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環境講演会を 11月 7日（土）に開催 

 
 11 月 7 日（土）14:00-16:00 に環境講演会「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～」［講師：朝倉孝郎氏（埼玉

県環境アドバイザー）］を、ウェスタ川越を会

場として開催し、さらにオンラインで同時配信

します。参加方法について詳しくお伝えしま

す。（詳細 13 面） 

「環境活動報告集」投稿・発表者募集 

 
 2 月 27 日（土）にウェスタ川越で開催予定の

「第 19 回かわごえ環境フォーラム」において、

例年恒例の「環境活動報告会」を開催します。

この行事の報告等をまとめた「環境活動報告

集」をまとめるにあたり、投稿と当日の発表者

を募集します。会員を問わずふるってご応募く

ださい。（詳細 14-15 面） 
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【コラム】かわごえ環境 STYLE（4）川越の飲食店 リサイクルの取り組み

 
川越市駅近くにある％SPECIAL COFFEE 

 
使い終わったコーヒーの粉を再利用 

 川越にはさまざまなタイプの飲食店があり、

特に個性あふれる個人飲食店の多彩さは目を見

張るものがあります。また、川越が各メディア

等で取り上げられる時には必ずといっていいほ

ど「食」の面も注目され、今では食の街・川越

として浸透しています。大きな影響力を発揮し

ている川越の飲食店。では、川越の飲食店では、

環境意識・取り組みはどうなっているでしょ

う？ 実際、環境面の取り組みを実践している

お店は少ないのが現状ですが、中には小さいな

がらも「もったいない」意識からリサイクルに

努めているお店もあります。その実施報告です。 
 川越市駅から徒歩 1 分ほど、2020 年 4 月にオ

ープンした「％ SPECIAL COFFEE（パーセン

トスペシャルコーヒー）」さん。お店は珈琲にこ

だわっており、良質な珈琲豆を使い、自家焙煎

した鮮度の良い豆を使用して抽出し提供してい

ます。 
 また、珈琲以外にも、新鮮なフルーツなどを

使ったドリンクがあり、身体のことを考えた健

康ドリンクもあります。 
 ％ SPECIAL COFFEE の入口に置かれている

のが、珈琲を抽出した後の粉が入ったパック。

これを、お店を利用したお客さんで希望する人

に無料で渡しているのです。使い終わった粉は

部屋やトイレ、冷蔵庫の脱臭剤として使うこと

ができ、花の肥料にもなるという。今では、こ

れを求めてお店にやって来る人も多いそう。一

般的に、珈琲店では使い終わった粉は廃棄する

ものですが、％ SPECIAL COFFEE の金さんは、

「捨てるのはもったいない。抽出した後もまだ

まだ使える」と活用しています。珈琲店として、

日々出る使い終わった粉、これをごみとせず最

後まで使い切ろうとする意識があります。金さ

んのこだわりは、使い終わった粉はしっかり天

日干ししてから、一つずつパックに手作業で詰

めていること。無料で渡しているものに対して、

多大な労力を掛けているという面を見逃せませ

ん。 
 他にもお店では、店内でえごま油を搾ったカ

スも希望するお客さんに無料で渡していて、こ

れも草木の良い肥料になるとのこと。 
 金さんがお店でここまでするのは、お店だか

ら、という理由だけでなく、本人の普段の生活

からそうなのです。お米のとぎ汁を取っておい

てこれも肥料にするなど実践していて、生活の

延長にお店の取り組みがあります。本人のもの

を簡単に捨てない、身体に良いことを考える意

識が、結果としてお店での環境への取り組みに

なっていました。 
 珈琲を飲みながら、金さんの取り組みについ

て話を聞くのも楽しいと思います。ぜひどうぞ。 
「％ SPECIAL COFFEE」 
（パーセントスペシャルコーヒー） 
川越市六軒町 1-1-2相原店舗 1階 B 
営業時間 8:00-19:00 
日曜定休 
Tel.049-211-5498 
川越市駅から徒歩 1 分ほど 

（石川真）
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【コラム】社会と環境について思うこと（5）脱プラスチックへの挑戦 

 
洗濯ばさみ 劣化しはじめたピンチ→

つけ替えはステン・アルミ・木を主に 

 
もらった廃棄するスズランテープ→紙

ひも・麻ひも各 2 種。スズランテープ

は劣化しにくいところに。 

ブリキのバケツとじょうろ 
 
 

