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「アースデイ川越」10月 4日（日） 

 
 1999 年に第 1 回が開催されてから 22 回目と

なる「アースデイ川越」。今回は、これからの

時代を見据えて、10 月 4 日（日）から 18 日（日）

まで開催されるオンライン（インターネットに

接続して参加する）を中心としたイベントとな

ります。かわごえ環境ネットも 10 月 4 日（日）

に参加型のイベントを開催します。（詳細11面） 

「秋のクリーン活動」10月 17日（土） 

 
 「川越まつり」会場クリーン活動は、まつり

が中止となったため「秋のクリーン活動」とし

て 10 月 17 日（土）に開催します。（詳細 12 面） 

申込先 かわごえ環境ネット
１０月１日（木）午前１０時から

お電話で環境政策課に ☎ 049-224-5866

来年の川越まつりに備えて街をきれいに

主催 かわごえ環境ネット
事務局 川越市環境部環境政策課 ☎ 049-224-5866

開催日 2020年10月17日（土）

予定 １０：００ 本川越駅交番横に集合
各コースでゴミ拾いをして回る

１１：４５ 中央公⺠館で分別作業、
蓮馨寺に移動し有志差⼊れの
川越の名菓を楽しみ解散

本川越駅交番

蓮馨寺

中央公⺠館

卍

川越駅

活動範囲
概ね点線枠内の主要道路を回ります

２０１８年歳末まち美化 今年はマスク着⽤で！

本川越駅 交番前に10時集合

当日の連絡先 菊地 携帯 0 8 0 - 5 5 4 6 - 2 3 6 2
ｍａｉｌ kikums@beige.ocn.ne.jp

この活動は感染症対策対応で実施いたします。
①マスク着⽤
②参加者の体温測定の実施
③ソーシャルディスタンスの励行
④アルコール等を使⽤した消毒の実施



月刊 かわごえ環境ネット 2020 年 9 月号 No.167 

- 2 - 

【コラム】かわごえ環境 STYLE（2）「川越昭和の街の会」の環境行動

 
川越昭和の街（中央通り） 

 
ごみ受け取りの目印としての旗 

 川越では、観光客の増加と共に観光ごみの問

題がクローズアップされるようになっています。

今回は「川越昭和の街の会」のごみ受け取りの

取り組みを紹介します。 
 連雀町交差点～仲町交差点の中央通り界隈が

「川越昭和の街」として浸透しています。川越

昭和の街のまちづくり団体、川越中央通り「昭

和の街」を楽しく賑やかなまちにする会（略し

て「川越昭和の街の会」）では、地域に根差した

まちづくりを推進しています。 
 環境面の取り組みでは、毎年 10 月に蓮馨寺

で開催される、SDGs をテーマとした「アースデ

イ川越 in 昭和の街」にも関わっていることで

も知られます。川越昭和の街の会として SDGs
ネット（持続可能な地域創造ネットワーク）に

も参加しています。 
 そして川越昭和の街の会では、3 年ほど前か

ら観光客などのごみの受け取りを行っています。

環境問題につながる取り組みを、川越昭和の街

の会の岩澤勝己さんに伺いました。 
 ごみの受け取りは、お店で購入した・しない

に関係なく、川越昭和の街の協力店で受け取る

という取り組みで、観光客などが食べ終わった

串やプラカップなどのごみを捨てたい時に協力

店に一声をかければ受け取ってくれるというも

のです。 
 「川越昭和の街のお店では、10～20 店の協力

店が受け取りに対応しています。店先の小さな

旗が目印。また、現在では、食べ歩きの飲食を

提供するお店では、ごみ箱を設置するようにな

っています。」 
 岩澤さんは数年前から川越の北部商店街地域

の観光ごみについて問題意識を持っていました。

率先して川越昭和の街の会でごみの受け取りを

始め、旗を制作して協力店で設置。他にも川越

市産業振興課とも観光ごみの問題を協議してき

ました。 
 また、旗を設置する前から、昔ながらのお店

では自らごみを受け取る対応をしているお店が

あり、こうしたお店の姿が、川越昭和の街の会

としてのごみ受け取りの参考になりました。こ

うした、「自然な人情が川越昭和の街のお店に浸

透したらいい」と願っています。その後、2019
年には埼玉県水環境課・川越市産業振興課とも

川から流入する海洋プラスチックごみ対策で観

光ごみの問題について話し合いを進め、「食べ歩

きゴミ、お預かりします。」の啓発ポスターを制

作しました。 
 「ごみの受け取りは、お客さんとの会話のき

っかけにもなり、それを切り口にお客さんと繋

がる利点もあります。」と話す岩澤さん。 
 「環境の取り組みは、地域に根差し持続可能

な街をつくることにつながる。」 
 今後の構想として、ごみの問題は川越昭和の

街だけで考えるのではなく、北部商店街の食べ

歩きのごみが出るお店をネットワーク化して、

統一のごみ箱設置のアイデアも持っています。 
 商業を活発化させつつ、ごみの問題も取り組

む。両立させてまちづくりを行っています。 
（石川真）



月刊 かわごえ環境ネット 2020 年 9 月号 No.167 

- 3 - 

【コラム】社会と環境について思うこと（3）気候変動と豪雨災害に思う
 今年の九州地方をはじめとする各地で水害を

もたらした豪雨を「令和 2 年 7 月豪雨」と名付

けたそうだ。球磨川流域や最上川流域でも豪雨

災害が発生し、甚大な被害が出た。コロナ禍の

中、復旧作業も各地からのボランティアを集め

られず、被災者は大変な思いをされたようだ。 
 昨今の異常気象を見ると「気候変動（Climate
 Change）」より「気候危機（Climate Crisis）」の

