考えると、山田、

芳野、古谷、南古谷と広がる水田地帯の「宝」

がもう少し発掘されるとよい感じがします。ま

た、高階や大東の中心市街地と森林や畑の間に

も「宝」ももっと発掘できそうな感じがします。 
 中心市街地は、魅力的な飲食店などがたくさ

ん挙がっています。地図では文字が隠れてしま

っていますが、地理院地図や Google Earth で読

み込める KML ファイルを用意しましたので、

各自でご覧ください。なお、場所が特定できな

いスポットもあります。今後、変更の可能性が

あることをご了承ください。  （小瀬博之） 

 
川越の「宝」全データの KML ファイル（ダウンロード）

 
川越の「宝」マップ全データと「宝」空白地域（国土地理院の電子地形図（タイル）に追記）
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【報告】かわごえ環境ネットの活動 
川越の地質フィールドワーク（その 1） 自然環境部会

 2020 年 1 月下旬は、冬型の気候が定まらず雨

の多い天候でしたが、フィールドワーク当日の

1 月 29 日は、明け方から急速に天気が回復し、

日中は 18℃にもなる陽気でした。今回は、地学

に造詣の深い久津間文隆氏を講師にお願いし、2
2 名の参加で、テーマは「川越台地の縁を歩く」

です。 
 川越は、東北の方角が荒川低地で広く、田園

地帯になっています。中央部から南、西の方角

が武蔵野台地になります。武蔵野台地が荒川低

地に連なる境界を新河岸川が流れていて、今回

はこの崖線の探訪です。川越駅西口を 9 時にス

タートし、歩いて熊野神社まで行きます。熊野

神社の標高は 23m で、眼下に荒川低地が一望で

き、遠くスカイツリーも臨めます。神社下の国

道 254 号は烏頭坂で、昔、人力で物を運ぶのに

難儀した急坂です。この坂を避けるために、明

治時代に仙波河岸が作られました。 
 熊野神社の坂を下り、川越街道旧道から不老

川沿いに歩きます。このあたりの標高は 11m。

不老川は例年、この時期は水がほとんどないの

ですが、ここ数日間の雨で滔々と流れています。

適当なところで河原に下りて岩石のウオッチン

グです。不老川は今でこそ小さな川ですが、ご

先祖は古多摩川です。13 万年前ごろから、青梅

あたりを扇の要として古多摩川が自由に氾濫し、

扇状地を形成しました。これが武蔵野台地です。

現在、多摩川は東京の南に落ち着きましたが、

不老川は古多摩川の遺構なのです。古多摩川は

関東山地から発し、山地を削りながら流れます

のでその堆積物も岩石です。不老川の河原に降

りると、丸い河原石がゴロゴロしています。久

津間さんがその中の一つをハンマーでたたくと

火花が出ました。これはチャートだそうで、深

海に積もった放散虫の死骸で非常に硬く「火打

石」に使われていました。その他、砂岩、泥岩、

緑色岩、石灰岩を観察しました。これらは関東

山地を造っている代表的な石です。 
 続いて不老川と新河岸川の合流点です。不老

川は関東の山地に由来を持つ川ですが、新河岸

川は特に、川越の範囲では人工的な川と言えそ

うです。山からの岩石の供給がないのでいわゆ

る「泥川」です。川底には石はほとんど見当た

りません。合流点から下流は新河岸川となり、

やがて舟運や、近ごろでは水害など話題の多い

川になります。合流点からは川筋の道を仙波河

岸史跡公園まで歩きます。ここより後の行程は

次号とさせていただきます。   （賀登環）

 
 