 
有機和紅茶・健康茶ティーバックにプ

ラスチック→昔ながらの茶葉、無漂白

パックの物 

 
ステンコップ・ヘッド交換式歯ブラ

シ・馬毛歯ブラシ 

 
メラニンスポンジ・軟質ポリウレタン

フォーム・アクリル毛糸たわし・ポリ

エステル 100％→棕櫚たわし・ひのき

たわし・麻たわし

 「あなたは毎週 5グラムのプラスチックを食

べている」の言葉に、もうそんなにも食べてい

るの？と疑問に思い読み始めました。 
 東京農工大学農学部環境資源科学科教授の高

田秀重さんの「プラスチック、マイクロプラス

チックによる環境汚染と生物影響」の講演会の

中、イワシの体内から検出されるプラスチック

の大部分はプラスチックの破片で、80％のイワ

シから検出されると聞いた。本の中、高田教授

は、東京湾の海水から 1mm に満たないような

マイクロプラスチックを発見。その 2 年後に東

京湾で捕まったカタクチイワシ 64 匹のうち 8
割近くの内臓からマイクロプラスチックが見つ

かったという。小魚がマイクロプラスチックを

取り込むと、それを食べる大きな魚に有害物質

が蓄積され、その大きな魚を食べる捕食者には、

一層多くの有害物質が蓄積される。最終的には、

私たち「人間」へ有害物質が濃縮され、影響が

出る心配があるということです。 
 20 年前になるのか、ダイオキシンや PCB な

ど環境ホルモンが問題になって、妊婦さんなど

マグロやサケは食べないほうがよい（記憶違い

ならごめんなさい）と耳にしたのは。このころ、

学校の給食の容器にプラスチックのポリカーボ

ネートは、使い込むほどに環境ホルモン・ビス

フェノールAの溶出が高まると問題になりまし

た。川越市の学校給食用のはしが卒業 2週間前
の中学 3 年生の分まで交換してくれたことを記

憶しています。 
 高田教授の講演会で推薦のあった「いいね」

vol.39「すぐにはじめてください。さよならプラ

スチック生活（ライフ）」と、「プラスチック・

フリー生活 今すぐできる小さな革命」の 2冊。

前の本は、講演会でお話された内容に、プラス

チックフリーのアイディア、プラスチックフリ

ーグッズの紹介などに、高田教授の専門“プラ

スチックと環境ホルモン”と“プラスチックご

み Q＆A”が詳しく書かれています。後の本は、

「有害化学物質、暴露された本」と紹介。その

「症状」は日用品のせい!?と、危険性の解説か

ら代替品の提案まで、私たちの健康にも関わる

大事な話が書いてありました。 
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 最初に戻りますが、私たちはカード 1枚分（5
グラム）のマイクロプラスチックを毎週摂取し

ている可能性があるようです。ペットボトル入

りの飲料水や水道水に含まれていることもわか

ったと。食卓塩からも検出。空気や水にまで。

ロッキー山脈で採取した雨水にも。日本でも大

気から検出。北極圏の雪や氷、南極もマイクロ

プラスチックが検出されると。 
 微細化してもプラスチックであることに変わ

りはない。ペットボトルをリサイクルして T シ

ャツを作ってもダメ！ 
 プラスチック問題は、地球温暖化や気候変動

の問題とも密接に関わっている。石油から作ら

れるプラスチックは、製造時にも燃焼時にも温

暖化の原因となる二酸化炭素を排出する。レジ

袋やペットボトルなどのプラスチックごみは、

太陽光や水に晒されると、劣化が進む過程でメ

タンガスやエチレンガスを発生させると、ハワ

イ大学が行った実験で突き止められた。特にメ

タンは、二酸化炭素の 25 倍も温室効果をもつ

危険なガスで、廃棄プラスチックから自然発生

していることは想定されていなかったが、いろ

いろな条件を変えて実験・分析した結果、プラ

スチックは、太陽光や水にさらされている時間

が長いほど、温室効果ガスの排出量が多くなる

ことが明らかになった。海に限らず、陸地でも

どこにあってもガスを出しているという。生分

解性プラスチックは、海中で分解されるが、分

解の過程で温室効果ガスとなる二酸化炭素やメ

タンガスを排出していることから、気候変動の

観点からは、生分解プラスチックであっても環

境に負の影響があるという。植物由来のプラス

チック、堆肥化できるプラスチックは課題が残

り、現状では代替プラスチックとして推奨でき

るところまでいっていないという。 
 開発には時間とエネルギーがかかる。 
無くても生きてきたのだから“さよならプラス

チック生活”に向けて、まだできることを探し

てみることにする。購入のプラスチック包装な

ど改善を提案していこう。マイバックを布製に

変えよう。 
（松岡壽賀子）

【コラム】川越の自然をたずねて（91）植物調査まとめ 2020－三所三様の植生
1. はじめに 
 市内の植物どのような生態系の中で生息して

いるのかを明らかにし、生きもの調査を促進さ

せること、および参加者の観察力を向上させる

ために、講師に牧野彰吾氏（NPO法人埼玉県絶

滅危惧植物種調査団）を招いて、市内の主な環

境で勉強会を兼ねながら、実地観察会を 3回実

施してきました（表 1 を参照）。川越には水田、

河畔林、平地林などの多様な環境が存在します

ので、より詳しい植物調査を行うことにしまし

た。 
表 1 植物調査地の概要 

5 月 15 日 6 月 15 日 7 月 20 日 

伊佐沼周辺 仙波河岸史跡公園 下赤坂ふるさとの

緑の景観地 
水田畔と水路 湿地と河畔林 平地林 

11 名 13 名 12 名 
49 種類 87 種類 64 種類 

 

2. 調査結果 
 それぞれ違う環境での植物観察結果は次の通

りです。なお、植物の分類は「NPO法人埼玉県

絶滅危惧植物種調査団」の発行した「植物検索

ハンドブック」によりました。 
（1）伊佐沼周辺 

 
写真 1 伊佐沼周辺の植物調査（5 月 15 日） 
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表 2 伊佐沼周辺の植物調査結果 
 在来種 帰化植物 逸出植物 合計 

シダ 1 0 0 1 
単子葉 5 2 0 7 
双子葉 25 15 1 41 

表 3 科ごとの種類数（伊佐沼周辺） 
科名 種類数 科名 種類数 
キク 7 ウコギ 1 
イネ 6 カタバミ 1 
マメ 5 スミレ 1 

オオバコ 4 セリ 1 
アブラナ 3 トクサ 1 
キンポウゲ 2 ヒガンバナ 1 
サギゴケ 2 フウロソウ 1 
シソ 2 ブドウ 1 
タデ 2 ベンケイソウ 1 

