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夏の郊外クリーン活動（7月 19日） 

 
 7 月 19 日（日）9:30-11:30 川越市民聖苑やす

らぎのさと周辺で「夏の郊外クリーン活動」を

実施。参加申込必要。（詳細 8 面） 

川の一斉水質調査結果（6月7日実施） 

 
 2005 年から実施している川越市内の河川に

おける「川の一斉水質調査」を 6 月 7 日（日）

に実施しました。この調査は全国で実施されて

いる「身近な水環境の一斉調査」に合わせて、

流域団体に協力する形で実施しています。な

お、2019 年度は全国で 6,241 地点（当日は 2,448
地点）の調査が実施されています。（詳細 5 面） 
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【コラム】川越の自然をたずねて（87） 
武蔵野の雑木林をこよなく愛した画家 千木良宣行氏

 「昭和 41 年。やっと就職が決まった 31 歳の

私は、安い住宅を捜しまわっていて偶然武蔵野

平地林を見つけ、その美しさに惹かれて川越に

移り住んだ。それは後年、安定したサラリーマ

ン稼業から貧乏画家を目指す運命の序曲だっ

た。」（文芸誌「武蔵野ペン」173 号（平成 30 年）

の表紙として掲載された絵へのことばより一部

引用） 
 画家、千木良宣行（ちぎらのぶゆき）さんと

は、数年前「（仮称） 川越市森林公園」計画地

で初めてお会いしました。一心にスケッチなさ

っていて声をかけるのも憚られました。何度か

お会いするうち個展の案内を頂き、足を運んで

みるとまさに「驚愕」でした。私たちボランテ

ィアが作業中、フッと感じる風、光、緑の輝き

がみごとに表現されているのです。 
 しかし、残念ながらこの 4 月 6 日 85 歳で他

界されました。千木良さんは 55 歳から独学で

画業を極められ、多くの受賞もされています。

春夏秋冬一瞬の美しさを切り取った多くの作品

が遺されました。遺作展は来年になるのではと

聞いています。遺族からお借りした武蔵野平地

林の絵の写真を掲載します。 
 自然へのアプローチの方法はいろいろです。

雑木林のボランティアに関わっている方々も、

その美しさに惹かれて汗を流すのでしょう。映

画監督の原村政樹さんは歴史的変遷をふくめ、

現在の姿の美を写し撮りました。千木良宣行さ

んは絵画に昇華されました。多くの人々の思い

が自然を守る力になります。   （賀登環） 
編者注：本紙の紙版では白黒印刷になってしまうので、

絵の魅力が伝わらないと思います。PDF版ですとカラー
でお伝えしていますので、かわごえ環境ネットホームペ

ージでご覧ください。 

 
https://kawagoekankyo.net

 
みどり増す武蔵野 

 
木洩れ陽 武蔵野ペン 173 号 表紙 

 
花冷えのころ 

 
軽トラがいる日 

 
朝の武蔵野 
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【コラム】社会と環境について思うこと（1）グリーンインフラの可能性