 
熊野神社の崖 

 
久津間さんのガイド

 
歩いた行程（点線） 破線は川 

（地理院地図に行程、河川、標高を追加） 
 

不老川の河原 
 

合流点付近



月刊 かわごえ環境ネット 2020 年 3 月号 No.161 

- 5 - 

森に巣箱を掛ける 自然環境部会

 
2010 年の巣箱イベント 

 
巣箱の掃除

 
巣床のいろいろ 

 
2 月 9 日 栗原造園さんの工房で 

巣箱づくり 

 
みんなで協力してできあがり 

（撮影：石川真さん） 

 
2 月 10 日 巣箱を掛けました 

 今から 10 年前の 2010 年に自然環境部会で市

民参加の巣箱づくりイベントを実施し、そのと

き、14 個の巣箱を「（仮称）川越市森林公園」

計画地に掛けました。その後追加して 17個で経

過観察してきました。シジュウカラは樹洞に営

巣しますので巣箱を利用します。巣穴直径は 27
mm で、これ以上大きくするとスズメが利用し

ます。スズメは、割合どこでも営巣するので、

巣箱は一応シジュウカラ専用に作りました。 
 2011 年から 9 年間、毎年 2 月ごろに巣箱を下

ろして営巣のチェック、中を掃除してまた付け

直す作業を続けてきました。巣箱を開くときは

いつもドキドキします。シジュウカラは体重が

14～16g ほどですが、巣床にはびっしりとコケ

や獣毛を集めて 30g以上が普通です。この中で

子育てをしたのかと、親鳥の愛情をひしひしと

感じます。この巣床は連続使用とはいかないそ

うで、ダニや害虫が発生するとのことで掃除し

て次に備えます。 
 「（仮称）川越市森林公園」計画地には樹洞の

ある樹木は少なく、シジュウカラにとっては住

宅難なのですが、巣箱の利用率は 100％とはい

かず、この 10 年間で 7割前後です。巣箱も年ご

とに傷んできて、屋根がなくなったり壁が割れ

たりしましたので、ここで 10個ほど新築しまし

た。2020 年 2 月 10 日に掛け替えをして、15個
で再スタートです。そろそろシジュウカラが下

見に来ているそうなので、ぜひ、この新築物件

で愛の巣を営んでほしいものです。 
 シジュウカラは年間、10,000匹もの虫を捕食

するというデータがあり、特に子育ての頃は 5,
000 匹と言われます。森は農薬も殺虫剤も不要

です。森の生態系を保つためにも多様な生き物

が活躍しています。       （賀登環）

【報告】会員の活動 
2 月も枯損木の伐採とチップ化 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

もれびの森」を多様な生物が生きる里山の森に

する「東洋大学川越キャンパスこもれびの森・

里山支援隊」では、毎月 1 回程度活動日を設け

て、生育阻害木や枯損木の伐倒、下刈りなどの

里山林保全活動を行っています。 
 2 月 2 日（日）8:30 から 16:00 に行われた里

山林保全活動は、快晴のおだやかな天気の中、1
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9 名の参加により行われました。 
 冬の間は、林床に生えた草木類の下刈りがな