ナデシコ 2 ムラサキ 1 
バラ 2 合計 49 

アカバナ 1   

 この周辺は水田や水路があり、湿地性の植物

が多く見られる環境です。調査した場所は休耕

田の畔と近くの水路です。日当たりが良くこの

環境に適した植物が生育し、人の干渉も多く 49
種類の植物が見られ、その中で帰化植物も多く

なっています（約 30％）。水路ではイネ科の植

物が多くなっています。科ごとに分けるとキク

科が多く、次いでマメ科、オオバコ科、アブラ

ナ科と続いています。 
 田の畔は人の攪乱が少ないので、オオヂシバ

リ、ムラサキサギゴケ、タガラシなど在来の植

物を多く見ることができました。水路は人がよ

く歩き攪乱が大きく、ネズミムギ、イヌムギな

どのイネ科、ヘラオオバコと帰化植物が多くな

っています。しかし、カントウヨメナ、ノビル

なども見られ、在来種と外来種の混在した環境

となっています。 
（2）仙波河岸史跡公園 

 
写真 2 仙波河岸史跡公園の植物調査（6 月 15 日） 

表 4 伊佐沼周辺の植物調査結果 
 在来種 帰化植物 逸出植物 合計 

シダ 3 0 0 3 
種子 1 0 0 1 

被子 基部被子 3 0 1 4 
単子葉 19 8 0 27 
双子葉 33 17 2 52 

表 5 科ごとの種類数（仙波河岸史跡公園） 
科名 種類数 科名 種類数 
イネ 11 イノモトソウ 1 

カヤツリグサ 7 ガマ 1 
キク 7 クスノキ 1 
バラ 4 コウヤワラビ 1 

カタバミ 3 サギゴケ 1 
クサスギカズラ 3 サクラソウ 1 

タデ 3 ショウブ 1 
マメ 3 スイカズラ 1 
アサ 2 スイレン 1 

アブラナ 2 ツヅラフジ 1 
ウコギ 2 ツユクサ 1 
ウリ 2 ドクダミ 1 

オオバコ 2 ナデシコ 1 
シソ 2 ヒユ 1 
スミレ 2 フウロソウ 1 

トウダイグサ 2 ブドウ 1 
ヤナギ 2 マツ 1 
アオキ 1 マツブサ 1 
アカバナ 1 ミズキ 1 
アケビ 1 メシダ 1 
アヤメ 1 モクセイ 1 

アリノトウグサ 1 ヤマノイモ 1 
イグサ 1 合計 87 

 この地の環境は、河岸跡の史跡公園となって

おり、水辺も散策路も整備されており、湿地に

生息する草木と散策できる草地、人が入れない

湿地、水路、池などがあり、多様で複雑な自然

環境となっています。住宅地の周辺では草刈り

が徹底されており、これに適応した草本が見ら

れます。シロツメクサの中にサギゴケやマルバ

スミレなど、在来種と外来種が混在している植

生を示しています。 
 このような環境に 87 種類の植物を観察しま

した。その内訳は、水辺があることで水生のカ

ヤツリグサ科の植物が多く見られ、散策路や草

地があることでイネ科の植物が多く見られます。

また、シダ類も 3種類見つかっているのは湿地

としての環境に適した植物の生息が示されてい

ます。この地は湿地に適した樹木も見られ、そ

の下は日が当たりにくく、つる植物や日影でも 
生育できるスイカズラ、アケビ、ビナンカズラ、
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ドクダミなどが見られます。水辺を探しました

が、案内掲示板に表示されているミクリ、タコ

ノアシとカワヂシャは見つけることができませ

んでした。 
（3）下赤坂ふるさとの緑の景観地 

 
写真3 下赤坂ふるさとの緑の景観地の植物調査（7月20日） 

表 6 下赤坂ふるさとの緑の景観地の植物調査結果 
 在来種 帰化植物 逸出植物 栽培植物 合計 

シダ 5 0 0 0 5 
裸子 1 0 0 1 2 

被子 基部被子 2 0 0 1 3 
単子葉 9 0 0 1 10 
双子葉 39 1 2 2 44 

表 7 科ごとの種類数（下赤坂ふるさとの緑の景観地） 
科名 種類数 科名 種類数 
イネ 4 クワ 1 

モチノキ 4 ケシ 1 
ヒメシダ 3 サカキ 1 
ブナ 3 サクラソウ 1 
アカネ 2 シソ 1 
ウコギ 2 ゼンマイ 1 
ウルシ 2 ツバキ 1 
カバノキ 2 ツユクサ 1 
キク 2 トウダイグサ 1 

キョウチクトウ 2 ナス 1 
クスノキ 2 ハイノキ 1 
ヒノキ 2 ハエドクソウ 1 

ヤマノイモ 2 バラ 1 
アオキ 1 ヒユ 1 
アサ 1 ブドウ 1 

イラクサ 1 マツブサ 1 
ウリ 1 マメ 1 

エゴノキ 1 ミカン 1 
オシダ 1 ミツバウツギ 1 
ガマズミ 1 モクセイ 1 

カヤツリグサ 1 ヤシ 1 
クサスギカズラ 1 ヤマゴボウ 1 

クルミ 1 合計 64 

 上松原と下赤坂の間にまたがる約 19ha の雑

木林があります。両側を畑に囲まれており、放

置されている林が多いのですが、一部には循環

型農業に使われています。今回は、M氏の植林

地と市有地で植生調査を行いました。植林地は

雑木を伐採してヒノキと杉を残し、市有地は数

年前に下草刈りを行い、ヒノキやアカシデ、コ

ナラなどの高木が散在しています。 
 この林の特徴は、外来種や逸出植物が少ない

ことです（8％）。また、閉鎖された空間のため

多くの植物が見られ、樹木が多いのも特徴です。

なお、林床は日光が少ないので、キク科やイネ

科の植物が少なく、日影でも育つ植物や春に成

長・開花するシュンランが見られます。 
 市有地では、雑木林に普通のヤマウルシ、エ

ゴノキ、サワフタギなどが生育していますが、

「行き届いた管理」で中・低木は種類が少ない

ように見えます。雑木林には珍しいオニグルミ

が見られたのは、運搬する動物の存在が示唆さ

れます。 
（過昌司）

【コラム】川越の「宝」をたずねて（17）小仙波貝塚跡
 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「小仙波貝塚跡」 
 小仙波貝塚は、荒川右岸の台地端上に形成さ