言葉が感覚的に合う。 
 日本のみならず、中国長江流域でも大洪水に

見舞われ、4500万人が被災したという。被害額

は 1兆 8千億円とも云われている。世界最大級

の三峡ダムも決壊の危機となり、その下流にあ

る新型コロナ発生地で有名になった武漢も水没

の危機にあったほどだ。 
 こうした現象は、50 年・100 年に一度起こる

異常気象ではなく、地球温暖化の影響で必然的

に毎年のように起こる現象なのだ。というより、

さらに激しい豪雨や巨大台風の襲来を覚悟しな

いといけない。 
 梅雨時、太平洋高気圧と北側の冷たい高気圧

に日本列島が挟まれ、東シナ海からの湿った南

西風が太平洋高気圧に沿って吹き込み、梅雨前

線が居座る。元々、東シナ海の海水温は過去 10
0 年で 1.2℃上昇しており、これは地球全海洋温

度上昇平均 0.6℃よりも高い。さらに今年は、東

シナ海南部と南シナ海の海水温が平年より 1℃
ほど高く、その分水蒸気が多量に供給された。

海水温が 1℃上昇すると水蒸気が 8％増加する

と云われており、線状降水帯の発生も含め、従

来の経験からでは降水量を想定できないほどの

豪雨が発生したのだ。 
 実際問題として、気象庁の内部でも降水量予

想値の発表で、専門家の意見が割れたそうだ。

まだ、AI でも正確に予想しきれていないようで

ある。 
 今年もヨーロッパでは熱波が襲来し、パリで

は 40℃超えを記録し、スペイン各地でも 40℃
超えが続出しているとのこと。昨年も「フラン

スで最高気温 46℃を記録した」とのニュースに

驚いた記憶があるが、今年もヨーロッパの猛暑

は大変なことだろう。日本も今年は、日本近海

の海水温が高いことからして、猛暑、巨大台風

を覚悟しないといけないかもしれない。 
 本稿を書いている本日（8 月 11 日）、群馬県

伊勢崎市・桐生市、埼玉県鳩山町で 40℃超えを

記録したとのニュースが飛び込んできた。今年

の夏は、どこまで猛暑が続くことか。この記事

が発行されるころには、今夏がどんな気象状況

だったかわかってくると思う。 
 もう一つ、私にとって、「気候危機」を感じさ

せるニュースが飛び込んできた。シベリアのベ

ルホヤンスクで 6 月 20日に 38℃という観測史

上最高の気温が観測された。この北極圏にある

ベルホヤンスクは、世界最低温度である氷点下

67.8℃を記録した町で有名な寒冷地なのだ。こ

うした異常高温によりシベリア・北極圏の永久

凍土が溶け始めている。 
 シベリアでは、この永久凍土の上に構造物・

建築物が建設されており、温暖化により数々の

問題が発生し始めている。ノリリスク市では、

火力発電所のディーゼル油タンクの土台が崩れ

て 2万トンもの油が近隣の川に流出した。また、

同市の高層アパートが傾いてガラスが割れたり、

外壁が崩れたり、段々住めない状況が生じてい

る。さらに、シベリア熱波で森林火災も発生し、

2019 年には 3万 km2が焼失した。何と日本の約

12分の 1 の面積だ。永久凍土の溶解により、マ

ンモスなどの古代動物の死体が見つかると同時

に閉じ込められていた細菌が復活して新感染症

が発生するリスクが出てきていると警鐘を鳴ら

す専門家もいる。 
 また、凍土溶解に伴い大規模なメタンガスの

発生も懸念されている。メタンの温室効果は二

酸化炭素の 25 倍もあり、温暖化がさらに加速

する可能性もある。メタンガスは二酸化炭素の

ように植物等に吸収されないので、温暖化が止

められなくなる可能性もある。これは、人類滅
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亡への道につながることになる。 
 「気候危機」の行末に思いを馳せていると「風