いため、1 年間にたまった落枝、伐採枝などを

ウッドチッパーで粉砕する作業を重点的に実施

しています。今回も林内の落枝を集めるなどし

て作業を行い、2015 年にグラウンドを植林して

できた「自然再生エリア」の遊歩道にウッドチ

ップを撒いて、散策しやすいようにしました。 
 また、林内に半枯れのヤマザクラがあり、チ

ェンソーとロープワークにより伐倒しました。

立木が多い中での伐倒のため、隣接する木に掛

かってしまい、作業は困難なものとなりました

が、無事に伐倒することができました。 
（小瀬博之）

 
参加者の集合写真。今回は 3 名が初参加 

 
朝礼の様子 

 
ウッドチッパーによる粉砕作業の様子

 
作業後の様子 

 
ヤマザクラの伐倒作業の様子 

 
自然再生エリアで見つけたハンノキの花

施設でのマコモ茶づくりとビオトープ造成 NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ

 
障がい者施設でのマコモ茶づくり 

 
造成中のビオトープ 

 
形ができてきたビオトープ 

 1 月 27 日は、障がい者就労支援施設のウォー

ムサポートシオンでマコモ茶づくりのワークシ

ョップ（以下 WS）を行いました。 
 これは、障がい者によるマコモ茶づくりがど

の程度可能なのかを見極めるための WS でした

が、みんな熱心にお茶づくりに取り組み、確か

な手ごたえを感じました。 
 そして、シオンではこのマコモ茶づくりを施

設で生産することを決め、7 月から試行生産に

入ります。 
 かわごえ里山としては、かねてからマコモ茶

づくりは障がい者にとって大きな可能性を感じ

ており、今回の WS に至りました。 

 理由としてマコモ茶づくりは、設備規模が小

さくて済むこと、根気はいるものの比較的単純

な作業で生産することができ、ある程度の利益

を確保できること、かわごえ里山の生産者にと

っても、これまで半分以上を無駄にしていたマ

コモ葉を有効に活用することができることなど、

双方にとってWin-Winの関係が築けることなど

がその理由です。 
 話は変わりますが、2 月 21 日にビオトープづ

くりを開始しました。これは、入間川から水を

引く田んぼの入水地点にビオトープを作り、生

きものの安住の地を作るというものです。 
 併せて、ビオトープ脇に小さな花壇を作り地
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域の人たちの憩いの場にしようとする計画です。 
 このビオトープ造成に先立ち、長年ビオトー

プづくりのボランティアをしている 2 名の方を

お招きしてアドバイスをもらうために、福田の

田んぼ周辺を案内しました。 
 福田の田んぼから用水路に沿って入間川取水

口の方向に案内しましたが、お二人とも異口同

音に、都市近郊で河川から田んぼに水が入り、

また河川に抜けていくというこのような環境は

珍しく、希少価値でひじょうに重要だとの認識

を示され、福田の環境を思う存分堪能されまし

た。 
 この地域の田んぼ環境の豊かさを再認識し保

存しなくてはいけない環境であることを改めて

思い知らされました。 
（増田純一）

さやま環境ネットワーク 環境団体交流会に参加

 狭山市交流センターにおいて「NPO法人さや

ま環境市民ネットワーク」の環境団体交流会が

2 月 8 日（土）に開催され、参加しました。 
 参加者は約 50 名、小谷野剛狭山市長も途中か

ら参加し挨拶、会員・団体の活動の報告と質疑

応答があり、活動密度の高さが感じられる 3 時

間でした。 
 私は、「かわごえ環境ネット」の紹介（新しい

チラシを参加者全員に配布）と「クリーン活動」

の説明を行いました。  

＜NPO 法人さやま環境市民ネットワーク＞ 
 狭山市が新しい『狭山市環境基本計画』を策

定する際、市民多数の参画のもとで策定作業が

行われたことが契機となり、2003 年 12 月に行

政と協働して計画の具現化をめざす市民組織と

して任意団体「さやま環境市民ネットワーク」

が発足、2007 年 8 月に NPO法人化され、環境

保全に関わる活動を展開中。会員は 200余名、

狭山市環境課が所管部署。 
（菊地三生）

 
式次第  

交流会への参加団体 
 

ほぼ満席でした 

 
主催者挨拶 石田代表理事 

 
小谷野狭山市長の挨拶 

 
マリンバの演奏で和やかな雰囲気に

 
◆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 1,000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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【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

 2 月 18 日（水）9:00-10:00 に第 11 回事業運営

委員会を、10:00-12:05 に第 11 回理事会を川越

市役所 7E 会議室において開催しました。一括

して主要な議事内容等を報告します。 
（1）第 18 回かわごえ環境フォーラム 
 本紙 1 ページでお伝えしている通り、2 月 29
日（土）ウェスタ川越にて開催を予定しており

