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「川の一斉水質調査」参加者募集 

 
2020年 6月の調査地点と調査結果 

 かわごえ環境ネットで 2005 年から実施して

いる「川の一斉水質調査」。17 回目の 2021 年も

全国で実施されている「身近な水環境の全国一

斉調査」に合わせて 6 月 6 日（日）に実施しま

す。昨年は 33 か所の水質調査を行いました。

新河岸川流域と入間川・小畔川流域それぞれの

参加者を募集しています。 （詳細 9 面） 
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新訂版『川越の自然』700円で頒布中 

 
 1 冊 700 円＋送料（郵送の場合）で頒布して

います。川越市内の公民館等で見本をご覧いた

だけます。（詳細 8 面） 
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【コラム】社会と環境について思うこと（10）田んぼは都市のコモンズになり得るか

 
 今年は例年よりも桜の季節が早く終わり、外

に出て身近な自然を味わうのが気持ちのよい気

候になってきました。最近では川越市内でもお

米づくりの準備をする人々の姿が見られるよう

になりました。私自身も 3 年ほど前から NPO 法

人かわごえ里山イニシアチブでお米づくりに関

わるようになり、環境にも人にもやさしい生き

物を育む田んぼづくり、地域づくりを微力なが

ら実践しています。今回は、社会環境部会のコ

ラムということで、都市において田んぼが残っ

ていくことの価値を「コモンズ」というキーワ

ードから考えてみたいと思います。 
 コモンズ（commons）という概念は、なかな

か聞いたことがある方は少ないかもしれません

が、「共有財産としての環境」や「環境を共有す

るしくみ」を意味しており、日本の伝統的な村

落共同体にける入会地（いりあいち）や、また

は単に共有地と訳されることもあります。もと

もとコモンズとは、イギリスの大地主が所有し

ていた土地について、農民たちが土地のアクセ

スの権利、利用の権利を獲得していった流れで

生まれました。そこから発展し、コモンズは「私」

でも「公」でもない「共有」の資源の持続的な

管理方法をどうしていくかといった文脈で使用

されるようになっています。日本においても、

森や海といったコモンズの持続的な管理方法に

ついて、環境社会学のフィールドから様々な研

究が行われるとともに、各地でコモンズを支え

ていくための仕組みづくりが実践されています。

今回のコラムを執筆するにあたり参考にした文

献には、参加型での自然資源の管理の事例が多

く掲載されていますので、ご興味ある方がいま

したら、ぜひお手に取ってみてください。 
（参考文献：「コモンズをささえるしくみ-レジ

ティマシーの環境社会学」宮内泰介編、新曜社、

2006 年） 
 さて、私はこのコモンズという概念を田んぼ

にも応用できないかと考えています。肌感覚的

には、近年の市民農園の広がりや NPO による

お米づくりは、まさに田んぼをコモンズとして

利用、管理していることの実例でしょう。川越

のような中規模都市における田んぼは、農業従

事者の高齢化と後継者不足といった問題が以前

から指摘されており、誤解を恐れずに言うと、

それなりの規模の田んぼにおいて経済的側面で

の持続性は残念ながら行き詰った状況にありま

す。個人的には、こういった問題の背景には、

本来地域の共有資源である田んぼと「所有」と

いう制度があまりなじまないことも要因のひと

つでは思っています。 
 そんな中、都市に住まう人々の働き方の多様

化、ライフスタイルの多様化が、中規模都市に

おける人と田んぼの関係性に変化を及ぼしてい

ます。この多様なライフスタイルを営む人々の

中には、農ある暮らしに興味を抱き、実際に田

んぼを訪れ、農作業を行い、ゆるやかに田んぼ

との関係性をつくっている人々がいます。そし

て、これまで田んぼを守ってきた農家とこれま

で農と縁があまりなかった人々が協同し、田ん

ぼという都市の共有財産を守り、育んでいくた

めの担い手になっています。 
 もちろん都市の田んぼすべてをコモンズとし

て利用する必要はありません。休耕田になりか

けている土地、あるいはすでになってしまって

いる土地、はたまた共的な利用のポテンシャル

がある土地において、田んぼをゆるやかなコモ

ンズとしてとらえなおしていくことが、田んぼ

を都市に残していくためのひとつの戦略になり

得るのではないでしょうか。 
（社会環境部会 増田知久）
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【コラム】川越の自然をたずねて（97）オドリコソウの群落
 オドリコソウは、一昔前はどこにでもある植