 
グリーンインフラの多様な機能 

 社会環境部会が新体制となりまして、心機一

転、今回の月刊紙より、コラムのタイトルを「社

会と環境について思うこと」に変更してお送り

いたします。ですが、内容としましては前回の

月刊紙の続きという心持ちで書かせていただい

ておりますのでご容赦ください。 
 前回は、ウイルスとの共存を模索する日々の

中で考えたこととして、自然は人々の居場所の

防波堤になるのではということ、また、都市の

境界を規定している自然についての 2点を書き

ました。今回は、都市の境界にある自然という

視点から発展して、グリーンインフラについて

考えてみたいと思います。 
 都市の社会基盤であるインフラの多くは、コ

ンクリートやアスファルトで覆われたいわゆる

グレーインフラです。しかし、このグレーイン

フラの方向性では、短期間での集中豪雨やヒー

トアイランド現象、また生物多様性の減少とい

った課題に対して対応できないのでは、という

認識が広がってきました。川越でも昨年 10 月

の台風 19 号による被害は大手メディアでも取

り上げられ、記憶に新しいところです。 
 こういった背景の中で、これからのインフラ

のあり方として数年前から注目されているのが、

自然が有する多様な機能を活用したグリーンイ

ンフラというコンセプトです。ヨーロッパでは

10 年ほど前から議論が展開されているようで

すが、日本では、2015 年に策定された第二次国

土形成計画、第 4次社会資本整備重点計画にお

いて、「国土の適切な管理」「安全・安心で持続

可能な国土」「人口減少・高齢化等に対応した持

続可能な地域社会の形成」といった課題への対

応のひとつとして、グリーンインフラの取り組

みを推進することが盛り込まれています。  
 ただ、グリーンインフラはまったく新しい考

え方というわけではなく、屋上緑化や雨水の浸

透ます、多自然型護岸、緑の防潮堤などはグリ

ーンインフラであり、こういった試みをより多

面的に評価し、より広がりを持って実施してい

こうというのがグリーンインフラです。川越で

は、寺尾調節池や小畔水鳥の郷公園などは、ま

さにグリーンインフラの具体例でしょう。個人

的にはたくさんの水を蓄えている田園地帯もあ

る意味ではグリーンインフラとして機能してい

ると思います。他方、川越の中心市街地におい

ては、ポケットパークなどはありますが、グリ

ーンインフラを象徴するような場所はまだまだ

かなという印象です。 

 
身近なグリーンインフラ「小畔水鳥の郷公園」 

 いくつかグリーンインフラに関する解説を読

んでみますと、グリーンインフラとは自然の仕

組みを利用し、雨水の貯留、浸透、流出抑制、

汚染物質の除去、地下水涵養などを行い、洪水

などの対策にしようとするものであり、その特

徴として、良好な景観の形成、レクリエーショ

ン、浸水対策、ヒートアイランド対策、生物の

生息地の場、環境教育の場、地域振興、地域の

資産価値の向上などの多様な機能が期待されて

いることがわかります。この多様な機能に着目
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していることがとても興味深く感じます。自然

を守り、保全していく対象だけでなく、自然を

どのように活かし、どのように都市に取り込ん

でいくか、自然を社会と経済といかに結び付け

ていくかということが表れています。グリーン

インフラは、自然環境が有する多様な機能を活

かして、社会における様々な課題解決に活用し

ようとするものであり、持続可能な社会を築い

ていこうという SDGs とも親和性の高いコンセ

プトです。こういった試みが広がることにより、

空から落ちてきた雨水が地面にしっかりと染み

わたり、ここ数十年で失われてしまった地下水

脈が回復していくことを期待しています。 
（社会環境部会代表 増田知久）

 

【コラム】川越の「宝」をたずねて（13）池辺公園

 
池辺公園入口 

 
遊歩道 

 
境内にある伏見稲荷神社 

 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「池辺公園」 
 川越水上公園から入間川にかかる八瀬大橋に

向かう道路沿いに池辺公園はあります。入間川

右岸にある雑木林の池辺公園は、2008 年（平成

20 年）に川越市が公園化し、回遊できるような

歩道やベンチ、屋外用健康器具が設置されてい

ます。 
 春に芽吹いたクヌギやエノキなどの木々の葉

が青々と茂る池辺公園の遊歩道は、夏でも涼風

が吹き抜け、埼玉県の「クールスポット 100選」

にも選ばれています。そして秋のお彼岸時期に

は、赤い彼岸花が咲き乱れ、知る人ぞ知る彼岸

花スポットとして池辺公園に立ち寄る人も少な

くありません。冬は落ち葉を踏み歩きながらの

散歩と、春夏秋冬の楽しみ方がある雑木林です。 

 なお、かわごえ環境ネット（自然環境部会）

では、2008 年（平成 20 年）の公園開園当初か

ら、自然環境保全のための定例活動に協力して

おり、植物調査もしています（植物調査につい

て月刊かわごえ環境ネット 2020 年 6 月号にて

紹介）。この公園には、川越では希少な植物があ

ったり、絶滅危惧種と言われる希少な植物も観

測されたりしており、自然保全という観点から

もとても大切な川越の自然です。 
 池辺公園へのアクセスは、川越市内循環バス・

川越シャトル（23 系統）「池辺バス停」より徒

歩 5 分。車の場合は、関越自動車道「川越 IC」
より 8分、圏央道「圏央鶴ヶ島 IC」より 20分
です。 

（飯島希） 

 
川越の「宝」全データの KML ファイル（ダウンロード）
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池辺公園周辺の川越の「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）