ました「かわごえ環境フォーラム」は、新型コ

ロナウイルス感染の拡大により、不特定多数の

参加者がある行事において、安全を確保するこ

とが難しいと判断し、理事会において開催を中

止することといたしました。 
 参加及び発表・講演を予定されていたみなさ

ま、また後援・協賛各位には、多大なご迷惑を

おかけいたします。深くおわび申し上げますと

ともに、何とぞご理解ご了承のほど、よろしく

お願い申し上げます。 
【今後の対応（3 月 3 日現在）】 
①「みんなの環境活動報告会」は中止とし、現

状では代替行事の実施予定はありません。「かわ

ごえ環境活動報告集」を発行することで発表に

代えさせていただきます。かわごえ環境ネット

会員及び会員外の発表予定者（団体）には、中

止の連絡とおわびとともに 2 月 25 日に本冊子

を発送いたしました。 

②「講演会」は、5 月に開催を予定している本

会の 2020 年度総会に付随する公開行事として

開催を予定しています。詳細につきましては、

改めてご案内いたします。 
③「マップづくりワークショップ」については

中止とし、代替行事の実施予定はありません。 
（2）今年度の事業状況及び次年度の事業計画

について 
 今年度の会計状況と事業実施状況を確認しま

した。また、次年度の全体事業、20 周年記念事

業の内容を検討しました。 
 なお、自然環境部会より、「市民の力を集めた

生きもの調査結果」を製本するために予算を執

行したいという依頼があり、3 万円以内の予算

執行を承認しました。 
（3）レンタルサーバとドメインの更新 
 本紙の PDF 版を掲載しているサーバはレン

タルサーバとドメイン（kawagoekankyo.net）に

より行われています。引き続き情報提供するた

めに契約を更新することにしました。 
（4）その他 
 個人 1 名が退会し、2 月 19 日現在の会員数

は、個人 139、民間団体 25、事業者 26、行政 1
の合計 191 となりました。 

（小瀬博之）

社会環境部会

 2 月の社会環境部会例会は、14 日の金曜日に

10人が参加、福田ビル 3階で行われました。理

事会、事業部会の報告と、29 日に行われるかわ

ごえ環境フォーラム（最終的に中止）の状況な

ど説明しました。 
 次いで、来月からのコラムについての意見交

換をしました。部会活動の柱である地球温暖化

対策で意見発表の中で、「地球温暖化」では生ぬ

るく「気候危機対策」と真正面から訴える必要

があるとの意見が出されました。クライシス状

況ではないかとの認識で、かわごえ環境ネット

としてどうするか論議は続きました。さらに、

資源リサイクルの過程で、紙の集団回収がスト

ップされて、子ども会などの活動に支障が出て

いることなども報告されました。また、（仮称）

川越市森林公園計画地について、難しい問題点

などの報告もありました。みどりの基金、トト

ロの森を参考にしたナショナルトラストなどに

ついての意見も出されました。 
 社会環境部会の次年度の活動計画等の検討資
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料で第一次の討議をしました。グリーンカーテ

ンの「パッションフルーツ講習会」は、今年は

北公民館と高階南公民館で連続して開き、啓発

に努めますが、来年以降の事業継続の体制作り

も検討し、フォーラム会場でも意見交換するこ

とにしました。 
 来月 13 日の例会でさらに深めることにして

散会しました。（社会環境部会代表 武田侃蔵）

自然環境部会

 2 月例会は 14 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

 1/27（月）悪天候中止、2/10（月）参加者 22
名 巣箱付け替え 詳しい記事は別ページ参照 
②池辺公園定例活動 2/4（火） 参加者 9名 

ウバユリ周辺草刈り、シラカシ伐倒 5 本 
③川越の地質フィールドワーク 1/29（水）講

師：久津間文隆氏 22 名参加 川越駅西口 9:0
0 集合 
熊野神社→不老川→仙波河岸史跡公園→龍池弁

財天 別ページの報告参照 
④生き物調査勉強会 2/5（水）南公民館 13:0
0～15:30 講師：牧野彰吾氏 参加者 9名 

⑤野鳥の巣箱作り 2/9（日） 栗原造園 7名
参加 10個新調 別ページの報告参照 
2. 協議事項 
①かわごえ環境フォーラムへの取組について 
②次年度の事業計画について 自然環境部会の