物でしたが、今はなかなかお目にかからなくな

りました。どちらかというと、半日陰の環境に

育つようです。名前の由来は、花が笠をかぶっ

た踊り子の姿に似ているからだそうです。シソ

科ですので茎の断面が四角で、葉は対生につい

ていて、その下にグルっと花が取り巻いていま

す。花はラッパ状で、その奥には蜜があり、昔

の子どもはそれを吸っていたとか。その蜜を求

めてマルハナバチがやってきて、いっぱい花粉

を付けて飛び回り、受粉の助けをするのです。 
 川越ではどこで見られるのでしょうか。一つ

は「（仮称）川越市森林公園」計画地の、川越初

雁高校向かい側にある雑木林です。ここは小規

模菜園が近くにあり、長い間野菜くずが投棄さ

れていました。10 年以上前にオドリコソウが確

認されていましたが、野菜くずに埋もれていま

した。昨年発足した「川越フォレストクラブ」

と協働でこのエリアの手入れに取りかかり、3
月で一応手入れが終了しました。そうするとど

うでしょう、この 4月には大群落が出現したの

です。オドリコソウは宿根ですので、機会が来

るのをずっと待っていたのです。手入れをした

自然環境部会のメンバーはひとしきり、美しい

花に見入っていました。 
 あと、一か所は川越水上公園です。初雁橋に

近い「千年の森」の林縁部に、白いオドリコソ

ウの群落があります。もう一か所、富士見櫓跡

の敷地に 15 年前にはありましたが、すでに地

面がかなり改変されていて現在は見られなくな

っています。それ以外では情報を得られていな

いので、ご存知の方がおられましたら教えてく

ださい。 
 名前のよく似たヒメオドリコソウは外来種で、

それこそ畑、道端、土手、どこでも大群落を作

っています。同じシソ科のホトケノザとともに

真冬以外、休耕畑を一面のピンクに染めていま

す。植物によって繁殖力の違いは様々ですが、

オドリコソウとヒメオドリコソウは違いすぎる

ように思います。        （賀登環）

 
「（仮称）川越市森林公園」計画地の群落 

 
オドリコソウの葉と花 

 
花のアップ

 
川越水上公園「千年の森」 

 
川越水上公園の白いオドリコソウ 

 
ヒメオドリコソウ

◆かわごえ環境ネット会員募集 個人会員、団体会員を随時募集しています。会員に

なると本紙「月刊かわごえ環境ネット」などの情報をお届けするとともにさまざまな

活動に参加できます。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）へどうぞ。 
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【コラム】川越の「宝」をたずねて（23）ウェスタ川越

 
ウェスタ川越（左奥は商業施設） 

 
2 階の市民活動・生涯学習施設 

 
ウェスタ川越内にある南公民館

 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、「ウェスタ川越」 
 かわごえ環境ネットが主催する「かわごえ環

境フォーラム」の開催場所でもあるウェスタ川

越は、平成 27 年（2015 年）3月にオープンした

埼玉県・川越市・民間事業者による複合拠点施

設です。 
 埼玉県の県西部地域活性化のシンボル的な施

設として、3 つの目的をもって整備されました。 
 1．産業支援・次代を担う人づくりの推進 
 2．地域住民の活動・交流の促進 
 3．にぎわいの創出 
 埼玉県施設として創業支援施設や人材育成・