が吹けば桶屋がもうかる」の言葉を思い出した。

「風が吹く」⇒「ほこりがたつ」⇒「視力障害

者が増える」⇒「三味線弾きが増える」⇒「ネ

コの皮の需要が増える」⇒「ネコが減り、ネズ

ミが増える」⇒「桶がかじられ、桶の需要が増

える」といったストーリーだ。 
 異常気象は、差し詰め「電気を使えば・車に

乗れば、豪雨災害を引き起こす」と云ったとこ

か。 
 「電気を使うと火力発電所から二酸化炭素を

放出する、車を使えば二酸化炭素を放出する」

⇒「大気中の二酸化炭素濃度が上昇し、大気温

が上昇する」⇒「大気温の上昇に伴い、海水温

が上がる」⇒「海水から蒸発する水蒸気量が増

える」⇒「降水量が大幅に増える」⇒「豪雨に

より川の氾濫（はんらん）を引き起こし、大災

害が発生する」と云ったストーリーだ。 
 それでは、二酸化炭素を発生させない生活と

はどうすればよいのだろうか。 
 我が家は、10 年前に家中の窓をペアガラスの

断熱仕様に変え、3.7kW の太陽光発電パネルを

屋根に設置し、数々の省エネ対策と合わせエネ

ルギーの自給自足をめざした。昨年（2019 年）

は年間を通じて、売電（売却電力）が 2,264kW
h、買電（購入電力）は 2,249kWh で、電力につ

いてはかろうじて自給自足はできた。一昨年（2
018 年）に比べ、台風の頻度も多く雨天が多か

ったため発電量が減り、ぎりぎり売電が上回っ

たものだ。 
 年間を通じて、電力に関しては実質的に二酸

化炭素を排出しない生活が達成できているが、

まだ都市ガス分や車のガソリン分まではカバー

できていない。蓄電池の設置や EV 導入も検討

したが、試算の結果まだまだ導入コストが高く

採算性が合わないことから、別の方法を考える

こととした。電力自由化が進む中、買電（購入

電力）については自然エネルギー100％の電力へ

の切り替えを検討している。「みんな電力」や「自

然電力のでんき」等が自然エネルギー100％の電

力を供給している。 
 マンション住まい等で、自分で太陽光発電パ

ネルを設置できない人でも自然エネルギー10
0％の電力を使うことは可能である。 
 「気候危機」が迫る中、少なくとも自分自身

は二酸化炭素を排出しない生活に近づけるべく

努力・工夫をすべきと考える。 
（宮﨑誠）

【コラム】川越の自然をたずねて（89）小畔川―川遊び・散策に適した里川

 
御伊勢橋から下流を眺める 

●概要 
高麗丘陵の宮沢湖を水源とする小畔川は、川越

市に入り、笠幡から福田の落合橋下流まで約 10
km にわたり流れる荒川水系の一級河川です。水

源である宮沢湖は、小畔川が浸食した谷を堰き

止め、1941 年（昭和 16 年）に完成したかんが

い用貯水池です。その主水源は入間川で、飯能

市小瀬戸地区からの 5.4km にわたる導水路から、

毎秒 1.3m3 の用水が宮沢湖に流入しています。

川の流域は伏流水が豊富で、水流が瀬切れを発

生させることはありません。 
●流域の見どころなど 
 笠幡地区の流域は実り豊かな水田地帯です。

左岸の台地には日本武尊東征の折に創建された

と伝わる尾崎神社が鎮座しています。関越自動

車道を過ぎたあたりで南小畔川を合流し、御伊

勢橋まで下ると、左岸には「小畔水鳥の郷公園」
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が、右岸には「御伊勢塚公園」があります。公

園周辺と川の土手に沿っては見事な桜並木が続

き、花見の時期は多くの人出でにぎわいます。 
 御伊勢塚公園に隣接する「かほく運動公園」

に面した水辺は、2010～2012 年（平成 22 年～2
4 年）の「水辺再生 100 プラン」によって、落

差工の改善、ワンドの設置、散策路などが整備

され、訪れる人達が安心して楽しめる親水公園

になっています。住宅街にも近いこの公園一帯

は、東上線霞ヶ関駅から徒歩約 15分、駐車場も

あり、アクセスがよいことから多くの市民の憩

いの場となっています。このあたりで、川の水

流幅は 10m ほど、水深は平常時で 20～30cm、

川底は平坦で、ほとんど礫（れき：小石）状態

なので川に入っても泥に足を取られる心配があ

りません。高度経済成長期には、生活排水など

が入り込み、水質悪化が懸念されたことがあり

ましたが、現在は流域の本下水化が進み、水質

も良好な状態を保っています。子供たちが川に

入り遊んでいる姿もよく見かけます。川の規模

が大きすぎず、小さすぎず、家族連れでも安心

して川遊びが楽しめる貴重な水辺だと思います。 
 魚釣りに関しては、流域にフライフィッシャ

ー、ルアーマンも多く見かけるようになり、釣

り人が多い里川といった雰囲気があります。生

息する魚類はオイカワ、ヨシノボリ、モツゴ、

カマツカなどの在来種のほか、ブラックバス、

ブルーギルなど外来種も増加しています。 
 かほく運動公園に面した水辺では毎年「小畔

川の自然を考える会」とかわごえ環境ネットの

共催で、「親子で魚とり」のイベントを開催して

います。募集案内が出ると短時間で満杯になっ

てしまうほど毎回盛況を博すようになりました

が、今年はコロナ禍により中止となりました。

川遊びの機会が少ない子どもたちに、このよう

な催しを通して、川で魚取りをする楽しさを知

ってもらいたいと思い、毎年実施してきました

ので、来年からの再開に期待しています。 
 かほく運動公園前からなぐわし地区に入ると、

金堀橋の左岸には、きれいに整備された里山林

を有する「東洋大学川越キャンパス」が目に入

り、東側には旧鎌倉道の名残がある「市民の森

第 1号」があります。八幡橋下流には八幡神社

が鎮座し、参道のふもとにある鳥居の脇には古

くから清水が湧き続ける池があります。精進場

橋の手前には温水プール、芝生広場などを備え

た「なぐわし公園」があります。このように小

畔川流域には、川や公園での遊び、歴史や自然

散策、に適した場所が随所にあります。 
 川は、金堀橋下流になると 100m を超える堤

間となり、この規模は越辺川と合流するまで続

きます。川辺には春はショカッサイ、セイヨウ

カラシナなどが一面に咲き、秋にはアシなどイ

ネ科植物が群生し、ヒガンバナなども花を咲か

せます。小畔川最後の橋となる鎌取橋付近から

右岸側に入間川の土手が遠望されるようになっ

てくると越辺川の右岸合流点まであと少しです。 
（池田雄二）

 
小畔水鳥の郷公園 

 
家族で魚取りイベント 

 
桜並木と散策路（御伊勢橋近辺）

 
◆かわごえ環境ネット会員募集 会員を随時募集しています。本会は、川越の環境を

よくしたいと活動する個人・団体（民間団体・事業者）が集う団体です。毎月本紙を

お送りするなどの特典があります。年会費は個人会員 1,000円、団体会員 2,000円。

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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【コラム】川越の「宝」をたずねて（15）仙波河岸史跡公園

 
仙波河岸史跡公園案内図 

 
仙波河岸場跡（デッキ） 

 
公園内 

 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「仙波河岸史跡公園」 
 かつて川越−江戸間の物資輸送に舟が使われ

