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夏の郊外クリーン活動（7月 18日） 

 
 7 月 1 日（木）から参加者募集開始、実施は

7 月 18 日（日）9:30-11:30 です。（詳細 12 面） 

「アースデイ川越 2021」出展者募集（-7/30） 

 
 1999 年から 23 回目となる「アースデイ川

越」。今年は 10 月 3 日（日）から 11 日（日）

の期間、昨年と同様オンライン中心で開催し、

3 日（日）は昭和の街にある蓮馨寺境内（川越

市連雀町 7-1）でも開催予定です。 
 企業や団体などの川越市における SDGs（持

続可能な開発目標）のアピールの場を設けるこ

とにより、活動の活性化や連携の強化、また、

川越市における SDGs のより一層の普及啓発を

図っていきたいと考えております。そこで、企

業・団体の出展を広く募集いたします。 
 出展を希望される企業・団体は、7 月 30 日

（金）までの応募期間に申し込みください。本

会は同行事を後援します。（詳細 12-13 面） 



月刊 かわごえ環境ネット 2021年 7月号 No.177 

- 2 - 

【コラム】社会と環境について思うこと（12）ごみをお金に代えている徳島県上勝町との比較

 川越市は、ごみ処理の費用として、ここ 5 年

間で最も少なかった平成 28 年度（2016 年度）

で 52 億 1 千万円、直近では令和元年度（2019
年度）で 56 億 6 千万円を計上している。これを

人口で割った 1人当たりのごみ経費は 16,023円、

1 世帯当たり 35,214 円の税金を使ったことにな

る（令和元年度の川越市人口 353,456 人、世帯

数 160,831 世帯、住民登録されている数）。 
 私たちは、家庭ごみを町内の集荷場に置いて

おけば、市の委託業者が収集してくれる。この

費用は上記56億円のうち、約17億円だそうだ。 
 テレビでも放映されて注目されている自治体

として、徳島県の山あいの小さな町、上勝町の

ことを調べてみた。上勝町の町民は、家庭ごみ

を上勝町ゼロ・ウェイストセンターというとこ

ろに各自が持参するシステムで、そこでの分別

は 45 品目に区別して置かれている。個々人が

細かく分別して持参している。また、そこから

業者に引き取ってもらうびん、缶、油、紙など

は、すべてリサイクルされ、原料に還元されて

いる（表参照）。 
 町に計上されるごみ処理費用はゼロ、即ちご

み処理のために税金は使われていないことにな

る。町民の努力、町職員の努力のたまものだろ

う。 

 これができたのは、町の人口が 1,500 人とい

う小さな町だから、徹底できたのかもしれない。 
 上勝町は平成 9 年（1997 年）から、びんは透

明びん、茶色、緑、その他などと分別し、かん

（アルミ、スチール、スプレー）も、プラごみ

（袋、チューブ、ふた、その他）なども、容器

リサイクル対象品を細かく分別する事業を始め

た。そして平成 28 年（2016 年）から 13 種類 4
5 分別収集へと発展させている。その間住民へ

の説明会を再々開いて徹底に努めたようだ。 
 ごみ処理に税金を投入しなくてよい理由の 1
つは、生ごみを住民 1 人 1 人が自家処理してい

ることだろう。 
 すなわち、コンポストやバケツなどを用いて、

生ごみを土に還している。一般的に家庭ごみの

中で、生ごみは 50％くらい（重量比）と聞いて

いる。 
 野菜の水分含有量は、キュウリ、大根、小松

菜、トマトいずれも 94～95％と食品成分表に記

されている。にんじん、しいたけ、えのきだけ

なども 90％以上の水分量が測定されている。 
 この水分を燃やさないために、土に埋めれば

簡単に土に還り、また堆肥化できない人は乾燥

してごみに出せば、1/10 の量のごみとして出す