交流の場である多目的ホール・川越地方庁舎等

があり、川越市施設として市民活動・生涯学習

施設や男女共同参画推進施設、子育て支援セン

ター、南公民館、ホール等があり、施設前の大

広場ではマルシェやイベントが開催され、多く

の人でにぎわっています。 
 かわごえ環境フォーラムは、ウェスタ川越の

市民活動室にて多くの参加者と交流し、2019 年

にはこの場所から議論が始まり、「川越の宝」を

発掘し、今はコラムとなって多くの人と共有し

ています。 
 さて、市民活動や交流の場として欠かすこと

のできない「ウェスタ川越」が誕生した背景を

調べてみたところ、その始まりは、国の「中心

市街地活性化に関する法律」が 1998 年 6 月に

制定されたことにあったようです。全国的に街

の中心市街地の空洞化現象が起こり、その対策

のために制定された法律で、この翌年 1999 年 1
月にさっそく川越市は、「川越市中心市街地活性

化基本計画」を策定しました。その数ある事業

計画の一つとして西部地区振興ふれあい拠点施

設の整備が計画されました。2009 年に川越市の

中心市街地活性化基本計画が国に認定されたこ

とで国から様々な支援を受けることとなり、6
年後の 2015 年 3月に、仮称だった「西部地区振

興ふれあい拠点」は、全国募集した愛称から「ウ

ェスタ川越」（神戸市市民からの応募）の名でオ

ープンしました。 
 オープンから 6 年、ウェスタ川越は、市民活

動や交流の場として時を重ねてきていますが、

20 年以上前から形作るために市の発展を願う

市民・役人・議員らが構想し、財政面も含めて

県・国と協力して動き・調整してきた様子を想

像すると、“今”を生きる人の想いが形となり、

形を成した施設に人が集いにぎわい、街が活気

づいている、その様子をリアルに体感してみる

とオープンにむけて尽力した方への敬意と感謝

の念を抱きます。 
 ウェスタ川越にもこのような誕生物語がある

ことを思い出して、ぜひ足を運んでみてくださ

い。 
ウェスタ川越へのアクセス 
 JR 川越線・東武東上線川越駅西口より徒歩 5
分。西武新宿線「本川越駅」より徒歩約 15分。 

（飯島希）
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【報告】かわごえ環境ネットの活動

「かわごえの生き物をたずねて」報告

 
牧野氏の説明に合わせてパネルを用意 

 
スミレが 3 種類ほどあります 

 
ナラ枯れで伐採された切り株 

日時：3 月 27 日（日）9:30-12:00 
場所：川越南文化会館、「（仮称）川越市森林公

園」計画地 
参加者：20 名、市職員 6 名、本会スタッフ 5 名 
講師：牧野彰吾氏 
 このイベントは、川越市環境政策課と自然環

境部会の共催で、かわごえ生きもの調査の 1 年

間のまとめとして行われていて、今回で 2 回目

です。それ以前は「生物多様性について」とい

うテーマに重きがおかれ、2015 年から 2018 年

まで 4 年間、川越水上公園でいずれも牧野彰吾

氏の講座と現地観察が行われてきました。2019
年からは「（仮称）川越市森林公園」計画地に舞

台を移しています。2020 年はコロナ禍で中止に

なりました。今回は人数を 20 人と少なくし、新

型コロナウイルス対策をとった上での実施です。 
 例年の牧野氏のためになる講座は、室内滞在

を避けるという観点から見送りになり、野外の

観察会からスタートしました。春休みというこ

ともあり、親子での参加が目立ちました。ルー

ペを使っての植物観察には興味津々、ソメイヨ

シノの花の裏側の萼筒（がくとう）や小花柄（し

ょうかへい）にビロード状の毛が生えているの

を見て「ワーすごい、毛がいっぱいだ」などと

驚きの声があちこちから聞こえてきました。し

ばらく後で見たヤマザクラの花には萼筒や小花

柄に全く毛がありませんでした。対比してみる

と違いがよくわかります。 
 「みなさん、さっきスミレの花びらの数を数

えましたね、何枚でしたか？」、「5 枚です」、「と

ころで、何故 5 枚なのでしょうか？」・・・こん

な質問は初めて。牧野さんは六角形のユニット

をつなげた模型で実演されます。3,4,5,6 枚は安

定した形が作れますが、7 とか 8 になると柱頭

がうまくおさまりません。 
 虫かごを下げている子どもたちには、スジグ

ロシロチョウ、キチョウ、テントウムシ、ハシ

リグモなどがお相手をしますが、まだまだ数も

種類も少ないです。「このピンクの可愛い花は何

て言うんですか。」と聞いてきた小学生の女の子

に「ウグイスカグラっていうんだけど、ウグイ

スが鳴くころに咲くんだって。実も赤くておい

しいからまた来てみてね。」と答えるとニッコリ

笑ってうなずいてくれました。 
 コナラの切り株がところどころあって、これ

に注目しました。「カシノナガキクイムシという

小さな虫がナラ菌という菌のお弁当をしょって

木から木へ運んでしまうために、コナラの木が

枯れてしまう。」というわかりやすい説明をして

くださいました。この 1 か月間で、行政の方で

この雑木林にあるナラ枯れ木をかなり伐採しま

した。雑木林の様々な植物を「花」という視点

から見つめた楽しくもためになる半日でした。 
（森田たか子、藍谷理恵子）

●本紙への原稿投稿を受け付けています 2021 年 6 月号（No.176，6 月 2 日発行予定）の掲載原稿

は、5 月 15 日（土）締切（必着）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。未登録の方は事務局に問い合わせを。 
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【報告】会員の活動