ていたころの仙波河岸の跡地に造られた公園で

す。 
 この近くを流れる新河岸川の下流にはすでに

江戸時代から新河岸川舟運による河岸場がいく

つもありました。明治になり、新河岸川の最も

上流に造った河岸場が「仙波河岸」です（明治

2年運河開削に着手し明治 12年完成）。しかし、

1895（明治 28）年には川越鉄道が開通、その 1
1 年後には川越電気鉄道が敷設、1914（大正 3）
年には東上鉄道が開通し、時代は陸運に変わっ

ていきます。さらには、1910（明治 43）年の関

東平野の大洪水を機に始まった洪水対策の一環

で、1920（大正 9）年から新河岸川の改修が始

まります。その結果、水量が減り、改修工事完

了を迎えた 1931（昭和 6）年に発令された通船

停止令によって 300 年余りの新河岸舟運は終焉

を迎えました。その後、仙波河岸は一部埋め立

てられ宅地化されたものの、船着場などは保存

され、2004（平成 16）年 5 月に「仙波河岸史跡

公園」として開園しました。 
 公園内には、河岸場跡の他にも仙波の滝や湿

性地を回遊できるウッドデッキも整備され、自

然観察も楽しめるようになっています。 
 今では水と緑といった自然公園ですが、時間

の流れを遡ると、明治期～令和期の 5 つもの時

代をつないで河岸場の姿を残している公園はと

ても貴重な歴史公園とも言えますね。 
（飯島希） 

仙波河岸史跡公園へのアクセス 
川越市仙波町 4-21-2。東武東上線・JR「川越駅」

東口より徒歩 14分。 
参考文献 
斎藤貞夫：川越舟運、さきたま出版会（1987） 

 
川越の「宝」全データの KML ファイル（ダウンロード）

 
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）



月刊 かわごえ環境ネット 2020 年 9 月号 No.167 

- 7 - 

【報告】かわごえ環境ネットの活動報告

「虫の観察会」報告 自然環境部会

 
講師の新井さんは虫取り名人 

 
フェイスガードにマスクの観察会 

 
ノコギリカミキリ

 日時：2020 年 8 月 1 日（日）9:30-12:00 
 場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地 
 参加者：応募参加者 22 名、スタッフ 7 名 
 講師：新井浩二氏、釣巻岳人氏（埼玉昆虫談

話会） 
 今年の夏は例年にも増して「異常」が際立っ

ていました。6 月末に梅雨入りしてから 7 月に

なるとほぼ毎日雨、九州などでは河川氾濫でま

たしても大きな被害がありました。8 月の初め

にやっと梅雨明けしましたが、その後は連日の

猛暑続き、中旬には 41.1℃という最高気温が浜

松で、この近くの鳩山で 40.2℃が記録されてい

ます。これは明らかに気候変動でしょう。熱帯

地方の乾季と雨季のようです。 
 このような中で生き物はどんな影響があった

のでしょうか。「虫の観察会」は昨年、一昨年と

悪天候の為に中止になっています。今年はさら

に、コロナ禍の中で開催するかどうか悩みまし

たが、環境政策課の担当者と熟考し、人数を減

らし感染対策をとって開催としました。また、

2 グループに分かれて観察のため講師も 2 名お

願いしました。 
 前日まで雨でしたが、8 月 1 日は明け方に雨

が上がり、久しぶりのお天道様でした。親子連

れの参加者が網や虫かごをもって集合です。室

内で課長の挨拶や講師の紹介の後、2 グループ

に分かれて林に入ります。 
 ちょっと遅れ気味のセミの声、ミンミンゼミ、

アブラゼミはにぎやかです。雨ばかりの 7 月で

したが、どうやら虫たちにはそれほど影響はな

かったようです。チョウの仲間は常連が飛んで

いました。中でも多かったのがアカボシゴマダ

ラでこの困った移入種の話。甲虫の仲間もたく

さん見つかり、人気のカブトムシ、ノコギリク

ワガタ、ちゃんといました。また、ハンミョウ

の仲間もエリザハンミョウ、トウキョウヒメハ

ンミョウと 2種見つかりました。キマダラカメ

ムシが両方のグループで観察されていて、これ

は 2016 年以降埼玉で確認されていて南方から

の移入種らしいです。ヨリトモナガゴミムシと

いうものもいて、どこが「頼朝」なのかなと思

いましたが、私には普通のゴミムシに見えます。 
 虫にまつわる話や、森の生態系の話など楽し

く聞くことができました。この日、観察した種

はセミ 4種、甲虫 24種、カメムシ 4種、チョウ

10種、バッタ 9種、トンボ 2種、その他クモ類、

カタツムリ、トカゲの類など 70 種ほどの観察

でした。            （賀登環）

【報告】会員の活動

ホタルの出現と活動拠点 NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

 6 月 27 日（土）に放流したヘイケホタルが 7
月 22 日に出現しました。 
 300匹の幼虫を放流しましたが、7 月 22 日の

出現以来約 10 日間にわたり 3匹から 15匹を鑑

賞することができました。この間、知らせを聞

いた会員はもとより地元の大勢の方に楽しんで
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いただけました。初めて見たという人、30 年ぶ

りに見たという人、みんな感激ひとしおでした。 
 写真は、第一発見者の谷道会員によるもので、

交尾している珍しい写真で、右の大きいのがオ

スで、左側がメスだそうです。 
 来年は今年ふ化した 1000 匹の幼虫の提供を

受ける予定で、半分は水槽で人工的に飼育し、

半分を用水路に放流し、ホタルが生息できる環

境にあるかどうかのチャレンジとなります。 
 この他、かわごえ里山では、念願だった拠点

を地元の協力で借りることができました。拠点

は、ホタル放流場所のすぐとなりの古民家風の

土間になっている農作業場で、田んぼ地域にも

隣接し、作業休憩所、懇談、ワークショップ等

が行え、憩いの場所になりそうなところです。 
 1928（昭和 3）年築で、昭和の面影が残る民

家です。かわごえ里山ではここをベースに環境

保全にますますパワーアップして活動していき

ます 
（増田純一）

 
出現した交尾中のホタル 

 
空家の母屋（正面）と拠点（左側） 

 
拠点

市民環境調査に参加

 
参加者の集合写真（カメラマンを除く） 

 
仙波氷川神社 

 
国道 16 号富士見町交差点 

 
仙波河岸史跡公園湿性地 
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 川越市環境部環境政策課では、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なる目的で「市民環境