ことができる。 
 

上勝町のごみ分別 13種類 45分別とその行方（2019年）1)を再編集・加筆 
  

上勝町のごみ分別 13種類45分別とその行方 2019年度

種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか

①くるくるショップへ １．まだ使えるもの リユース １．プラスチック製容器包装
ケミカルリサイクル
プラスチック製品

１．燃やさなければならないもの

②自宅で処理 １．生ごみ 堆肥化 ５．ペットボトル 繊維・容器 ２．紙おむつ・生理用品

１．アルミ缶 アルミ ６．プラスチック製キャップ プラスチック製品
１．埋めなければならないもの 埋立

２．スチール缶 ３．白トレイ 白トレイ

３．スプレー缶 ４．トレイ以外の発泡スチロール １．廃タイヤ 固形燃料

４．金属製キャップ ２．その他のプラスチック ２．特定家電製品 金属・プラスチック等

５．雑金属 １．透明びん
-売却できる、あるいは処理費無料の資源

６．紙パック（銀） ２．茶色びん -処理費がかかる資源
-資源にならないもの

５．紙カップ（白） ３．その他の色のびん

４．紙パック（白） ４．一升びん・ビールびん リユース

８．シュレッダーくず １．陶磁器類・ガラス類 路盤材

７硬い紙芯 ３．電球・蛍光灯 ガラス・金属等

２段ボール ５．廃バッテリー 金属等

１新聞・チラシ 新聞 ６．ライター 金属

３雑誌・雑紙 菓子の箱等 ２．鏡・水銀体温計 水銀等

９その他の紙類 固形燃料 ４．乾電池 金属等

１．衣類・カーテン・毛布 中古衣料・工業用ウエス等 １．金属製 金属

２．その他の布類 固形燃料 ２．木製

１．割り箸・木竹製品 固形燃料 ３．布団・絨毯・畳

２．廃食油 飼料・石鹸・燃料 ４．塩ビ製品・ゴム製品など 焼却

⑪燃やさなければ
ならないもの

⑬お金がかかるもの

焼却

⑫埋めなければな
らないもの

⑩粗大ごみ 固形燃料

⑨危ないもの類

固形燃料

⑧びん類
カレット・びん

⑤布類

⑥バイオマス類

⑦プラスチック類

④紙類

トイレットペーパー
ティッシュペーパー等

段ボール

③金属類
金属

R
C
W

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

W

W

R

R

R

R

R

R

R

R

C

R

C

C

R W

R

R

R

R

R

上勝町のごみ分別 13種類45分別とその行方 2019年度

種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか

①くるくるショップへ １．まだ使えるもの リユース １．プラスチック製容器包装
ケミカルリサイクル
プラスチック製品

１．燃やさなければならないもの

②自宅で処理 １．生ごみ 堆肥化 ５．ペットボトル 繊維・容器 ２．紙おむつ・生理用品

１．アルミ缶 アルミ ６．プラスチック製キャップ プラスチック製品
１．埋めなければならないもの 埋立

２．スチール缶 ３．白トレイ 白トレイ

３．スプレー缶 ４．トレイ以外の発泡スチロール １．廃タイヤ 固形燃料

４．金属製キャップ ２．その他のプラスチック ２．特定家電製品 金属・プラスチック等

５．雑金属 １．透明びん
-売却できる、あるいは処理費無料の資源

６．紙パック（銀） ２．茶色びん -処理費がかかる資源
-資源にならないもの

５．紙カップ（白） ３．その他の色のびん

４．紙パック（白） ４．一升びん・ビールびん リユース

８．シュレッダーくず １．陶磁器類・ガラス類 路盤材

７硬い紙芯 ３．電球・蛍光灯 ガラス・金属等

２段ボール ５．廃バッテリー 金属等

１新聞・チラシ 新聞 ６．ライター 金属

３雑誌・雑紙 菓子の箱等 ２．鏡・水銀体温計 水銀等

９その他の紙類 固形燃料 ４．乾電池 金属等