れた古東京湾に臨む最も奥の貝塚跡です。古東

京湾とは、縄文時代前期の頃、およそ 6千年前

ごろのことで、そのころは北半球が温暖となり

氷河が融けて海水面が上昇した時期にあたり、

東京湾の海水が内陸の川越まで達していたよう

です。川越をはじめ、ふじみ野市や富士見市に

も貝塚が発見されています。 
 今の川越市からは、この内陸まで海水が進入

していたとは想像できませんが、この小仙波貝
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塚跡から 100m ほど離れた「龍池弁財天」の伝

説にも、昔はこの地が海であったと語られてい

ることから、伝説上だけでない実話であること

が伺えます。 
 小仙波貝塚は、昭和の初期に道路建設により

多くが破壊されてしまいましたが、現存する指

定地は、元清水が湧き出ていた場所で、 この泉

を中心として縄文時代前期の集落が営まれてい

たようです。 
 仙波台地は、約 6千年前の貝塚が残された時

代から時を重ね、弥生・古墳・平安時代と集落

を形成された地域であると思うと、その歴史の

一端となる“今”を生きていること、そのもの

を誇りに感じます。 
 小仙波貝塚跡は、とてもこぢんまりとして見

逃しやすい場所にありますが、近くの龍池弁財

天とともに縄文時代前期の川越を巡ってみては

いかがでしょうか。 
小仙波貝塚跡へのアクセス 
川越市小仙波町 3-11-8付近 
西武新宿線「本川越駅」より徒歩 19 分 
東武東上線「川越市駅」より徒歩 25 分 
東武東上線・JR「川越駅」東口より徒歩 23 分 
また、西武バス（本 52）「仙波下」バス停より 1
分 

（飯島希） 

 
川越の「宝」全データの KML ファイル（ダウンロード）

 
小仙波貝塚跡 

 
小仙波貝塚跡の看板 

 
元清水が湧き出ていた跡

 
小仙波貝塚周辺の川越の「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）
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【報告】かわごえ環境ネットの活動報告

「アースデイ川越 in昭和の街 2020」へのオンライン出展（10月 4日・11日）

 
プロモーションビデオに掲載された理

事の集合写真 

 
①「みつけてみよう!!みんなのおうち

からつながる世界」の様子 
②『「川越の自然」バーチャルツア

ー』の様子 

 
10 月 4 日の地図を持ちながら振り返

り動画の撮影 

 
大黒屋食堂 2 階スタジオの様子 

 
川越昭和の街には SDGs のフラッグ

が掲げられた

 アースデイは、1969 年ユネスコの環境会議を

きっかけに始まりました。 
 今年の「アースデイ川越 in 昭和の街 2020」
は、SDGs（持続可能な開発目標。目標年は 203
0 年）をテーマの中心に据えてから 3 回目。コ

ロナ禍を受け、初めての試みとして、大半がオ

ンラインでの開催となり、1 日のみではなく、

複数日の期間設定となりました。 
 かわごえ環境ネットは、10 月 4 日（日）と 1
1 日（日）の両日の午前と午後にオンラインワ

ークショップを開催しました。発信のスタジオ

は、「川越昭和の街」にある大黒屋食堂 2 階の部

屋。 
 ワークショップの内容は、次の 2 本立てです。 
①みつけてみよう!!みんなのおうちからつなが
る世界 
 この企画では、オンライン参加した方々から

自宅にある食べ物や家具、電化製品、小物を探

していただき、それらの生産地を伝えてもらい、

スタジオに貼り出した世界と日本の白地図に表

現していくというワークショップでした。世界

の五大陸と、日本の北から南まで地図上のいた

るところが、参加者からの意見を集めていく中

で次々と埋まっていきました。 

 オンラインでの企画は初めての試みでしたが、

ライブであることを感じていただきながら、フ

ァシリテーター側と参加者側のコミュニケーシ

ョンをとるか工夫しました。 
 現在、世界中の多くの国々で人々の移動が制

限されている状況ではありますが、今回のワー

クショップを通じて、改めて私たちの日常は世

界とつながり、支え合って暮らしを営んでいる

のだと感じることができました。参加していた

だいたみなさま、どうもありがとうございまし

た。 
②「川越の自然」バーチャルツアー 
 かわごえ環境ネットでは、設立 20 周年記念

事業として「川越の自然（新訂版）」の発行を予

定しています。この企画では、身近な川越の自

然を動画などで体感してもらい、SDGs の目標 1
3「陸の豊かさを守ろう」を意識してもらうこと

を目的として実施しました。 
 出版のためにドローンで撮影した動画、また、

担当の小瀬が撮影した写真や動画を題材にして、

3択（一部 2択）のクイズを 25問作成し、視聴

者に楽しんでもらえる内容となるよう心がけま

した。 
 クイズのジャンルは次の表のとおりです。一
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番苦労したのはタイトルです。 
「川越の自然」バーチャルツアー25 編のタイトル 

ジャンル タイトル ジャンル タイトル 
川越空さ

んぽ 1 
日本一長い国道の

橋がある風景 昆虫 1 最強の虫？ 

川越空さ

んぽ 2 
川越でいちばん大

きな森 昆虫 2 地球の色？ 

川越空さ

んぽ 3 
川が落ち合うとこ

ろ 昆虫 3 イナバウアー 

川越空さ

んぽ 4 扇状地の風景 昆虫 4 おとなになったら

なんになる？ 
川越空さ

んぽ 5 田んぼの風景 昆虫 5 どっちに進む？ 

川越空さ

んぽ 6 川越の山 昆虫 6 ああおもしろい 

植物 1 直径 1mm の花 昆虫 7 ドローン 
植物 2 「コメ」の花 その他 1 これがたまご？ 
植物 3 サクラサク その他 2 これはなに? 
植物 4 ハミズハナミズ その他 3 男女関係 
鳥 1 木をつつく鳥 その他 4 クモの曲芸 
鳥 2 よく見る鳥 その他 5 ○モリ 
鳥 3 振り込めさせません   