目標・テーマについて話しあった。定例で取り

組むのは、「（仮称）川越市森林公園」計画地、

池辺公園など。行政とのパートナーシップは、

引き続き生き物調査を行う。できるだけ多くの

市民が関心をもつような行事を工夫する。会員

団体との連携を大切にし、共催でイベントを行

う。生き物調査については、次年度はさらに調

査種、地域を検討することになった。 
③会計担当から報告と今後の使用について 

（自然環境部会代表 賀登環）

予告の掲載に際して重要なおしらせ
 新型コロナウイルスの集団感染対策等の理由により、行事開催の変更・延期・中止等が起きてい

ます。かわごえ環境ネット主催の行事等において予定の変更がある場合には、情報が入り次第本会

ホームページ（https://kawagoekankyo.net）でお伝えします。会員団体等の行事についても、情報が

入ればホームページに掲載いたしますが、参加しようとする前に問い合わせ先にご確認ください。

【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・会員向け】理事立候補者募集（4 月 3 日事務局必着）

 2020（令和 2）年度は本会役員改選の年です。

かわごえ環境ネットの将来を考え、運営に携わ

る理事への立候補者を募集します。 
 任期は 2020 年度総会開催日（5 月中に実施予

定）から 2022 年度総会開催日までの 2 年間で、

個人会員と団体会員（事業所、民間団体及び行

政）から募集します。 

 立候補される方は、3 月の郵送資料に同封さ

れている「かわごえ環境ネット理事立候補申込

用紙」に必要事項を記入し、4 月 3 日（金）必

着でかわごえ環境ネット事務局にご提出くださ

い。 
 詳しくは、郵送資料同封のお知らせをご覧い

ただくか、事務局にお問い合わせください。 
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【トピック②】春の里山 自然観察＆クリーン活動（5 月 10 日 日曜日開催）

 

 かわごえ環境ネットは、春夏秋冬の年に 4 回

のクリーン活動をしてまいりました。 
 2020 年度最初の春のクリーン活動を行いま

す。 
 活動場所は（仮称）川越市森林公園計画地で

す。この場所は、あまり市民に知られていない、

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

を行います。多くの方の参加をお待ちしていま

す。 
日時：5 月 10 日（日）9:30-12:00 
集合場所：川越南文化会館（ジョイフル）エン

トランス前 
募集人員：先着 30 名 
申込：4 月 1 日（水）9:00 より環境部環境政策

課（Tel.049-224-5866） 
（菊地三生）

【トピック③・会員各位】ボランティア活動保険の加入について（案内）

 本会ではさまざまな環境保全活動に対応する

ために、社会福祉法人全国社会福祉協議会の「ボ

ランティア活動保険」に団体として加入してお

ります。2020 年度も引き続き全国社会福祉協議

会の「ボランティア活動保険」に加入したいと

考えております。 
 保証期間は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年

3 月 31 日の予定です。年間 1 人 350 円（基本プ

ラン）で入院・通院の他に賠償責任まで対応で

きますが、保険は原則として本会の活動のみが

対象になります。詳細については、本紙 3 月号

に同封した（メールサービスの場合は別途添付

した）ちらしを参照ください。 
 保険は団体で加入しますが、申し込みは個人

ごとになります。すでに個人や団体等で継続的

に保険に加入されている方もいると思いますの

で、希望者のみの加入とさせていただきます。 
 つきましては、保険加入を希望される方は、

別添の用紙に必要事項を記入し、3月 26日（木）、

27 日（金）の 2 日間に事務局（川越市役所本庁

舎 5 階環境政策課）窓口まで直接、現金（＠35
0 円×人数分）と一緒に申込みください。なお、

おつりがないように納入お願いします。

自然環境部会主催事業 
★「（仮称）川越市森林公園」計画地 植物調査・

保全活動（毎月第 2・第 4 月曜日） 
日時：3 月 9・23 日、4 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） 
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★池辺公園定例活動（毎月第 1 火曜日、変更の