お米作りは子どもたちの笑顔のために NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

 
見て触れる（生きもの観察会） 

 
体験する（稲刈り） 

 
自然に親しむ（田んぼで遊ぶ） 

 昨年の秋、友人の紹介で、20 年近く住む川越

に無農薬で稲作をしている「かわごえ里山イニ

シアチブ」があると知りました。 
 私は、この 3 月まで 5 年間、東京の乳幼児発

達相談機関で大勢のお子さんたちと関わってき

ました。心身のバランスを崩す子どもたちは、

年々増加し、私が保育士になった 30 年前とは、

明らかに子どもたちの姿が変わってきています。

体を作る食べ物の質の変化、自然に触れる機会

や大地に足を着け、体を動かす経験が減ったこ

となど、生活環境そのものが幼い子どもたちに

影響を与えているのではないかと感じています。 
 11 月に稲作の勉強会に初めて参加したとき、

稲は長い間たくさんの水を吸い上げ、実りとな

ることに改めて気づかされました。赤ちゃんが

初めて口にする離乳食はお米です。もし、農薬

が入った水を吸い上げたお米を体の小さな子ど

もたちが食べ続けたら、と思うと不安な気持ち

にもなりました。同時に、まずは、自分自身で

安全でおいしいお米を育てる経験をしてみよ

う！と思ったのです。 
 幼いころは体験することで、成長の土台とな

るさまざまな感覚を育てることが大切です。か

わごえ里山イニシアチブは、子どもたちが自然

に親しみながら、見て、触れて、体験でき、子

どもたちの成長にすばらしい影響を与える環境

であるとも思いました。 
（時田優子）

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

 4 月 14 日（水）9:00-10:00 に第 1 回事業運営

委員会、10:00-12:10 に第 1 回理事会、4 月 28 日

（水）9:00-10:30 に第 2 回理事会を開催しまし

た。一括して主要な事項を報告します。 
①総会議案書について（第 1回・第 2回理事会） 
 総会議案書の原案について読み合わせを行っ

て修正し、内容をほぼ確定しました。会員には

本紙とともに送付または添付いたします。 
②役員の変更（第 1回理事会） 
 川越市環境政策課長の交代により、高橋宗人氏

から山崎茂氏へ理事を変更することについて承

認しました。 

③担当者の変更（第 1回理事会） 
 「新河岸川広域景観づくり連絡会」担当者に

ついて、武田侃蔵氏から増田知久副理事長、中

村正幸理事へ引き継がれる旨の報告がありまし

た。また、「川の国埼玉はつらつプロジェクト（農

業用水）古川排水路推進協議会」令和 3 年度委

員の選出について協議の結果、増田副理事長に

決定しました。 
④会員動向（第 1回理事会） 
 個人会員 2 名が退会し、4 月 14 日現在の会員

数は、個人 140、民間団体 24、事業者 25、行政

1 の合計 190 会員となりました。 
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⑤新型コロナウイルス感染拡大防止に対する行

動方針の改定と行事の対応 
 4月 28日から埼玉県におけるまん延防止等重

点措置の対象区域に川越市が指定されたことに

伴い、行動方針を改定しました。5 月 9 日（日）

に実施される「春の里山 自然観察＆クリーン活

動」は感染防止対策を徹底して実施する予定で

すが、感染状況を勘案して連休明けに最終的な

対応を決定することになりました。 
（小瀬博之）

 