１．衣類・カーテン・毛布 中古衣料・工業用ウエス等 １．金属製 金属

２．その他の布類 固形燃料 ２．木製

１．割り箸・木竹製品 固形燃料 ３．布団・絨毯・畳

２．廃食油 飼料・石鹸・燃料 ４．塩ビ製品・ゴム製品など 焼却

⑪燃やさなければ
ならないもの

⑬お金がかかるもの

焼却

⑫埋めなければな
らないもの

⑩粗大ごみ 固形燃料

⑨危ないもの類

固形燃料

⑧びん類
カレット・びん

⑤布類

⑥バイオマス類

⑦プラスチック類

④紙類

トイレットペーパー
ティッシュペーパー等

段ボール

③金属類
金属

R
C
W

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

W

W

R

R

R

R

R

R

R

R

C

R

C

C

R W

R

R

R

R

R

上勝町のごみ分別 13種類45分別とその行方 2019年度

種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか

①くるくるショップへ １．まだ使えるもの リユース １．プラスチック製容器包装
ケミカルリサイクル
プラスチック製品

１．燃やさなければならないもの

②自宅で処理 １．生ごみ 堆肥化 ５．ペットボトル 繊維・容器 ２．紙おむつ・生理用品

１．アルミ缶 アルミ ６．プラスチック製キャップ プラスチック製品
１．埋めなければならないもの 埋立

２．スチール缶 ３．白トレイ 白トレイ

３．スプレー缶 ４．トレイ以外の発泡スチロール １．廃タイヤ 固形燃料

４．金属製キャップ ２．その他のプラスチック ２．特定家電製品 金属・プラスチック等

５．雑金属 １．透明びん
-売却できる、あるいは処理費無料の資源

６．紙パック（銀） ２．茶色びん -処理費がかかる資源
-資源にならないもの

５．紙カップ（白） ３．その他の色のびん

４．紙パック（白） ４．一升びん・ビールびん リユース

８．シュレッダーくず １．陶磁器類・ガラス類 路盤材

７硬い紙芯 ３．電球・蛍光灯 ガラス・金属等

２段ボール ５．廃バッテリー 金属等

１新聞・チラシ 新聞 ６．ライター 金属

３雑誌・雑紙 菓子の箱等 ２．鏡・水銀体温計 水銀等

９その他の紙類 固形燃料 ４．乾電池 金属等

１．衣類・カーテン・毛布 中古衣料・工業用ウエス等 １．金属製 金属

２．その他の布類 固形燃料 ２．木製

１．割り箸・木竹製品 固形燃料 ３．布団・絨毯・畳

２．廃食油 飼料・石鹸・燃料 ４．塩ビ製品・ゴム製品など 焼却

⑪燃やさなければ
ならないもの

⑬お金がかかるもの

焼却

⑫埋めなければな
らないもの

⑩粗大ごみ 固形燃料

⑨危ないもの類

固形燃料

⑧びん類
カレット・びん

⑤布類

⑥バイオマス類

⑦プラスチック類

④紙類

トイレットペーパー
ティッシュペーパー等

段ボール

③金属類
金属

R
C
W

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

W

W

R

R

R

R

R

R

R

R

C

R

C

C

R W

R

R

R

R

R

上勝町のごみ分別 13種類45分別とその行方 2019年度

種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか

①くるくるショップへ １．まだ使えるもの リユース １．プラスチック製容器包装
ケミカルリサイクル
プラスチック製品

１．燃やさなければならないもの

②自宅で処理 １．生ごみ 堆肥化 ５．ペットボトル 繊維・容器 ２．紙おむつ・生理用品

１．アルミ缶 アルミ ６．プラスチック製キャップ プラスチック製品
１．埋めなければならないもの 埋立

２．スチール缶 ３．白トレイ 白トレイ