場合もあります） 
日時：4 月 14 日、5 月 12 日、6 月 2 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）

会合 
◆広報委員会（2020 年 3 月度） 
日時：3 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 4 月 1 日（水）9:00-10:00 同所 
●社会環境部会（2020 年 3 月度） 
日時：3 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 4 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（2020 年 3 月度） 
日時：3 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 4 月 10 日（金）15:00-17:00 同所 
＊会員はどなたでも参加できます。 

◆事業運営委員会（2019 年度第 12 回） 
日時：3 月 18 日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3 階会議室 
＊次回は 4 月 8 日（水）9:00-10:00 同所 
◆理事会（2019 年度第 12 回） 
日時：3 月 18 日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3 階会議室 
＊次回は 4 月 8 日（水）10:00-12:00 同所、 
次々回は 4 月 22 日（水）9:00-11:00 場所未定 
◆設立 20 周年記念事業実行委員会出版専門委

員会（第 9 回） 
日時：3 月 25 日（水）13:00-15:00 
場所：栗原造園（川越市南大塚 4-5-3） 
＊次回は 4 月 29 日（水）13:00-15:00 同所 

【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
NPO 法人武蔵丘陵森林公園の自然を考える会 

問い合わせ：谷津弘子（Tel.&Fax.049-224-9118, foresth@nifty.com） 
ホームページ http://blog.canpan.info/forest-musashi/

◎森林公園かんさつ会（考える会主催） 
日時：3 月 29 日（日）10:20-15:00 ごろ 
集合：武蔵丘陵森林公園南口休憩所（入園前受

付）（比企郡滑川町山田 1920） 
参加費：200 円（入園料別途） 
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） 

 野鳥のさえずりを楽しみながら、春の野草の

観察調査を行います。 

 
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

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：①3 月 14 日（土）9:30-12:30 ごろ 
   ②4 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） 
予定表 

月 日 活動内容予定 
3 14 雑木林の手入れ、あそぼうパン 
4 11 畑の片付け 
5 9 枝豆畑の片付け 
6 13 トウモロコシ畑 
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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: hatsukarinosato@googlegroups.com, Tel.070-5599-2623） 

ホームページ http://kawagoesatoyama.ciao.jp/
 当会では、生物多様性豊かな田んぼの保全を

目的に、みんなで連携して環境にやさしいお米

作りをしながら田園風景の保全や地域コミュニ

ティ作りを行っています。入会は随時受け付け

ております。hatsukarinosato@googlegroups.com
にお問い合わせください 
◎農作業：マコモ苗拾い 
日時：3 月 14 日（土）10:00-12:00 
場所：福田のマコモ田んぼ（福田 310） 
 マコモ田で芽を出したマコモ苗を集め、用水

路に浸水して育苗します。 
◎生きもの育む田んぼプロジェクト 2020 説明会 
日時：3 月 15 日（日）9:30-12:00 
場所：川越市南公民館講座室 5 号（川越市新宿

町 1-17-17ウェスタ川越内） 
 無農薬によるお米作りやマコモ栽培に興味の

ある方、活動に興味のある方はご参加ください。

説明会を開催します。 

◎田んぼ懇談会 
日時：3 月 28 日（土）16:00-18:00 
場所：南公民館 
◎堀さらい 
日時：4 月 4 日（土）7:45-11:00 
集合：髙梨農園（川越市福田 439） 
活動場所：福田用水路 
 村人総出で行う米作り始めの大切な農作業で

す。会員や興味のある方のご参加を歓迎します。 
◎種まき 
日時：4 月 19 日（日）9:00-15:00 
場所：髙梨農園 
 育苗の為の種まきを行います。米作りの第 1
歩の農作業です。会員や興味のある方のご参加

を歓迎します。 

      
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/
【おことわり】3 月 7 日（土）の里山林保全活

動は、「新型コロナウイルスの感染防止に向けた

東洋大学の取り組みについて」に基づき対応を

検討した結果「中止」とさせていただきました。 
◎里山林保全活動（初回参加可） 
日時：①4 月 18 日（土）8:30 集合-12:30作業終
了予定（4 月は活動終了後、構成員による総会