 これまでのアースデイは、会場で直接対応す

ることがよいところでしたが、今回はオンライ

ンならではの企画として、動画や画像をじっく

りと見てもらうことで、これまでのアースデイ

とは違ったイベントの新たな方向性を見出すこ

とができました。 
参加者の感想 
 参加者に感想を尋ねたところ、「思いがけない

ほど多様な産品がいろいろな国々から日本に輸

入されていることを改めて知り、グローバル化

の時代をつくづく実感」「原産国の人々がどのよ

うにして作っているかや、どのような生活をし

ているかをイメージしてみるのも楽しい」「逆に、

世界の人々が日本産のどんなものを買っている

のか、またその感想を想像してみることもおも

しろい」との声が寄せられました。 
 ワークショップには、海外の人や、少数でし

たが親子の参加も数組あって、興味をそそられ、

とても楽しんでいただけたようです。そして、

参加したお子さんからの「楽しかった！」のひ

とことが何よりと感じられました。 

他団体の出展内容 
 ここで、様々な団体からの工夫を凝らした出

展の中からいくつかを紹介しておきましょう。 
 「川越昭和の街」で風呂敷の使用呼び掛けの

啓発（埼玉県水環境課）、各種音楽ライブ（尚美

学園大学）、川越のしごと紹介、企業や商店の S
DGs の取組み （芝浦工業大学）、環境にやさし

いコネコネ石けんづくり（ボーイスカウトと生

活クラブ生協）、SDGs の活動紹介（ボーイスカ

ウト、川越ワイズメンズクラブ、YMCA）、高校

生の音楽に合わせた書道パフォーマンス など 
 通算では実に 22 回目となる市民参加型行事

「アースデイ川越」。今年の特別な世情を受けて、

各団体で構成された実行委員会での数次にわた

るディスカッションもオンラインとなりました

が、イベント実現へと漕ぎつけられたことは、

SDGs の 17 番目の目標として掲げられている

『パートナーシップで目標を達成しよう』とい

う観点からも特筆されることでしょう。 
 私たちはだれもが、この地球と不可分の関係

にあります。環境問題は、コミュニケーション

問題でもあります。より多くの人々に SDGs の

理念を知っていただき、楽しく行動・実践して

いくきっかけのイベントにしていきたいもので

す。 
動画の視聴 
 各団体の動画を「アースデイ川越 in 昭和の街

2020」YouTube チャンネルで見ることができま

す。かわごえ環境ネットのオンラインワークシ

ョップは、「再生リスト」内に掲載されています。

ぜひご覧ください（下の QR コードか、検索で

「アースデイ川越 site:youtube.com」で検索）。 

 
「アースデイ川越 in 昭和の街 2020」YouTube チャンネル 

（中村正幸、増田知久、小瀬博之）
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秋のクリーン活動（10月 17日実施）