３．スプレー缶 ４．トレイ以外の発泡スチロール １．廃タイヤ 固形燃料

４．金属製キャップ ２．その他のプラスチック ２．特定家電製品 金属・プラスチック等

５．雑金属 １．透明びん
-売却できる、あるいは処理費無料の資源

６．紙パック（銀） ２．茶色びん -処理費がかかる資源
-資源にならないもの

５．紙カップ（白） ３．その他の色のびん

４．紙パック（白） ４．一升びん・ビールびん リユース

８．シュレッダーくず １．陶磁器類・ガラス類 路盤材

７硬い紙芯 ３．電球・蛍光灯 ガラス・金属等

２段ボール ５．廃バッテリー 金属等

１新聞・チラシ 新聞 ６．ライター 金属

３雑誌・雑紙 菓子の箱等 ２．鏡・水銀体温計 水銀等

９その他の紙類 固形燃料 ４．乾電池 金属等

１．衣類・カーテン・毛布 中古衣料・工業用ウエス等 １．金属製 金属

２．その他の布類 固形燃料 ２．木製

１．割り箸・木竹製品 固形燃料 ３．布団・絨毯・畳

２．廃食油 飼料・石鹸・燃料 ４．塩ビ製品・ゴム製品など 焼却

⑪燃やさなければ
ならないもの

⑬お金がかかるもの

焼却

⑫埋めなければな
らないもの

⑩粗大ごみ 固形燃料

⑨危ないもの類

固形燃料

⑧びん類
カレット・びん

⑤布類

⑥バイオマス類

⑦プラスチック類

④紙類

トイレットペーパー
ティッシュペーパー等

段ボール

③金属類
金属

R
C
W

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

W

W

R

R

R

R

R

R

R

R

C

R

C

C

R W

R

R

R

R

R

上勝町のごみ分別 13種類45分別とその行方 2019年度

種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか

①くるくるショップへ １．まだ使えるもの リユース １．プラスチック製容器包装
ケミカルリサイクル
プラスチック製品

１．燃やさなければならないもの

②自宅で処理 １．生ごみ 堆肥化 ５．ペットボトル 繊維・容器 ２．紙おむつ・生理用品

１．アルミ缶 アルミ ６．プラスチック製キャップ プラスチック製品
１．埋めなければならないもの 埋立

２．スチール缶 ３．白トレイ 白トレイ

３．スプレー缶 ４．トレイ以外の発泡スチロール １．廃タイヤ 固形燃料

４．金属製キャップ ２．その他のプラスチック ２．特定家電製品 金属・プラスチック等

５．雑金属 １．透明びん
-売却できる、あるいは処理費無料の資源

６．紙パック（銀） ２．茶色びん -処理費がかかる資源
-資源にならないもの

５．紙カップ（白） ３．その他の色のびん

４．紙パック（白） ４．一升びん・ビールびん リユース

８．シュレッダーくず １．陶磁器類・ガラス類 路盤材

７硬い紙芯 ３．電球・蛍光灯 ガラス・金属等

２段ボール ５．廃バッテリー 金属等

１新聞・チラシ 新聞 ６．ライター 金属

３雑誌・雑紙 菓子の箱等 ２．鏡・水銀体温計 水銀等

９その他の紙類 固形燃料 ４．乾電池 金属等

１．衣類・カーテン・毛布 中古衣料・工業用ウエス等 １．金属製 金属

２．その他の布類 固形燃料 ２．木製

１．割り箸・木竹製品 固形燃料 ３．布団・絨毯・畳

２．廃食油 飼料・石鹸・燃料 ４．塩ビ製品・ゴム製品など 焼却

⑪燃やさなければ
ならないもの

⑬お金がかかるもの

焼却

⑫埋めなければな
らないもの

⑩粗大ごみ 固形燃料

⑨危ないもの類

固形燃料

⑧びん類
カレット・びん

⑤布類

⑥バイオマス類

⑦プラスチック類

④紙類

トイレットペーパー
ティッシュペーパー等

段ボール

③金属類
金属
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上勝町のごみ分別 13種類45分別とその行方 2019年度