調査」を 2014（平成 26）年度から行っておりま

す。 
 その一環で 8 月 5 日（水）に「まち歩き暑さ

測定ツアー」が行われ、参加者は市民とかわご

え環境ネット会員 9 名、環境政策課の方 3 名の

計 12 名でした。 
 今年の調査地点は、仙波河岸史跡公園と周辺

の 9ポイントで、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

査しました。 
 黒球式熱中症指数計、風力計、熱中症の危険 
度をはかる熱中症指数計を使用し、各ポイント

の熱中症危険度の測定と、体感による評価を行

い、データを記録しました。 
 気温は 30.0～33.9℃、暑さ指数 27～30℃、湿

度 57～71％、仙波河岸史跡公園は涼しく、国道

16号付近は猛暑で、緑の大切さを参加者一同実

感した環境調査でした。 
（菊地三生）

 
調査ルート（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】専門委員会

事業運営委員会

 8 月 19 日（水）9:00-10:30 に第 4回事業運営
委員会を開催いたしました（理事会は休会）。 
 7 月 19 日（日）に開催した「夏のクリーン活

動」について反省しました（持参物をちらしに

明記するなど）。 
 10 月 4 日（日）に出展する「2020 アースデイ

川越 in昭和の街」の内容について検討しました。

詳しくは本紙トピック①をご覧ください。 
 10 月 17 日（土）に開催する「秋のクリーン

活動」について内容を確認しました。詳しく本

紙トピック②をご覧ください。 

 「歳末まち美化活動」は 12 月 20 日（日）実

施予定で準備を進めます。 
 2 月 27 日（土）に「第 19回かわごえ環境フ

ォーラム」を開催します。10 月に環境活動報告

集原稿／報告会発表募集、協賛募集を開始する

ため、これらの要項案の確認を行い、9 月の理

事会に諮ることにしました。なお、今回は中止

にはせず、感染症に対する社会状況に応じてオ

ンライン開催、無観客開催、人数制限などあら

ゆる事態を想定して開催を検討することにしま

す。             （小瀬博之）
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社会環境部会

 8 月の社会環境部会の例会は 14 日（金）市役

所地下修養室にて 11 名の参加で開催されまし

た。今回も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。 
 会のはじめに、1 時間ほどの時間を設け、参

加者間で地球温暖化に関するディスカッション

をしました。長雨が続いた梅雨が一変し、肌が

じりじりと焼け真夏の暑さを実感する季節、地

球温暖化がとても身近な話題であることから、

参加者それぞれの思いをとても活発に交わされ

ました。次項に今回例会に参加した会員が「地

球温暖化について思うこと」をまとめましたの

でご覧いただければと思います。 
 ディスカッションの後、かわごえ環境ネット

の全体事業である「夏の郊外クリーン活動」の

報告、今後実施予定の「秋のクリーン活動」と

「2020 アースデイ川越 in 昭和の街」について

話し合いを行いました。また、社会環境部会で

企画している環境講演会についても意見交換を

しました。 
 今の時期、感染防止策に加え、熱中症対策も

大事になります。安全面に配慮しながら、活動

を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

 8 月例会は休会でしたが、活動はありました

ので報告いたします。 
①「（仮称）川越市森林公園」計画地定例活動 

7 月 13 日（月） 21 名参加「第 2 武蔵野ふれあ

いの森」の手入れ・草刈り 鬱蒼と伸びた下草

をさっぱりと刈り取った。ヤマユリがきれいに

咲いていた。 7 月 27 日（月）雨で中止 8 月

は活動休止 
②池辺公園定例活動 7 月 14 日（火） 雨で中

止 8 月 11 日（火） 7 名参加 キツネのカミ

ソリの開花数カウント 300 ほど ウバユリ開花

数 32 ハグロソウ（準絶滅危惧種）が一面に開

花 
③生き物調査「下赤坂ふるさとの緑の景観地」

 7 月 20 日（月） 12 名参加 講師：牧野彰吾

氏 このエリアに川越市の所有地があり、そこ

を中心に調査した。雑木林特有の植生が見られ、

植物は 50種ほど、昆虫などが 10種。 

地球温暖化への対処がこのままであると、い
つの⽇にか、みんなゆでがえるになるのでは、
との危惧がある。

環境問題がビジネスの⽅⾯から注⽬されてい
るのはとてもよい動き。

北極の氷が溶けているのはとても⼼配。

温暖化が進んでいくと、これからの⼦供た
ちがかわいそう。

地球温暖化を何とかしていこうという⼈たち
と、無関⼼な⼈たちで⼆極化が進んでいる。

近所の⼈たちは、「地球温暖化って問題よね、
でも具体的に何をしたらいいかわからない」
という⼈がたくさんいる。

⽇常的な電気や⽔の使い⽅から、地球温暖化
へ結びついているのだという意識を広めてい
きたい。想像⼒が⼤切。

気候の変化に体を慣らしていくことも⼤事。

数年前の温度測定調査では、32度で⾼いと
感じていたが、今は当たり前。暑い⽇に38
度近くまで気温が上昇し、温暖化を実感する。

畑の⼿⼊れをしていると気候の変化に敏感に
なる。 ⾬量が本当に多くなった。今までの川とは⼤

違い。 建物の⾬量に対する基準を⾒直さなくてはい
けない。

川越のハザードマップをみると、市内⾯積の
6割近くで浸⽔が想定される区域となってい
る。

⾼台や堤防をつくることで治⽔を図るのでは
なく、コンパクトシティを進め、⼈が住む地
域と住まない地域の線引きが必要になる。

未来に対する危機感が⼤事。

空き家や使われなくなった農地を緑地化して
いこうという動きがあり、今後の展開に期待
している

温暖化の影響は世界中で広がっている。中国
の三峡ダムの問題は深刻。ダムによる治⽔だ
けでなく、新たな選択肢も必要。⼩畔⽔⿃の
郷公園の調節池のような場所が⼤事になるだ
ろう。