 
本川越駅前交番前に集合

 
雨の中で準備 

 
親子で毎年参加

 
中央公民館でごみを分別 

 
C コースの参加者

 10 月 17 日（土）に秋のクリーン活動を行い

ました。 
 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」との内

容で実施しました。 
 天気はあいにくの雨模様、かさをさしながら

の活動でしたが、41 名が本川越駅前交番前に 1
0 時に集合、5 コースに班分け、蔵造りの町並み

や中心市街地の清掃を行いました。 
 中央公民館にて集めたごみを分別し、有志差

入れの川越銘菓を楽しみ、11 時 45 分に解散し

ました。今年も第一生命様 16 名、パイオニア様

7 名の社員有志の方々にご参加いただきました。

ありがとうございました。 
 12 月 20 日（日）に歳末まち美化活動を行い

ますので、ご参加のほどよろしくお願いいたし

ます。 
（菊地三生）
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【報告】会員の活動

サイサン環境保全基金助成事業見学会 NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

 10 月 4 日（日）に公益財団法人サイサン環境

保全基金の役員一同による「助成事業見学会」

の訪問を受けました。この日はお米の収穫は終

わっていましたので、環境保全型栽培のマコモ

田んぼを中心に田園一帯を案内しました。お正

月飾りやマコモ茶になるマコモ田や、今はあま

り見られなくなったたくさんのメダカが泳ぐ用

水路など、生きもの豊かな田園風景を見て、み

んなつかしさで感慨ひとしおでした。 
 見学の最終地点である古民家風の納屋では、

ホタルの幼虫の飼育状況を説明し、縄ないなど

のワークショップ、子どもたちの自然環境の教

育やエコツーリズムの拠点や昔ながらの農作業

場所になることを説明し、見学を締めくくりま

した。 
 この日は、田んぼ近隣の軒先で、地元住民と

の交流の一環として収穫祭を兼ねた「地元感謝

Day」を開催していましたので、羽釜炊きの新米

を試食してもらいながら、地元や会員との交流

を楽しんでいただきました。 
 環境保全活動の全般を見学いただき有意義な

見学会となりました。     （増田純一）

 
田んぼを案内する農園主と「助成事業

見学会」のみなさん 
 

福田の由来などを説明する地元の方 
 

新米を試食しながらの歓談風景

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

 10 月 14 日（水）9:00-10:00 に第 6 回事業運営

委員会、10:00-12:10 に第 7 回理事会を開催しま

した。両者は関連しているので、合わせて主要

な事項を報告します。 
①「2020 アースデイ川越 in 昭和の街」において

10 月 4 日（日）・11 日（日）の 2 日間、2 つの

オンラインワークショップを各 4 回実施しまし

た。Webex ミーティングで双方向参加型のワー

クショップを実施するとともに、YouTube ライ

ブで同時配信しました。また、録画配信を行う

ことにしました。プログラムはほぼ滞りなく実

施できました。今後の配信型プログラムの実施

に向けてさまざまなノウハウが蓄積できました。 
②2 月 27 日（土）に開催される「第 19 回かわ

ごえ環境フォーラム」について、午後の部の内

容として、かわごえ環境ネットの振り返りと設

立 20周年記念出版「川越の自然（新訂版）」の

完成報告が候補にあげられました。内容の詳細

については継続審議としました。 
③設立 20 周年記念出版について、資金調達方

法について検討した結果、クラウドファンディ

ングは利用せず、有償頒布と寄付（1口 1,000円）

によって行うとの報告がありました。寄付のお

願いについて、詳しくは本紙の「トピック②」

をご覧ください。 
④10 月 17 日（土）に開催される「秋のクリー

ン活動」について、参加予定人数の報告があり

ました。また、当日の参加証明書を作成したと

の報告がありました。なお、12 月 20 日（日）

に実施する「歳末まち美化活動」についても実

施に向けて準備を進めています。詳しくは本紙

の「トピック⑤」をご覧ください。 
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⑤11 月 7 日（土）に開催される「環境講演会」

について、現在の参加予定人数の報告と資料の

確認が行われました。詳しくは本紙の「トピッ

ク①」をご覧ください。 
⑥事務局より、10 月 14 日時点の会費未納者に

通知文を送ることが提案され、これを承認しま

した。また、ゆうメールの郵送料の契約更新に

ついて報告され、郵便局からの見積書のとおり

更新することが承認されました。 
⑦「越えていこう、川越」ポスターを各部会で

作成する方向で計画を進めています。 
⑧個人会員 1名、民間団体 1名が入会し、9 月

16 日現在の会員数は、個人 141、民間団体 24、
事業者 26、行政 1 の合計 192 会員となりまし

た。 
（小瀬博之）

社会環境部会

 10 月の社会環境部会の例会は 9 日（金）福田

ビル 3 階にて 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、座席の間隔を空け、換気をし

ながらの実施となりました。 
 今回の例会でのディスカッションは、今年度

中に策定され、令和 3（2021）年度令和 7（202
5）年度までの川越市の基本的施策を示す「第四

次川越市総合計画（後期基本計画）」における「第

6章 環境」について意見交換を行いました。参

加者からは、かわごえ環境ネットとのパートナ

ーシップの強化、SDGs の視点を取り入れた総

合計画、海洋プラスチック問題、グリーンイン

フラの推進、オーガニック農業の推進、防災・

減災の取組の強化など、これからの川越という

都市の未来を考えるうえで重要な論点が提議さ

れました。 
 ディスカッション後は、10 月 4 日（日）にオ

ンラインで開催をした「アースデイ川越 in 昭和

の街」の報告、10 月 17 日（土）開催予定の「秋

のクリーン活動」、11 月 7 日（土）開催予定の

「環境講演会」に関して、企画内容について話

し合いを行いました。なお、例年秋に実施して

いる環境施設視察研修会については、今年度は

他のイベントとの実施時期の関連や新型コロナ

ウイルスの影響も考慮し、中止することといた

しました。 
 秋が深まり、肌寒い日々が続いています。例

年ですと、川越の 10 月はお祭りの準備でにぎ

やかになりますが、今年は穏やかなまちの雰囲

気になっています。社会環境部会では年内もい

くつかイベントを予定していますので、感染防

止策と安全面に配慮しながら、引き続き活動を

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

 10 月例会は 9 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 

9 月 14 日（月）18名参加 ナラ枯れ被害木の調

査 9 月 28 日（月）18名参加 手入活動 
②池辺公園定例活動 期間内に活動日なし 10
月中旬 1週間ほどはヒガンバナが満開 
③昆虫調査 10 月 4 日（日）9:00-12:00 「（仮

称）川越市森林公園」計画地 講師急なケガで

来られず、参加者だけで調査 40種以上 
④寺尾調節池生き物調査 10 月 2 日（金） 5
名参加 昆虫 21科 46種、野鳥・両生類・爬虫

類は 10種、植物は 62種 
⑤「セミの記録 11年間―今福のヤマ」10,000m2

の雑木林、800本の樹木で抜けがら集めとその考

察など 
⑥「今福のヤマの昆虫たち―世代をつなぐ子ど
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もたち」こどもエコクラブの子どもたちと 9年
間の生き物調べの報告 昆虫など 300種近い動

物の記録 
2. 協議事項 
①ナラ枯れ被害木への対応について 調査やで

きる範囲の対処に協力する。 
②生き物調査の現状と今後の課題について 空

白地域の調査、希少種の選定などについて議論

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、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、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】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～」会場開催＋YouTubeライブ同時配信（11月 7日） 社会環境部会

 
・日時：11 月 7 日（土）14:00-16:00 
開催趣旨 
 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。 
会場開催（要申込） 
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） 
会場参加の申し込み：川越市環境政策課 
（Tel.049-224-5866） 
YouTubeライブ同時配信（申込不要） 
 新型コロナウイルスにおける人員の密度を下

げるとともに、また、会場に来られない多くの

方にも視聴いただきたいと考え、今回の環境講

演会を YouTube ライブで同時配信します。事前

申込は不要です。 
 かわごえ環境ネットホームページの環境講演

会の記事（https://kawagoekankyo.net/news/00321
5.html）にアクセスしていただくか、YouTube で

「かわごえ環境ネット環境講演会」を検索して

いただくか、以下の QR コードからアクセスし

てください。 

 
YouTube ライブ配信（11 月 7 日（土）14:00-16:00）
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【トピック②】かわごえ環境ネット設立 20周年記念誌「川越の自然（新訂版）」寄付のお願い
寄付の趣旨 
 川越市環境基本計画に基づき市民、事業者、