社会環境部会

 4 月の社会環境部会の例会は 9 日（金）に福

田ビル 3階にて 10 名の参加で開催されました。 
 昨年より全世界で猛威を振るっている新型コ

ロナウイルスの影響もあり、なかなか活動計画

が立てにくい状況ではありましたが、ここ数か

月続けてきた新年度の社会環境部会の活動につ

いて、おおむねまとまりました。 
 2021 年度においては、環境講演会の実施、S
DGs の普及・啓発の活動、社会環境に関する調

査、市内の環境関連団体との連携の強化、そし

てアースデイ川越や北公民館でのイベント出展

などを予定しております。また、水辺を活用し

た活動も検討していきます。その他にもかわご

え環境ネットの全体事業として位置づけられて

いるクリーン活動や川の一斉水質調査などにも

主体的に関わっていく予定です。 
 例会運営に関しては、社会環境部会に参加す

るメンバーとのコミュニケーションを大切にし、

部会の活性化を図っていきたいと思っています。

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
（社会環境部会代表 増田知久）

自然環境部会

 4 月例会は 9 日（金）福田ビル 3階にて 8 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 

3 月 22 日（月）19 名参加 小雨の中、春の息吹

を探す。川越初雁高校前側市有地ではオドリコ

ソウが広い面積に葉を出している。 
②池辺公園定例活動 この期間定例活動なし。 
③ナラ枯れ木の現況 （「（仮称）川越市森林公

園」計画地内） 3 月 30 日現在で 37 本のうち

28 本の伐採完了。伐採木は業者が持ち出し、切

り株には「カシナガブロック」を塗布（環境政

策課みどりの担当が業者に発注）。民有地は動き

なし。他地区の雑木林で実験的に「濡れタオル

＋ビニールシート被覆」を試行した。5 月中に

「（仮称）川越市森林公園」計画地で「TWT（ト

ラック・ウインドウ・トラップ）」を試行したい。 
④「かわごえの生き物をたずねて」3 月 27 日

（土） 「（仮称）川越市森林公園」計画地 環

境政策課主催に協力 別ページ参照 
⑤「生き物調査 2021」話し合い 4 月 5 日（月）

13:00-15:00 南公民館 参加者：11 名 
2. 協議事項 
①来年度の計画について 
 行政とのパートナーシップの事業継続、雑木

林保全再生のための定例活動、生き物調査の継

続、コロナ禍で実施可能か不透明だが市民対象

の観察会などを計画し、それに伴う予算につい

て検討した。時間を多く要するのが生き物調査

で、グループごとに分担して調査する、専門家

を講師に勉強会も合わせて実施することなどを

話し合った。 
②ナラ枯れ被害木への対応について 
 カシナガホイホイ＋防虫ネット、濡れタオル

＋ビニールシート、TWT などの防除法を 5 月か

ら試みる）  （自然環境部会代表 賀登環）



月刊 かわごえ環境ネット 2021 年 5 月号 No.175 

- 8 - 

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からのおしらせ・主催行事

【トピック①】新訂版『川越の自然』の頒布（かわごえ環境ネット設立 20周年記念出版）

 頒布中です。部数に限りがありますので早め

にお求めください。公民館等に見本を順次配置

しています。お手にとってご覧ください。 
発行日：2021 年 2 月 27 日、編集：かわごえ環

境ネット「川越の自然」編集委員会、発行：か

わごえ環境ネット、公益財団法人サイサン環境

保全基金助成、判型：A5判 180 ページ フルカ

ラー、頒価：700円 
【頒布方法】（頒価 1冊 700円＋送料） 
①川越市役所本庁舎 5階環境政策課窓口 
 窓口において頒布します。 
②郵送 
 かわごえ環境ネット事務局（川越市環境政策

課）に希望冊数、送付先の住所、氏名、連絡先

（メール、電話等）の情報をお知らせいただい

て申込いただくとともに、冊数分の頒価と郵送

料（1冊 120円、2冊 160円、3冊以上は問い合

わせください）を含めて必要な金額を下記口座

に送金してください（送金手数料は自己負担と

なります）。 
［口座番号 00180-2-13880（ゆうちょ銀行以外か

ら振り込む場合は、ゆうちょ銀行 〇一九支店 
当座 0013880）,加入者名：かわごえ環境ネット］ 
 申込と送金の確認後に発送いたします。 
【頒布・問い合わせ先】 
かわごえ環境ネット事務局（川越市環境政策課

環境推進担当） 
Tel.049-224-5866, Fax.049-225-9800 
kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp 
【内容の詳細や頒布方法などの最新情報】 
 かわごえ環境ネット 20 周年記念事業ホーム