【報告】かわごえ環境ネットの活動

川の一斉水質調査：33か所を 12名が調査（6月 7日）
 毎年 6 月第 1 日曜日が全国統一実施日の「身

近な水環境の一斉調査」に参加する形で、本会

では 2005 年度から川越市内において「川の一

斉水質調査」を行っています。16 年目の今年は、

6 月 7 日（日）午前（一部前日に採水）に 12名
の参加者が分担して 33 地点の採水と水質調査

を行いました。 
 今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から、荒川上流（入間川、小畔川流域）は各

自で採水から水質調査を行いました。荒川下流

（新河岸川流域）は、例年通り採水後に北公民

館で水質調査を行いました。 
 昨年の全国調査の報告書を見ると、全国的に

水質のよい結果が得られたようで、川越市内で

も同様の傾向がありましたが、今年は平年に近

い値となり、COD（化学的酸素要求量）の区分

で 0〜2mg/L が 5 地点（2019 年は 22 地点）、3〜
4mg/L が 19 地点（同 8 地点）、5〜6mg/L が 6 地

点（同 0 地点）、7mg/L 以上が 3 地点（同 1 地

点）となりました。 
（小瀬博之）

 
水質調査結果（2020 年 6 月 7 日）

入 間 川

荒

川

上江橋（入間川）
上江橋（荒川）

開平橋

丸山都市下水路

三ツ又沼
西野橋

　川

入

　間
智光山公園

川越公園

川越橋

八瀬大橋

棘橋

雁見橋

伊佐沼

落合橋

釘無橋（越辺川）
菅間堰

入間大橋

出丸橋

小
畔

川

南
小

畔
川

越
辺 川

圏
央

道

＊御伊勢橋

＊吉田橋
小畔水鳥の郷公園

野田橋

金堀橋

大穴橋

霞ヶ関駅

鶴ヶ島駅

＊庚申橋

＊芳地戸橋

寺橋

田中橋

河南橋

鎌取橋

東 武 東 上 線
川
越 線

関
越
自
動
車
道 西川越駅

的場駅

精進場橋
（小畔川）

精進場橋
（天の川）

北小畔川

川
天 の

天沼橋

東洋大学
旧西門付近

大谷川合流点

工業団地
下水路

東坂戸団地

山下橋

鎌倉橋

六地蔵
公園横

＊八幡橋（小畔川）

笠幡駅

本川越駅
川越市駅

川越駅

初雁橋 三日月橋
月吉陸橋観音下橋

八幡橋

新琵琶橋

新城下橋

畳橋

滝の下橋

旭橋

養老橋

共栄橋

九十橋

二枚橋

伊佐沼橋

木野目橋

不老橋
中台橋

東明寺橋

高沢橋

　川

不
老

　川

久

保

治水橋

赤
間

　川
南古谷駅

九
十
川

新河岸川上流部
（赤間川）

新扇橋
不老川合流点

山田橋
霞橋

釘無橋（入間川）
下流300m

川

新
河
岸

平塚橋

×

大
谷

川
×

×

×

×

××

7以上（3地点）
今年度未調査・調査不能箇所

（＊地点は6月6日採水）

5～6（6地点）
3～4（19地点）
0～2（5地点）

COD[mg/L]（33地点中）

×
×

×

×

××

川の一斉水質調査2020/06/07



月刊 かわごえ環境ネット 2020 年 7 月号 No.165 

- 6 - 

【報告】会員の活動 
食べられる野草は意外とある！ NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

 今、世界中で起きている色々な自然災害につ

いて考えてみると、他人事ではないし、食料自

給率の低い日本はほんとうに大丈夫だろうかと

思います。 
 そんな中でふと身近にある野草って食べられ

ないのかな？と思い色々調べてみたら、その辺

に生えている雑草は結構食べられることがわか

りました。野草を食べることにチャレンジして

いる人も多く、おいしく食べるためのレシピを

公開している人までいたので、自分もさっそく

いろいろな野草を食べることにチャレンジして

みました。 
 意識して周りを見渡すと、道端や近くの公園

などどこにでも食べられる野草は生えていまし

たが、有害な化学物質などがかかっている可能

性があるため、除草剤や農薬を使わない農業を

行っているかわごえ里山イニシアチブの田んぼ

の周りや、人の手が入ってなさそうな入間川の

河川敷などに生えている野草を摘みに行きまし

た。 
 まずは、タンポポとヘビイチゴにチャレン

ジ！ タンポポは花と葉をてんぷらにしてみま

したが苦みもえぐみもなく、タンポポは普通に

おいしいです。 
 ヘビイチゴは何個か食べて気付いたのですが、

甘いのや苦いのや甘酸っぱいのや、味に当たり

外れがあるので今のはおいしかったとか、今の

まずかったとか色々楽しめます。 
 他にも、シロツメクサ、ヒメジョオン、オオ

バコ、カラスノエンドウ、ツユクサ、ナズナ、

なども食べましたが、ゴワゴワするとか硬いと