を開催）、②5 月 17 日（日）8:30-16:00（予定） 
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、スズメバ

チトラップの設置、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） 
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Web サイト  Facebook ページ   Twitter  
予定表 

月 日 活動内容予定 
4 18 8:30-13:00,里山林保全活動、終了後総会 
5 17 8:30-16:00,里山林保全活動（日時は予

定） 

 
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）
【おことわり】3 月の活動は、「新型コロナウイ

ルス予防」の会員の意見で中止します。2 月号

でお伝えしたので、二重取り消し線で記入して

あります。4 月は、予定します。 
◎「やめましょう！歩きタバコ・ポイ捨て・自

転車放置」のゼッケンや「かわごえ環境ネット」

の腕章をつけて、まち美化啓発運動 
①第 1 火曜日・第 3金曜日 
日時：3 月 20 日（金・祝）、4 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：3 月 8 日・4 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：3 月 28 日・4 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
ご連絡ください。 
①3 月 22 日（日）新河岸川下流、旭橋右岸に 9:
00 集合。上下流各コースに分かれて活動。旭橋

左岸の空き地で分別収集。11:00解散 
②4 月 26 日（日）9:00 新河岸川上流、上野田町

の新河岸川起点八幡橋集合。JR までの堤防と河

道のごみ掃除。11:00解散予定。

 
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：4 月 16 日（木）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 
 電気代や水道料金の節約についての話をして

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。 
 希望者はマイ箸袋を作成します。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。 
【おことわり】3 月 11 日（水）11:30-13:30 に予定

していた環境サロンは中止させていただきます。

 
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） 
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①3 月 8 日（日）10:00-12:00 
 冬鳥とも今月でお別れです。渡りの途中の鳥

がちょっとお休みしていきます。珍しい鳥に会

えるカモ。 

②4 月 12 日（日）10:00-12:00 
 桜が咲き、沼の水も本来の量を溜めています。

コチドリ、カイブツリのラブコールが沼の水面

を渡ります。

 
特定非営利活動法人荒川流域ネットワーク 

問い合わせ：鈴木勝行（E-mail: k_suzuki@pk2.so-net.ne.jp, 携帯 090-7804-5722） 
ホームページ https://arakawa-ryuiki.net 

◎第 24 回荒川流域再生シンポジウム「河川の自

然再生と自然災害」 
日時：3 月 22 日（日）13:00-16:30（12:30開場） 
場所：国立女性教育会館 110研修室（嵐山町菅

谷 728） 
参加費：無料 
 昨年は台風 19 号による洪水が東日本各地で

起こり、入間川水系でも越辺川や都幾川で災害

が発生しました。気候変動による環境の変化が

心配される現在、河川の自然再生とどのように

調整を図るかが、これからの課題です。今回の

シンポジウムではこれらの問題について率直な

意見交換を行いたいと思います。みなさまの参

加をお待ちしております。 
【おことわり】（主催者ホームページより転載、

一部改変）新型コロナウイルス感染拡大が懸念

されています。その進行状況によっては当シン

ポジウムを中止せざるを得なくなる場合もあり

うると考えています。万一中止のときには 3 月

10 日ごろまでに同会ホームページを通じてお

知らせいたします。ご出席の際は、お手数をか

けますが、事前にホームページで実施の有無を

ご確認ください。 

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 
 2020 年 4 月号（No.162，4 月 3 日発行予定）

の掲載原稿は、3 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。 
●入稿に際してのお願い 
 編集をより効率的に進められるよう、入稿の