ページをご覧ください。 

 
https://20th.kawagoekankyo.net 

 

【トピック②・会員各位】会費納入のお願い

 2021 年度会費の納入をお願いします。年会費

は、個人会員 1,000 円、団体会員（民間団体、

事業所、川越市）は 2,000円です。 
 5 月 21 日（金）までにゆうちょ銀行の口座に

振込をお願いいたします［口座番号 00180-2-13

880（ゆうちょ銀行以外から振り込む場合は、ゆ

うちょ銀行 〇一九支店 当座 0013880）,加入者

名：かわごえ環境ネット］。振込方法によって手

数料がかかります。

【トピック③・会員各位】2021年度総会
 会員各位には 5 月 22 日（土）10:00-11:00 に

川越市役所において開催される「2021 年度総会」

のご案内と返信はがきを 4 月初旬にお送りして

います。4 月 16 日が返信期限でしたが、まだ返

信されていない方は、できるだけ早めにご返信

ください。
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【トピック④】川の一斉水質調査（6月 6日開催）参加者募集（5月 22日説明会）
 毎年 6 月第 1 日曜日に全国で「身近な水環境

の全国調査」が行われています。川越市ではか

わごえ環境ネットが「川の一斉水質調査」とし

て主に担当していて、今年は 6 月 6 日（日）午

前に行います。 
 参加を希望する団体・個人の方は、5 月の各

部会でおしらせいただくか、本会総会（5 月 22
日土曜日）開催前の 9:30 に説明会を開催します

ので総会会場にお越しいただくか、5 月 21 日

（金）までにかわごえ環境ネット事務局（川越

市環境政策課）までご連絡ください。 
 昨年の調査地点は、本紙表紙、または月刊か

わごえ環境ネット 2020 年 7 月号（No.165）5 ペ

ージの地図をご覧ください。 

 
月刊かわごえ環境ネット 2020 年 7 月号（No.165） 

【トピック⑤】夏の郊外クリーン活動（7月 18日日曜日開催）

 

 かわごえ環境ネットでは、春夏秋冬の 4 回の

クリーン活動をしております。夏は 7 月 18 日

（日）に活動を行います。多くの方の参加をお

待ちしています。 
日時：7 月 18 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（木）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 
渡辺（Tel. 049-242-4322）、菊地（Tel. 080-5546
-2362, E-mail: kikums@beige.ocn.ne.jp） 
 なお、「春の里山 自然観察＆クリーン活動」

は 5 月 9 日（日）に開催、「秋のクリーン活動」

は 10 月 16 日（土）に、「冬の川越中心市街地歳

末まち美化活動」は 12 月 19 日（日）に開催を

予定しています。

自然環境部会主催事業 
★春の里山自然観察＆クリーン活動 
日時：5 月 9 日（日）9:30-12:00 
集合：川越南文化会館（ジョイフル）（川越市今

福 1295-2） 
★「（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：5 月 10 日・24 日, 6 月 14 日・28 日（月）

9:30-12:30 

集合：川越南文化会館（ジョイフル） 
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：5 月 11 日・6 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） 
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会合 
◆広報委員会（2021年 5月度） 
日時：5 月 5 日（水・祝）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 6 月 2 日（水）9:00-9:30オンライン 
●社会環境部会（2021年 5月度） 
日時：5 月 14 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 6 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（2021年 5月度） 
日時：5 月 14 日（金）15:00-17:00 

場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 6 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（2021年度第 2回） 
日時：5 月 19 日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 6 月 16 日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2021年度第 3回） 
日時：5 月 19 日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 6 月 16 日（水）10:00-12:00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。 

      
Web サイト  Facebook ページ   Twitter 

◎田んぼ懇談会 
日時：5 月 22 日（土）15:00-17:00 
 いつもより 1 時間早めて行います。 
場所：里山古民家（川越市福田 339） 

参加者：会員、非会員どなたでも参加可能です。 
◎田植え 
日時：6 月 5 日（土）9:30-13:00（9:15受付開始） 
集合場所：CO江戸かわごえ初雁の里田んぼ（川

越市福田 310 地先） 
参加費：未定［大人 1,000円（中学生以上）、小

学生以上 500円を予定］ 
◎生きもの観察会 
日時：6 月 26 日（土）9:30-13:00（9:15受付開始） 
集合場所：CO江戸かわごえ初雁の里田んぼ 
参加費：未定