スウェーデンの若き環境活動家であるグレ
タ・トゥーンベリさんがメディアでも取り上
げられ、若い⼈たちの環境問題への関⼼が⾼
まっているのはよいこと。

CO2を排出しない家づくりのテクノロジーの
進歩にも⼤いに期待している。電気を⾃給⾃
⾜する時代。

海⽔温度の上昇はとても気になっている。

川から海、そして⼤気へとつながっていると
いう意識をするのが⼤事になる。

地球温暖化という⽤語よりも、気候変動
（Climate Change）という⽤語の⽅が、台
⾵や⼤⾬など気象に関わる変化を捉えること
ができる。

地球温暖化について思うこと
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④社寺林の観察会（編集委員会関連）喜多院・

中院 7 月 28 日（火） 9 名参加 
⑤「虫の観察会」8 月 1 日（土）別ページ参照 

（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・出展行事

【トピック①】「2020 アースデイ川越 in 昭和の街」10 月 4 日（日）から開催・出展

 
 1999 年から毎年秋に開催されている 22 回目

のアースデイ・イン・川越となる「2020 アース

デイ川越 in 昭和の街」。SDGs をテーマの中心に

据えて 3 回目となる今年は、現在の社会状況を

ふまえてオンラインを中心とした開催となりま

す。2030年の世界共通の目標である「SDGs（持
続可能な開発目標）」を身近に考え、実施しても

らえるイベントです。 
 かわごえ環境ネットは 10月 4日と 11日（日）

にオンラインでの参加型プログラムを開催しま

す。ほかにもさまざまな出展団体がありますの

でぜひご覧ください。なお、全体の会期として

は 10 月 18 日（日）までを予定しています。 
出展予定団体 
★尚美学園大学檜山ゼミ（10 月 4 日と 18 日に

音楽ライブなどを予定）、★埼玉県水環境課（蓮

馨寺[川越市連雀町 7-1]でふろしきなどの配布

を予定）、★かわごえ環境ネット（詳細は別記）、

★芝浦工業大学 SDGs学生委員会−綾いと−（［オ

ンラインライブ］①かるたで SDGs を学ぼう、

②自分で作る！世界で一つだけのお財布）、★芝

浦工業大学環境フィールド実習×性の自分らし

さを考える自由の会（自由学園生徒有志）（［録

画］川越のしごと紹介：川越市内の企業や商店

などの SDGs の取り組みについて動画で紹介）、

★ボーイスカウト川越協議会×生活クラブ生協

 川越支部（［録画］環境にやさしいこねこね石

けんづくり！）、★ボーイスカウト川越協議会

（［録画］ボーイスカウト活動と SDGs について

紹介）、★川越ワイズメンズクラブ（［録画］活

動紹介）、★埼玉 YMCA 川越センター（［録画］

活動紹介） 
 内容は変更の可能性があります。詳細は「ア

ースデイ川越 in 昭和の街」ホームページ、Twit
ter、Facebookページをご覧ください。 
「アースデイ川越 in昭和の街」Webサイト 

   
 ホームページ   Twitter  Facebook ページ 

【かわごえ環境ネットのプログラム】 
 かわごえ環境ネットでは、10 月 4 日（日）・1
1 日（日）にオンライン（インターネット）で

の視聴者参加型プログラムを開催します。小学

生の親子での参加を想定して企画していますが、

どなたでも参加いただけます。川越市内、市外

ももちろん問いません。 
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10月4日のプログラム（11日分は10月号に掲載） 
①みつけてみよう!!みんなのおうちからつながる
世界（第 1回 10:30-11:15, 第 2回 13:00-13:45） 
 自宅にあるものの原産地・生産地を調べて世

界とのつながりを考えます。食品、衣類、電気

製品など手元にあるものを探してみましょう。 
②『「川越の自然」バーチャルツアー』（第 1回
11:30-12:15, 第 2回 14:00-14:45） 
 クイズを交えながら川越市内の自然や生きも

の動画を紹介します。衝撃的な映像・画像が盛

りだくさん（かも）。 
参加方法 
 パソコンの場合は「かわごえ環境ネット」ホ

ームページに掲載しているリンクからアクセス

した方がスムーズです。最新情報も掲載します。 

 
かわごえ環境ネット「アースデイ」 
https://kawagoekankyo.net/earthday 

A. 双方向イベントに参加したい方 
 双方向イベントに参加したい方は、Webexオ
ンラインミーティングでの参加となります。各

回の開催 10 分前から開始時間までに下記のミ

ーティングリンク（URL）にアクセスしてくだ

さい（パソコンでも）。人数が少なければ飛び入

り参加も可能です。 

 
A. 双方向イベントに参加したい方（Webex） 

https://bit.ly/32n2s9V 
 Webexオンラインミーティングへの参加が初

めての方は、あらかじめ Webexオンラインミー

ティングのテストでアプリのダウンロードやカ

メラ、マイク、スピーカーのセッティングをし

ておくとスムーズにつなげられます。 

 
［事前設定］Webex オンラインミーティングのテスト 

https://www.webex.com/ja/test-meeting.html 
B. 視聴だけしたい方（双方向対話不可） 
 とりあえず様子を見てみたいという方は、同

時中継を YouTube ライブでご覧いただけます。

人数が少なければ途中からでもWebexミーティ

ングに入っていただいて参加していただいてけ

っこうです（10 月 11 日分は 10 月号で通知）。 

 
B.視聴だけしたい方（10 月 4 日の YouTube ライブ） 

https://youtu.be/BImavh8Y5q4 

 

【トピック②】「秋のクリーン活動」10 月 17 日（土）開催 参加者募集

 

 秋のクリーン活動の参加者を募集いたします。

本年はコロナウイルス感染症の拡大の影響で

「川越まつり」が中止に、第 5 回川越まつり会

場クリーン活動は、「秋のクリーン活動」「来年

の川越まつりに備えて街をきれいに」として実

施することになりました。ご協力のほどよろし

くお願いいたします。 
■活動の概要 
・開催日時：10 月 17 日（土）10:00-11:45 
（8 月号掲載と時間が変更となっています） 
・集合場所：本川越駅前交番（川越市新富町 1-
22）付近 