際に次の事項にご協力いただければ幸いです。 
①所定のテンプレートに入力を 
 Word 形式のテンプレートを用意しています。

そちらを使っていただけると効率的に編集がで

きます。入用の方は広報委員会にご連絡くださ

い（koho@kawagoekankyo.net）。 

②文字の入力方法を統一的に 
 英数字はすべて半角で入力をお願いします。

「（）」「：」は原則として全角を用いていますが、

英文や時刻表示の「:」は半角を用いています。 
③図表や写真にはタイトルをつけて 
 読者が状況を把握するのに役立ちます。 
④画像は添付ファイルで提出を 
 長辺を「800 ピクセル」程度にサイズを小さ

くした上で、ファイルを別途添付して提出して

ください。Word に貼り付けずにタイトルがわか

るようにしていただければレイアウトします。 
⑤原稿の入稿期限（毎月 15 日）にご協力を 
 原稿が揃わないと効率よく作業できません。

早期の発行にご協力ください。 
●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。 
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 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 

★かわごえ環境ネット Web サイト 
 会員に送付及び公民館等で配布している紙版

は、モノクロの孔版印刷のために画像がつぶれ

てしまい、判別がつきにくい状況です。本会ホ

ームページでは、バックナンバーを含めてカラ

ーで本紙 PDF ファイルが見られます。鮮明な画

像で本紙をお楽しみください。 

 
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。かわごえ環境ネットからのおしらせだ

けでなく、イベント等の報告も逐次行っていま

す。本紙で掲載されない速報もあります。Face
book に登録していなくてもご覧いただけます

が、ぜひアカウント登録を行って「いいね！」

してください。 

 
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（3 月 4 日〜5 月 2 日） 
 新型コロナウイルスの集団感染対策等の理由により、行事開催の変更・延期・中止等が起きてい

ます。かわごえ環境ネット主催の行事等において予定の変更がある場合には、情報が入り次第本会

ホームページでお伝えします。会員団体等の行事は主催者にご確認ください。

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 

3/4 
◆9:00 広報委

員会 

3/5 
◎10:30 郷土料

理と里山文化

を学ぶ「蒸す」 

3/6 
 

3/7 
◎8:30里山林保全

活動（こもれび隊） 

3/8 
◎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 

3/9 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

3/10 
 

3/11 
◎11:30 かん

きょうサロン 

3/12 
 

3/13 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

3/14 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 
◎10:00農作業：

マコモ苗拾い 
3/15 
○本紙 4 月号

投稿期限 
◎9:30 生きも

の育む田んぼ

プロジェクト

2020 説明会 

3/16 
 

3/17 
 

3/18 
★9:00 事業運

営委員会 
★10:00 理事会 

3/19 
 

3/20 
春分の日 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

3/21 
 

3/22 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
◎13:00 荒川

流域再生シン

ポジウム 

3/23 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 
 

3/24 
 

3/25 
◆13:00設立 2
0 周年記念出

版委員会 

3/26 
 

3/27 
 

3/28 
◎13:30 まち

美化啓発運動

◎16:00 田ん

ぼ懇談会 

3/29 
◎10:20 武蔵

丘陵森林公園

かんさつ会 

3/30 
 

3/31 
 

4/1 
◆9:00 広報委

員会 

4/2 
 

4/3 
 

4/4 
◎7:45堀さらい

（かわごえ里山） 

4/5 
 

4/6 
○理事立候補

届締切（事務

局必着） 

4/7 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/8 
★9:00 事業運

営委員会 
★10:00 理事会 

4/9 
 

4/10 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

4/11 
◎9:30おいしく

楽しく農業体験 

4/12 
◎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 

4/13 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

4/14 
★9:00 池辺公

園定例活動 

4/15 
○本紙 5 月号

投稿期限 

4/16 
◎10:00 かん

きょうサロン 

4/17 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

4/18 
◎8:30里山林保全

活動（こもれび隊） 

4/19 
◎9:00種まき（か

わごえ里山） 

4/20 
 

4/21 
 

4/22 
★9:00 理事会 

4/23 
 

4/24 
 

4/25 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
4/26 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

4/27 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

4/28 
 

4/29 
昭和の日 

◆13:00設立 2
0 周年記念出

版委員会 

4/30 
 

5/1 
 

5/2 
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