かはあるものの普通に食べられました。 
 いろいろ食べてみて思ったのは、食べられる

野草は身近にたくさんあり、考えていたよりも

けっこう食べられることがわかりました。 
 食べられる野草と間違いやすい毒のある野草

の知識を持ち、有害な化学物質などの問題がク

リアできれば、日本に食料危機がおとずれても、

野草から栄養をいただきながら生活することが

可能な気がしました。 
 今年度からかわごえ里山イニシアチブの活動

に参加させていただきながら思うのは、除草剤、

農薬、化学肥料に頼らない農業はたいへんだと

いうことです。でも、そういう農業が広まれば

そこでできた農作物はもちろん、周りに生える

野草だって安心して食べられます。生きものた

ちにとっても安心だし、これからの未来のため

にみんなで力を合わせ、知恵を絞り、そういう

農家さんが増えていけばよいなという想いが強

くなりました。 
 自然環境の豊かさの大切さを再認識させられ

た食べられる野草へのチャレンジでした。 
（川上輝峰）

 
タンポポとヘビイチゴ 

 
タンポポとヘビイチゴの天ぷら
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【報告】理事会・専門委員会

理事会

 6月 17 日（水）9:00-10:00 に第 2回事業運営

委員会、10:00-11:45 に第 4回理事会を開催いた

しました。 
事業運営委員会 
 管掌する全体事業の計画について検討しまし

た。主な内容は次のとおりです。 
 川の一斉水質調査の実施報告をしました。水

質調査の結果を示すだけでなくアクションが重

要であるとの意見がありました。水質だけでな

く川の環境を広くとらえることが必要かと思い

ますので、調査方法の工夫が求められます。 
 7月 19 日（日）実施の「夏の郊外クリーン活

動」は予定通り実施の方向で準備を進めます。

感染症対策を十分にすること、また、交通ルー

ルの遵守を徹底することにしました。 
 本会は、10月 4 日（日）にオンラインで開催

予定の「2020 アースデイ川越 in 昭和の街」に

出展する予定であり、出展内容を検討しました。

川越の自然をテーマにしたバーチャルツアーと

かクイズを交えたプログラムを考えたり、「川越

の宝」や SDGs を関連付けたアンケートを事前

に取って集計結果を当日発表したりするなど、

対象や地域の拡大をふまえて、ライブだからこ

そ実施できることを今後具体的に検討していき

ます。 
理事会 
 「新型コロナウイルス感染拡大防止に対する

かわごえ環境ネットの行動方針」を改定しまし

た。具体的には「マスク着用」の文言を削除し

ました。これは、具体的な内容については、気

象や空間など、さまざまな環境をふまえて検討

する必要があるためです。   （小瀬博之）

社会環境部会

 6月の社会環境部会の例会は 12 日（金）福田

ビル 3階にて 11名の参加で開催されました。新

型コロナウイルスの感染予防のため、マスクを

着用し、座席の間隔をあけ、換気をしながらの

実施となりました。 
 今回から社会環境部会は新体制となったため、

はじめに参加メンバーの自己紹介をする時間を

設け、これまでのかわごえ環境ネットでの取組

や各人が行っているエコライフに結びつくよう

な生活の知恵の共有を行いました。その後、改

めて社会環境部会の活動テーマである「循環型

社会の形成」、「地球温暖化対策の推進」、「持続

可能な社会の構築」について紹介をし、参加者

間での共通目標の確認をしました。これまでの

継続活動については、環境施設研修会、環境講

演会、緑のカーテン普及促進、SDGs 普及・啓

発の活動などに関する今後の展開について活発

な議論を交わしました。 
 今年は、感染症対策と活動継続のバランスを

考えながら、実施の可否を引き続き検討してい

きたいと思います。 
（社会環境部会代表 増田知久）

自然環境部会

 6月例会は 12 日（金）福田ビル 3階にて 8名
の参加で開催されました。コロナのご時世です

のでマスクをし、席は間をあけて早めに終了し

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 

5月 11 日（月）10名参加、5月 25 日（月）14
名参加、6月 8 日（月）18名参加 いずれも希

少種などのチェック 
②池辺公園定例活動 5月 12 日（火）5名参加

 植物調査スゲ類など 63種、6月 9 日（火）9
名参加 植物調査 90 種チェック オニノヤガ
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ラ（絶滅危惧種）開花 
③伊佐沼植物調査 5月 15 日（金）11名参加 