申込先 かわごえ環境ネット
１０月１日（木）午前１０時から

お電話で環境政策課に ☎ 049-224-5866

来年の川越まつりに備えて街をきれいに

主催 かわごえ環境ネット
事務局 川越市環境部環境政策課 ☎ 049-224-5866

開催日 2020年10月17日（土）

予定 １０：００ 本川越駅交番横に集合
各コースでゴミ拾いをして回る

１１：４５ 中央公⺠館で分別作業、
蓮馨寺に移動し有志差⼊れの
川越の名菓を楽しみ解散

本川越駅交番

蓮馨寺

中央公⺠館

卍

川越駅

活動範囲
概ね点線枠内の主要道路を回ります

２０１８年歳末まち美化 今年はマスク着⽤で！

本川越駅 交番前に10時集合

当日の連絡先 菊地 携帯 0 8 0 - 5 5 4 6 - 2 3 6 2
ｍａｉｌ kikums@beige.ocn.ne.jp

この活動は感染症対策対応で実施いたします。
①マスク着⽤
②参加者の体温測定の実施
③ソーシャルディスタンスの励行
④アルコール等を使⽤した消毒の実施
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・活動内容：本川越駅より蔵造りを中心とした

川越の旧市街のクリーン活動、中央公民館で集

めたごみを分別、蓮馨寺に移動し川越名菓を楽

しみ解散 
・申込先： 渡辺 電話・Fax. 049-242-4322 

      菊地 携帯 080-5546-2362 
      E-mail: kikums@beige.ocn.ne.jp 
・その他：クリーン活動用の道具を用意してお

ります。 
（菊地三生）

【トピック③】環境講演会「プラスチックごみはなぜ減らないのか～リサイクルと減量方

法～」（11 月 7 日） 社会環境部会

 
 海洋プラスチック汚染は、地球規模の問題と

なっています。昨年 6 月に大阪市で開かれた G
20サミットの首脳宣言では、2050年までに新た

な海洋汚染をゼロにすることをめざす「大阪ブ

ルー・オーシャン・ビジョン」が明記されまし

た。こうした海洋マイクロプラスチックに含ま

れる化学物質は、食物連鎖によって人間に戻っ

てくる可能性も懸念されます。日本でも、海洋

プラスチック汚染防止のため、廃プラ削減の一

環としてレジ袋の有料化が 7 月 1 日より始まり

ました。一方、新型コロナウイルス感染対策と

して、テイクアウトやデリバリー利用の推奨に

より、プラスチックゴミが増大しているという

新たな課題も出てきています。 
 こうした環境下で、プラスチックごみ等を削

減するには、我々は何をすべきか、具体的にど

のように行動したらよいのかを本講演会で学び

ましょう。 
・日時：11 月 7 日（土）14:00-16:00 
・場所：ウェスタ川越 2階（市民活動・生涯学

習施設）活動室 1（川越市新宿町 1-17-17） 
・講師：浅倉孝郎氏（埼玉県環境アドバイザー） 
・申込方法：10 月 1 日（木）9 時より川越市環

境政策課（Tel.049-224-5866）
 

自然環境部会主催事業 
★「（仮称）川越市森林公園」計画地 植物調査・
保全活動（毎月第 2・第 4月曜日） 
日時：9 月 14・28 日，10 月 12 日・26 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 2火曜日、変更の
場合もあります） 
日時：9 月 8 日・10 月 13 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） 
★かわごえ生き物観察会（川越市環境政策課共催） 
日時：9 月 20 日（日）9:30-12:00 
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場所：川越水上公園（川越市池辺 880） 
定員：20 名 

申込：川越市環境政策課（Tel.049-224-5866）

 

会合 
◆広報委員会（2020年 9月度） 
日時：9 月 2 日（水）9:00-9:30 
オンラインミーティング（委員には別途案内） 
＊次回は 10 月 7 日（水）9:00-9:30 オンライン

ミーティング 
●社会環境部会（2020年 9月度） 
日時：9 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 10 月 9 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 9月度） 
日時：9 月 11 日（金）15:00-17:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 10 月 9 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（2020年度第 4回） 
日時：9 月 16 日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 10 月 14 日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2020年度第 6回） 
日時：9 月 16 日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
次回は 10 月 14 日（水）10:00-12:00同所 
◆設立 20 周年記念事業実行委員会出版専門委
員会（第 10回） 
日時：9 月 24 日（水）13:00-15:00 
場所：川越南文化会館（ジョイフル） 

【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
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。 

      
Web サイト  Facebook ページ   Twitter 

◎稲刈り（農作業） 
日時：9 月 11 日（金）10:00-（農作業となり、

日程変更の場合があります。他の日にも作業が

あります。詳細はお問い合わせください。） 
場所：福田の田んぼ（CO 江戸かわごえ初雁の

里田んぼ：川越市福田 310南側） 
服装：長袖、長靴、帽子、軍手、マスク 

◎田んぼ懇談会 
日時：9 月 26 日（土）16:00-18:00 
場所：かわごえ里山拠点（川越市福田 339）＆Z
oom ミーティング 
 場所がわからない方は 15分くらい前に、ビオ

トープ前に集合ください。 
 初めての試みとして、かわごえ里山の拠点と

なる福田田んぼ近くの農作業場で行います。こ

れまでの活動の状況やお米栽培、マコモ栽培、

今後の活動について懇談します。活動に興味の

ある方はご参加ください。Zoom でオンライン

参加できます。お問い合わせください。 
◎マコモ感謝 Day＆収穫祭（仮） 
日時：10 月 4 日（土）11:00-13:00 ごろまで 
場所：福田の田んぼビオトープ近辺 
参加費：無料 
 10 月 18 日に予定していた室内での収穫祭を
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見合わせ、代わりに室外で行うマコモ感謝 Day
に合わせて収穫祭を行う予定です。 