行政、さらに民間団体がパートナーシップを形

成し、それぞれが役割を理解しつつ実行できる

よう、協働して行う事業について情報共有や調

整を図るための組織として 2000 年 8 月 5 日に

設立されたかわごえ環境ネットは、今年度設立

20周年を迎えました。これを記念する事業とし

て、「川越の自然（新訂版）」の発行をめざして

編集会議を開催し、検討を重ねているところで

ございます。 
 本が発行されましたら、市内の小中学校や公

共施設に寄贈するとともに、自然に関心のある

方などに有効活用していただきたく 3,000 冊作

成する予定です。製作費は 160万円を予定して

おり、サイサン環境保全基金から 50 万円の補

助金をいただけることになりましたが、残りの

110 万円を準備しなくてはなりません。当初ク

ラウドファンディングでの資金調達を考えてお

りました。しかし、このコロナ禍の中、多岐に

わたるクラウドファンディングの募集が増えて

いる状況を鑑み、クラウドファンディングでは

なく、設立 10 周年記念誌と同様の寄付をお願

いすることとしました。寄付をしていただいた

方は、あとがきに氏名を明記するとともに、本

の贈呈をさせていただきます。 
 諸事情ご賢察のうえ、多数のご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。 

かわごえ環境ネット 
理事長・設立 20 周年記念事業実行委員会委員

長               小瀬博之 
設立 20 周年記念事業実行委員会出版専門委員

会委員長             賀登環 
 
寄付の要項 
 1口 1,000円で 1冊贈呈 発行後（2021年 2

月を予定）、直接お渡しまたは郵送でお送りいた

します。また、本に氏名を明記します。 
 
寄付の方法 
 2 つの方法を設けます。①かわごえ環境ネッ

ト主催行事（会議、講演会、保全活動）などに

おいて、本会の理事が寄付申込書（会員には 11
月号とともにお送りします）と寄付金をお預か

りします。②インターネットを通した寄付を実

施します。申し込みフォームに必要事項を記入

していただくともに、「PayPay」「d 払い」の送

信機能（手数料無料）で理事長の小瀬に送金を

行っていただくことで手続きが完了します。詳

しい方法は、本会設立 20 周年記念事業ホーム

ページをご覧ください。 

 
かわごえ環境ネット設立 20 周年記念事業 

https://20th.kawagoekankyo.net 
 

【トピック③】「第 19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  
 2021年 2 月 27 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、かわごえ環境ネット設立 20
周年記念事業のメインイベント「第 19 回かわ

ごえ環境フォーラム」（環境活動報告会と設立 2
0周年記念シンポジウム）を開催します。 
 この行事によって、各々の環境活動と役割を

相互に理解し、川越市の望ましい環境像実現の

ための取組がいっそう活発になることを期待し

ます。開催にあたって、環境活動をされている

個人・団体からの環境活動報告を広く募集しま

す。個人・団体の年間の活動報告を冊子に集積

して情報共有を図ります。みなさまの積極的な

応募をお待ちしています。 
 投稿・発表申込期限は 11 月 16 日（月）、レポ

ート投稿期限は 12 月 14 日（月）です。 
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 募集要項は、かわごえ環境フォーラムホーム

ページ（https://forum.kawagoekankyo.net）をご覧

ください。 
  

かわごえ環境フォーラム（https://forum.kawagoekankyo.net） 
＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会状況により、

オンライン開催を含め、さまざまな開催方法を想定して

計画しています。

【トピック④】「第 19回かわごえ環境フォーラム」協賛のお願い 
 本会や会員の本年度の環境活動報告をまとめ

た「かわごえ環境活動報告集」を「第 19 回かわ

ごえ環境フォーラム」開催に合わせて発行しま

す。本報告集は毎回、費用の一部を本会会員の

協賛金でまかなっております。ご協賛をぜひお

願いいたします。ご協賛いただいた企業・団体

は、環境活動報告集に協賛広告を、また、案内

ちらしに協賛者の名前を掲載いたします。 

 本会会員事業者には、10 月の郵送資料におい

てご案内を同封しております。会員外の事業者

等からも協賛を募集します。 
 詳しくは、かわごえ環境ネット事務局（川越

市環境部環境政策課環境推進担当、Tel.049-224-
5866、E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saita
ma.jp）までお問い合わせください。

【トピック⑤】歳末まち美化活動参加者募集（12月 20日） 

 

 2003 年から始まった中心市街地の歳末まち

美化活動、18年目の今年は 12 月 20 日（日）10
00-12:00 に実施します。 
 10:00 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かれてご

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。 
 申込は 12 月 17 日（木）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。

 
 

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

かわごえ環境ネットの年間行事の一環として続けている
川越「歳末まち美化活動」を１２月２０⽇（⽇）に行います。
本川越駅前交番横に集合し、市内中心部を各コースに分かれて
ごみ拾いをして回り、中央公⺠館前やウエスタ川越で分別します。

活動範囲
概ね点線枠内の主要道路を回ります

中央公民館

川越駅

本川越駅交番

蓮馨寺

卍 蔵 造 り の 街 並 み

１０：００ 本川越駅交番前に集合
各コースでゴミ拾いをして回る

１１：３０ 中央公民館で分別作業
蓮馨寺で有志差入れの太めんやきそばを！

南行組はウェスタ川越で分別作業と美味しいパンを！

参加申込 環境部環境政策課 ☎ 049-224-5866 
申込 １２月１日（火）午前１０時～
当日は菊地 携帯 080-5546-2362
mail： kikums@beige.ocn.ne.jp