牧野彰吾氏講師 水田地帯の植生を知るをテー

マに 48種確認 
④寺尾調節地調査 5月 21 日（木）5名参加 小

雨模様で昆虫などはできなかった 
⑤昆虫調査 5月 30 日（土）9名参加 「（仮称）

川越市森林公園」計画地 新井浩二氏講師 
 5 月は、イベントはできませんでしたが、調

査はずいぶん実施しました。結果は川越市の「か

わごえ生きもの調査」に報告します。 
2. 協議事項 
 今年度の事業計画について、「キノコの観察

会」、「小畔川魚とり遊び」の実施可否について

検討し、いずれも中止することとした。例年川

越市との共催の「虫の観察会」については市の

方で実施の方向なので 8月 1 日（土）に協力す

ることとした。 （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感染状況により行事開催の変更・延期・中止等が発生しています。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・協力行事

【トピック①・再掲】「夏の郊外クリーン活動」7月 19日（日）開催

 

 かわごえ環境ネットでは、年に 4回のクリー

ン活動をしております（今年の春は中止）。夏は

7月 19 日（日）に活動を行います。 
日時：7月 19 日（日）9:30-11:30 
場所：川越市民聖苑やすらぎのさと（川越市小

仙波 867-1） 
参加申込：7月 1 日（水）10:00 から電話で環境

政策課（Tel.049-224-5866） 
かわごえ環境ネット担当者：菊地（Tel.080-554
6-2362、E-mail：kikums@beige.ocn.ne.jp） 
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【トピック②】市民環境調査の参加者募集（ツアーは 8月 5日） 川越市環境政策課

 川越市では、環境に関する基礎データを収集

するとともに、身近な環境について考えるきっ

かけとしていただくことを目的として「市民環

境調査」を行っています。ことに、かわごえ環

境ネットのみなさまには平成 26 年度から続く

「気温等観測調査」にご協力いただき、まこと

にありがとうございます。 
 今年度も、「川越の暑さを測る」をテーマに、

市内の気温等観測調査を実施したいと考えてい

ます。つきましては、気温等観測調査にご協力

いただける方を募集します。かわごえ環境ネッ

トのみなさまにおかれましては、今年度もぜひ

ご協力いただきますようお願いします。 
①黒球式熱中症指数計レンタル 
 熱中症の危険度をはかる熱中症指数計を貸与

し、自宅や学校付近の熱中症危険度の測定と、

体感による評価を行い、データをご提供いただ

きます。評価は、昨年度と同様に 1 日単位で行

います。 
【対象】市内在住の方 
【方法】熱中症指数計による測定 
【貸与期間】8月 3 日（月）から 8月 31 日（月）

のうち最長 1週間 
②まち歩き暑さ測定ツアー 
 約 2km のまちなかを歩きながら、湿度や暑さ

指数を測定するとともに、私たちが感じる暑さ

（体感温度）を調査します。 
【日程】8月 5 日（水）10:00-12:00 
【会場】仙波河岸史跡公園周辺 
【対象】小学 4 年生以上（小学生は保護者同伴）

で市内在住・在学・在勤の方 
【定員】先着 15 人 
【申込】環境政策課にて電話受付（Tel.049-224-
5866） 

【トピック③・再掲】事業運営委員会・広報委員会委員公募

 かわごえ環境ネットでは、会員を対象に委員

を公募しています。応募される方は、7月 13 日

（月）までにかわごえ環境ネット事務局または

委員長の小瀬まで直接ご連絡ください。 
1. 事業運営委員会 
 事業運営委員会は全体事業、「川越市環境行動

計画」の推進、設立 20 周年記念事業を管掌して

います。毎月 1回の理事会の前（水曜日 9:00-1
0:00 が標準）に会議を行っています。 
2. 広報委員会 
 毎月第 1水曜日の 9:00-10:00 に会議（目次の