 
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）
◎「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：5 月 4 日（火）・21 日（金）, 6 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：5 月 9 日・6 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：5 月 22 日・6 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。 
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◎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。 
①5月 23日（日）9:00-11:00 
 中流の終わりの畳橋左岸横集合。上流に向け

て仙波大橋まで岸清掃。近くの幼稚園横で分別

収集、解散。 
②6月 27日（日）9:00-11:00 
 旭橋右岸たもとに集合。上流・下流に分かれ

て両岸清掃。旭橋左岸の空き地横で分別収集。

解散。 

 
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 
 かんきょうサロンでは参加された方みなさん

と環境や暮らし方、家族の健康について井戸端

会議のようにお話ししています。1 人でも多く

の人が動いたら、減災・防災につながります。 

①5月 20日（木）10:00-12:00 
②6月 17日（木）13:00-15:00 
テーマ：暑さ対策について 
持ち物：直近 2～3 か月分の電気・ガス・水道の

料金票、マイ箸袋作成の方は 25cm 四方の布ま

たはハンカチ、裁縫道具 
＊日程等は諸事情により変更・中止になる場合がありま

す。

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） 

◎魚類調査 
日時：5 月 30 日（日）10:00-12:00 
場所：小畔川八幡橋付近（川越市小堤 154-2 地先） 

 手網でガサガサをして、魚類や水生昆虫の調

査をします。ウェダーや用具は貸し出します。

気楽に参加ください。 

川越フォレストクラブ 
問い合わせ・申し込み：賀登環（Tel. 049-234-9366） 

◎「（仮称）川越市森林公園」計画地川越初雁高

校向い側の雑木林の手入れ 
日時：5 月 12 日（水）9:00-12:00 
集合：川越南文化会館（ジョイフル） 

 動力班と手作業班で効率よく、かつ植生に配

慮した手入れを行っています。奇数月の第 2 水

曜日の活動です。どなたでもご参加ください。次

回は 9 月 8 日です。

 
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） 

①5月 9日（日）10:00-12:00 
 10 日からバードウィークです。鳥たちの子育

てをじゃましないように、沼で繁殖するカイツ

ブリ、オオヨシキリなどを観察します。 
②6月 13日（日）10:00-12:00 
 カルガモ、カイツブリのひなづれを観察しま

す。アジサシなどの夏鳥もいるでしょうか。
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イベントカレンダー（5月 2日〜6月 19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 
5.2 
 

5.3 
憲法記念日 

5.4 
みどりの日 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

5.5 
こどもの日 
◆9:00 広報委

員会 

5.6 
 

5.7 
 

5.8 
 

5.9 
★9:30 春の里

山 自然観察＆

クリーン活動 
◎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 

5.10 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

5.11 
★9:00 池辺公

園定例活動 

5.12 
◎9:00 雑木林

の手入れ（川

越フォレスト

クラブ） 

5.13 
 

5.14 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

5.15 
○本紙 6 月号

投稿期限 

5.16 
 

5.17 
 

5.18 
 

5.19 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

5.20 
◎10:00 かん

きょうサロン 

5.21 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
○会費納入期限 

5.22 
★9:30川の一斉

水質調査説明会 
●10:00 総会 
◎13:30 まち

美化啓発運動 
◎15:00 田ん

ぼ懇談会 
5.23 
◎9:00新河岸川

市内流域清掃 

5.24 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

5.25 
 

5.26 
 

5.27 
 

5.28 
 

5.29 

5.30 
◎10:00 魚類

調査 

5.31 
 

6.1 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

6.2 
◆9:00 広報委

員会 

6.3 
 

6.4 
 

6.5 
◎9:30 田植え 

6.6 
★川の一斉水

質調査 

6.7 
 

6.8 
★9:00 池辺公

園定例活動 

6.9 
 

6.10 
 

6.11 
●13:00 社会

環境部会 
●15:00 自然

環境部会 

6.12 
 

6.13 
◎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 

6.14 
★9:30（仮称）川越

市森林公園計画地

植物調査・保全活動 

6.15 
○本紙 7 月号

投稿期限 

6.16 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00理事会 

6.17 
◎10:00 かん

きょうサロン 

6.18 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

6.19 
 

★：会員内外対象の公開・出展イベント 
●：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 

○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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