 マコモダケの天ぷらや釜炊きの新米を提供予

定です。どなたでも参加可能です。

 
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：9 月 18 日（金），10 月 6 日（火）・16 日

（金）13:30-15:00 
 川越駅東口アトレ横歩道橋下から川越市役所まで。 
②第 2日曜日 
日時：9 月 13 日・10 月 11 日（日）9:30-11:00 
 本川越駅交番横から各方面に分かれて活動、

中央公民館でごみまとめ、解散。 
③第 4土曜日 
日時：9 月 26 日・10 月 24 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。 
①9 月 27 日（日）9:00-11:00 新河岸川下流、旭

橋右岸に集合。上・下流に沿って両岸で清掃活

動。旭橋左岸空き地で分別収集。解散。 
②10 月 25 日（日）9:00-11:00 新河岸川上流の八

幡橋起点集合。観音下橋まで川中と護岸清掃。

八幡橋横で収集分別。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面白いです。

ウェダーや網などは当会で用意いたします。 

◎魚類調査（小畔川関越下合流点付近） 
日時：9 月 21 日（日）10:00-12:00 
 ガサガサや投網で魚類調査をします。 

 
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（健康と環境とお財布にや

さしい生活術の話） 
会場：高階南公民館 1階（川越市藤原町 23-7） 
参加費：無料 
①9月 7日（月）10:00-12:00 
持ち物：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。 
 9 月はまだまだ暑いので電気の使い方を参加

者のみなさまとアイデアを共有できたらと思い

ます。 
②10月 26日（月）10:00-12:00 
持ち物：リフォームしたいもの、裁縫道具 
 10 月は衣替えなどが済むころにワイシャ

ツ・トレーナー・セーターなどのリフォームを

考えています。

 
福原ファームクラブ 

問い合わせ：横山三枝子（Tel.049-246-9319）
【おことわり】今年度は新規参加者の募集を停

止することになりましたので、本紙への掲載は

しばらく見合わせます。 
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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/
【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、8 月 30 日現在も「レベル 2」と

して、対面での課外活動は夏季休暇中も含めて

原則禁止となっています。つきましては、夏季

休暇中の 8 月・9 月の活動を休止することにし

ました。10 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） 

①9月 13日（日）10:00-12:00 
 シギ、チドリの渡りが多く見られます。この

時期だけ伊佐沼に飛来する鳥を探しましょう。 
②10月 11日（日）10:00-12:00 
 水の少なくなった沼で、サギは餌の小魚を捕

り、干潟でシギやチドリが餌を探す様子を観察

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 10 月号（No.168，10 月 3 日発行予定）

の掲載原稿は、9 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。 
●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
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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。 



月刊 かわごえ環境ネット 2020 年 9 月号 No.167 

- 18 - 

イベントカレンダー（9月 2日〜11月 7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 
★：会員内外対象の公開・出展イベント 
●：会員全員が対象の部会・イベント 
◆：理事・委員等が対象の理事会・委員会 
◎：会員主催のイベント等 
○：その他 詳細は個別の記事をご覧ください 

9.2 
◆9:00 広報委

員会 

9.3 
 

9.4 
 

9.5 
 

9.6 
 

9.7 
◎10:00 かん

きょうサロン 

9.8 
★9:00 池辺公

園定例活動 

9.9 
 

9.10 
 

9.11 
◎10:00 稲刈り 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

9.12 
 

9.13 
◎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 

9.14 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

9.15 
○本紙10月号

投稿期限 

9.16 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

9.17 
 

9.18 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

9.19 
 

9.20 
★9:30 かわご

え生き物観察

会 

9.21 
敬老の日 
◎10:00 魚類

調査 

9.22 
秋分の日 

9.23 
 

9.24 
◆13:00設立 2
0 周年記念出

版委員会 

9.25 
 

9.26 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
◎16:00 田ん

ぼ懇談会 
9.27 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

9.28 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

9.29 
 

9.30 
 

10.1 
 

10.2 
 

10.3 
 

10.4 
★アースデイ川越i
n昭和の街（-10.18） 
◎11:00マコモ感

謝Day＆収穫祭 

10.5 
 

10.6 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

10.7 
◆9:00 広報委

員会 

10.8 
 

10.9 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

10.10 
 

10.11 
◎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 

10.12 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

10.13 
★9:00 池辺公

園定例活動 

10.14 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

10.15 
○本紙 11 月号

投稿期限 

10.16 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

10.17 
★10:00 秋の

クリーン活動 

10.18 
★アースデイ川越i
n昭和の街（10.4-） 

10.19 
 

10.20 
 

10.21 
 

10.22 
 

10.23 
 

10.24 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
10.25 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

10.26 
★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 

10.27 
 

10.28 
 

10.29 
 

10.30 
 

10.31 
 

11.1 11.2 
 

11.3 
文化の日 

11.4 
◆9:00 広報委

員会 

11.5 
 

11.6 
 

11.7 
★14:00 環境

講演会 

月刊 かわごえ環境ネット 2020年 9月号 No.167 
発行日 2020 年 9 月 1 日 編集・発行 かわごえ環境ネット 広報委員会 
事務局 〒350-8601 埼玉県川越市元町 1-3-1 川越市環境部環境政策課 

Tel. 049-224-5866（直通） Fax.049-225-9800 E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 
かわごえ環境ネットホームページ https://kawagoekankyo.net/ 


	MKKN167-202009-No.1（表紙）-2c
	MKKN167-202009-No.2（コラム）c
	MKKN167-202009-No.3_4_5-1（本会報告_会員報告_委員会報告1）c
	MKKN167-202009-No.5-2_6_7_8（委員会報告2_トピック_本会予告_会員予告_広報委員会）c
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