検討）実施しています。当面、オンライン会議

を実施します。なお、記者、編集者（Word 使用）、

印刷・発送者についても募集しています。

【トピック④】新型コロナウイルス感染拡大防止に対するかわごえ環境ネットの行動方針

 かわごえ環境ネットでは、新型コロナウイル

ス感染拡大を防止するために次のような行動方

針を定めました。 
1. 会員対象の会合は、3 つの「密」（1.換気の

悪い密閉空間、2.多数が集まる密集場所、3.
間近な会話や発生をする密接場面）を避け

て、形態を十分に検討した上で実施するこ

とができる。 
2. 不特定多数の人が集合して実施する屋内で

の活動は実施しない。 

3. 飲食を伴う交流事業は実施しない。 
4. 屋外での活動は、接触感染と飛沫感染が起

こらないよう十分に留意及び注意喚起して

実施することができる。 
5. 実施日に埼玉県や川越市から不要不急の外

出自粛要請が出されている場合は、原則と

して予定されている活動を中止する。 
6. 不測の事態に備えて、参加者の身元がわか

るよう、活動において参加者の氏名や連絡

先の確認、記録を確実にする。また、本会
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の連絡先（事務局）を参加者に確実に伝え

る。 
7. 本会の活動または関係する活動等において、

感染症が発生したと疑われる事実が判明し

た場合、関係する活動を一定期間中止する。 
8. この行動方針は、期間を定めずに当面の間

実施する。また、政府や埼玉県、川越市の

通達や社会状況の変化に合わせて随時改訂

する。 
2020 年 4月 8 日制定 

2020 年 5月 27 日改定 
2020 年 6月 19 日改定 

かわごえ環境ネット理事長 
小瀬博之

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：7月 13・27 日（月）9:30-12:30 
（8月は休止） 
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 2火曜日、変更の
場合もあります） 
日時：7月 14 日・8月 11 日・9月 8 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） 
★虫の観察会 
日時：8月 1 日（土）9:00-12:00 
場所：（仮称）川越市森林公園計画地（川越市今

福 1304-1 ほか） 
 環境政策課との共催。申し込みなどは広報川

越 7月号に掲載。

 

会合 
【重要】新型コロナウイルス感染状況により会

議方法、会場変更、時間短縮などの対応を行う

ことがあります。 
◆広報委員会（2020年 7月度） 
日時：7月 8 日（水）9:00-9:30 
場所：オンラインミーティング 
＊次回は 8月 5 日（水）9:00-9:45 川越市役所 5
階フリースペースの予定 
◆設立 20 周年記念事業実行委員会出版専門委
員会（第 8回） 
日時：7月 8 日（水）13:00-15:00 
場所：川越南文化会館（ジョイフル） 
＊次回は 8月 26 日（水）13:00-15:00同所 
●社会環境部会（2020年 7月度） 
日時：7月 10 日（金）13:00-15:00 
場所：川越市役所 7階 7D会議室（川越市元町 1
-3-1、通常と場所が異なります） 
＊次回は 8 月 14 日（金）13:00-15:00 川越市役

所地下 1階修養室（川越市元町 1-3-1） 
＊会員はどなたでも参加できます。 
●自然環境部会（2020年 7月度） 
日時：7月 10 日（金）15:00-17:00 
場所：川越市役所 7 階 7D 会議室（通常と場所

が異なります） 
＊次回は 9月 11 日（金）15:00-17:00福田ビル 3
階会議室（川越市郭町 1-2-3） 
＊会員はどなたでも参加できます。 
◆事業運営委員会（2020年度第 3回） 
日時：7月 15 日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室（前回予告から会場

が変更されています） 
＊次回は 8月 19 日（水）（時間・場所未定） 
◆理事会（2020年度第 5回） 
日時：7月 15 日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 9月 16 日（水）10:00-12:00同所 
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【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：7月 11 日（土）10:00, 11:00, 13:00, 14:0
0, 15:00各回 4 家族での活動（申込制） 
8月はお休み 
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 
7 11 トウモロコシ畑の片づけ 

特別活動で行います、懇親会は中止 
8  （お休み） 
9 12 ブロッコリー、キャベツ畑の片付け 

 
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面白いです。

ウェダーや網などは当会で用意いたします。 

◎鎌取橋魚類調査 
日時：7月 26 日（日）10:00-12:00 
 ここは欄干のない木の橋で護岸は土羽、自然

度が高いです。ガサガサや投網で魚類調査をし

ます。 
 

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：7月 7 日（火）・17 日（金）・8月 4 日（火）・