ウェスタ川越

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

開催日 2020年12月20日（日）

本 川 越 駅 交 番 前
２０１９年歳末まち美化 今年はマスク着用で！

小雨決行・荒天中止
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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：11 月 9 日・23 日, 12 月 14 日（12 月 28
日は休止）, 1 月 11 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：11 月 10 日・12 月 8 日・1 月 12 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 11月度） 
日時：11 月 4 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 12 月 2 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 11月度） 
日時：11 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 12 月 11 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 11月度） 
日時：11 月 13 日（金）15:00-17:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 12 月 11 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 7回） 
日時：11 月 18 日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 12 月 16 日（水）9:00-10:00 同所 
◆理事会（2020年度第 8回） 
日時：11 月 18 日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
次回は 12 月 16 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 12回） 
日時：11 月 18 日（水）13:30-15:30 
場所：川越南文化会館（ジョイフル） 
次回は 12 月 16 日（水）13:30-15:30 同所 

【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づくりを

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 

◎川越八幡宮のしめ縄づくり 
日時：11 月 19 日（木）午後-20 日（金） 
場所：みんなのおうち「JUN ホール」 
（川越市府川 819） 
 川越八幡宮奉納用の大しめ縄（3 本）を制作

します。イベントではないので経験者歓迎です。

経験者でない方のお手伝いサポートも歓迎いた

します 
◎いのち育む有機稲作勉強会＆田んぼ懇談会 
日時：11 月 28 日（土）13:30-17:00（13:15 から

受付開始） 
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13:30-16:00：いのち育む有機稲作勉強会 
16:00-17:00：田んぼ懇談会 
場所：ウェスタ川越 2階（市民活動・生涯学習

施設）活動室 4 
参加者：15名限定 
参加費：1000円前後を予定（ただし、田んぼ懇

談会からの参加者は無料） 
◎川越八幡宮でお正月飾りづくり 
日時：12 月 6 日（日）14:00-16:00 
場所：川越八幡宮（川越市南通町 19-3） 

参加者：20組限定 
参加費：未定（3千円～5千円を予定） 
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） 
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。 

 
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：11 月 3 日（火・祝）・20 日（金）, 12 月

1 日（火）・18 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：11 月 8 日・12 月 13 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：11 月 28 日・12 月 26 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。 
①11 月 22 日（日）9:00-11:00 新河岸川中流域。

杉下橋横集合。琵琶橋までの観察とごみ拾い。

オアシス裏に集めて分別・解散。 
②12 月 27 日（日）9:00-11:00 新河岸川下流域。

旭橋右岸集合。上流新扇橋まで、下流川崎橋ま

で。旭橋左岸空き地に分別収集解散。 
 

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（小畔川鎌取橋上流） 
日時：11 月 22 日（日）10:00-12:00 
 ガサガサや投網で魚類調査をします。 
◎南小畔川源流歩き 
日時：12 月 20 日（日）10:00-12:00  

 
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） 
会場：高階南公民館 1 階（川越市藤原町 23-7） 

参加費：無料 
日時：11 月 18 日（水）・12 月 8 日（火）10:00-
12:00 
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テーマ：ガス料金等について 
 公共料金---電気代や水道料金の節約について

の話をしています。 
持ち物：直近 2～3 か月分の電気・ガス・水道の

料金票 

マイ箸袋作成 
 森林破壊を止めるためにも箸袋を作っていま

す。 
持ち物：25cm四方の布またはハンカチ、裁縫道

具

 
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、11 月 1 日現在も「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、秋学期中は当面活動を

休止します。 
＊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） 
①11月 8日（日）10:00-12:00 
 沼にコガモ、ハシビロガモ、ヒドリガモが、

公園にジョウビタキ、ツグミがやってきました。

みんなで探してみましょう。 
②12月 13日（日）10:00-12:00 
 カモのオスがお化粧してお相手を探していま

す。きれいな羽を観察します。キタミソウの花

が咲いているでしょう。

 

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 12 月号（No.170，12 月 3 日発行予定）

の掲載原稿は、11 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
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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。 
 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（11月 4日〜1月 2日） 
 新型コロナウイルスの感染状況により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 

11.4 
◆9:00 広報委

員会 

11.5 
 

11.6 
 

11.7 
★14:00 環境

講演会 

11.8 
◎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 

11.9 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

11.10 
★9:00 池辺公

園定例活動 

11.11 
 

11.12 
 

11.13 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

11.14 
 

11.15 
○本紙12月号

投稿期限 

11.16 
○環境活動報

告申込期限 

11.17 
  

11.18 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 
◎10:00 かん

きょうサロン 
◆13:30設立20周
年記念出版委員会 

11.19 
◎川越八幡宮の

しめ縄づくり（-
20日） 

11.20 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

11.21 
 

11.22 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 
◎10:00 魚類

調査 

11.23 
勤労感謝の日 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

11.24 
  

11.25 
 

11.26 
 

11.27 
 

11.28 
◎13:30いのち育

む有機稲作勉強会

＆田んぼ懇談会 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
11.29 
 

11.30 
 

12.1 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

12.2 
◆9:00 広報委

員会 

12.3 
 

12.4 
 

12.5 
 

12.6 
◎14:00 川越

八幡宮でお正

月飾りづくり 

12.7 
 

12.8 
★9:00 池辺公

園定例活動 
◎10:00 かん

きょうサロン 

12.9 
 

12.10 
 

12.11 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

12.12 
 

12.13 
◎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 

12.14 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動

○環境活動報告レ

ポート投稿期限 

12.15 
○本紙 1 月号

投稿期限 

12.16 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 
◆13:30設立20周
年記念出版委員会 

12.17 
○歳末まち美

化活動申込期

限 

12.18 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

12.19 
 

12.20 
★10:00 歳末

まち美化活動 
◎10:00 南小

畔川源流歩き 

12.21 
 

12.22 
 

12.23 
 

12.24 
 

12.25 
 

12.26 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

12.27 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

12.28 
 

12.29 
 

12.30 
 

12.31 
 

1.1 
元日 

1.2 
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