21 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：7月 12 日・8月 9 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：7月 25 日・8月 22 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。 
①7月 26 日（日）9:00-11:00新河岸川上流（旧

赤間川）東明寺橋左岸公園内集合。宮下橋まで

清掃。北公民館裏で分別収集。解散。 
②8月 23 日（日）9:00-11:00新河岸川中流、貝

塚橋左岸に集合。左岸に沿って田島橋まで活動。

田島橋左岸空き地で分別収集。解散。 
 

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。農作業は継続してい

ます。入会は随時受け付けております。hatsuka
rinosato@googlegroups.com にお問い合わせくだ

さい。 
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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】東洋大学では「新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のための東洋大学行動指針」

を定めており、6月 30 日現在は「レベル 2」と

して対面での課外活動は、原則活動禁止となっ

ています。つきましては、7 月までの活動を休

止することにしました。8 月以降は行動指針の

レベルと大学との協議の上、活動を実施するか

どうかを決めます。 
＊緊急事態宣言解除後における本学の基本方針 
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/news/top/2020060518
30/ 

＊Web サイト（組織概要・東洋大学「こもれび

の森」植物図鑑ダウンロードなど） 
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 

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） 

①7月 12日（日）10:00-12:00 
 ピンクの古代蓮の花が咲き始め、カイツブリ

やカルガモの雛は元気に育っています。暑くな

りましたが暑さに負けずに観察します。 
②8月 9日（日）10:00-12:00 
 サギの渡りが始まり、チュウサギ、アマサギ

など他の月に少ないサギを観察します。

 

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 
 2020 年 8月号（No.166，8月 4 日発行予定）

の掲載原稿は、7月 15 日（水）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）。 
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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。 
 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 

○2020年 8月 5日は設立 20周年記念日 
 かわごえ環境ネットがやまぶき会館を満席に

する中で設立総会を開催したのは 2000 年 8月 5
日でした。当時のことは、広報川越 No.994（平
成 12 年 11月 10 日）に『「かわごえ環境ネット」

始動』として 4ページにわたる特集で掲載され

ています。20 周年を前にぜひご覧ください。 

 
広報川越 No.994（平成 12 年 11 月 10 日） 

（PDF ファイル 4180KB） 
○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（7月 5日〜9月 9日） 
 新型コロナウイルスの感染状況により行事開催の変更・延期・中止等が発生しています。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 
7/5 
 

7/6 
 

7/7 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

7/8 
◆9:00 広報委

員会 
◆13:00設立 2
0 周年記念出

版委員会 

7/9 
 

7/10 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

7/11 
◎おいしく楽し

く農業体験 

7/12 
◎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 

7/13 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 
○事業運営委員・

広報委員公募締切 

7/14 
★9:00 池辺公

園定例活動 

7/15 
★9:00 事業運

営委員会 
★10:00 理事会 
○本紙 8 月号

投稿期限 

7/16 
 

7/17 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

7/18 
 

7/19 
★9:30夏の郊外

クリーン活動 

7/20 
 

7/21 
 

7/22 
 

7/23 
海の日 

7/24 
スポーツの日 

7/25 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
7/26 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
◎10:00 鎌取

橋魚類調査 

7/27 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

7/28 
 

7/29 
 

7/30 
 

7/31 
 

8/1 
★9:00 虫の観

察会 

8/2 
 

8/3 
 

8/4 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

8/5（20 周年） 
◆9:00 広報委

員会 
◎10:00市民環

境調査「まち歩き

暑さ測定ツアー」 

8/6 
 

8/7 
 

8/8 
 

8/9 
◎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 

8/10 
 

8/11 
★9:00 池辺公

園定例活動 

8/12 
 

8/13 
 

8/14 
●13:00 社会

環境部会 

8/15 
○本紙 9 月号

投稿期限 

8/16 
 

8/17 
 

8/18 
 

8/19 
★事業運営委

員会 

8/20 
 

8/21 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

8/22 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
8/23 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

8/24 
 

8/25 
 

8/26 
◆13:00設立 2
0 周年記念出

版委員会 

8/27 
 

8/28 
 

8/29 
 

8/30 
 

8/31 
 

9/1 
 

9/2 
 

9/3 
 

9/4 9/5 

9/6 
 

9/7 
 

9/8 
★9:00 池辺公

園定例活動 

9/9 
 

★：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 
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	MKKN165-202007-No.9（カレンダー）