種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか 種類 品目 どう処理されるか

①くるくるショップへ １．まだ使えるもの リユース １．プラスチック製容器包装
ケミカルリサイクル
プラスチック製品

１．燃やさなければならないもの

②自宅で処理 １．生ごみ 堆肥化 ５．ペットボトル 繊維・容器 ２．紙おむつ・生理用品

１．アルミ缶 アルミ ６．プラスチック製キャップ プラスチック製品
１．埋めなければならないもの 埋立

２．スチール缶 ３．白トレイ 白トレイ

３．スプレー缶 ４．トレイ以外の発泡スチロール １．廃タイヤ 固形燃料

４．金属製キャップ ２．その他のプラスチック ２．特定家電製品 金属・プラスチック等

５．雑金属 １．透明びん
-売却できる、あるいは処理費無料の資源

６．紙パック（銀） ２．茶色びん -処理費がかかる資源
-資源にならないもの

５．紙カップ（白） ３．その他の色のびん

４．紙パック（白） ４．一升びん・ビールびん リユース

８．シュレッダーくず １．陶磁器類・ガラス類 路盤材

７硬い紙芯 ３．電球・蛍光灯 ガラス・金属等

２段ボール ５．廃バッテリー 金属等

１新聞・チラシ 新聞 ６．ライター 金属

３雑誌・雑紙 菓子の箱等 ２．鏡・水銀体温計 水銀等

９その他の紙類 固形燃料 ４．乾電池 金属等

１．衣類・カーテン・毛布 中古衣料・工業用ウエス等 １．金属製 金属

２．その他の布類 固形燃料 ２．木製

１．割り箸・木竹製品 固形燃料 ３．布団・絨毯・畳

２．廃食油 飼料・石鹸・燃料 ４．塩ビ製品・ゴム製品など 焼却

⑪燃やさなければ
ならないもの

⑬お金がかかるもの

焼却

⑫埋めなければな
らないもの

⑩粗大ごみ 固形燃料

⑨危ないもの類

固形燃料

⑧びん類
カレット・びん

⑤布類

⑥バイオマス類

⑦プラスチック類

④紙類

トイレットペーパー
ティッシュペーパー等

段ボール

③金属類
金属
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 川越市も、びん、缶、ペットボトルなど分別

して回収しているが、そのびんをさらに無色透

明びん、茶色など分けるのは市の仕事となって

いる。 
 生ごみ処理に関しても、川越市も平成 3 年（1
991 年）よりコンポストを購入する人に補助金

を支給して、生ごみの家庭での処理をするよう

努力してきている。この 30 年間のコンポスト

の補助件数は、約 13,000 個だそうだ。さらに平

成 10 年（1998 年）からは、電気式生ごみ処理

機にも購入時に補助をして、その数 2,200 件と

のことである。さらにバケツに排水機能の付い

たコックがあり、中に生ごみを入れ EM（有用

微生物群）をふりかけておけば水分が抜け、生

ごみが小さくなる EM 容器への補助件数も約 6
00件あるそうだ。 
 これら家庭内の堆肥化する器具の補助件数は

延べ 15,800件、およそ川越市の 1 割の世帯が堆

肥化の努力を重ねていることになる。しかし、

残り 9 割の家庭からは、生ごみが出され、燃や

されて CO2排出へとつながっている。 
 堆肥化の難しい方々には、ぜひやっていただ

きたいのは、生ごみの水分を減らすために乾燥

してから出してもらいたい。すなわち生ごみを

ザルやネットに広げて太陽に当て、乾燥してか

らごみとして出してもらいたい。ひと手間余分

の努力がいるけれど、CO2削減に少しでも貢献

できると思う。56 億円かかっているごみ処理費

用がどのくらい下がるか判らないが、水分を燃

やすために重油やプラスチックなどの助燃材を

投入する量は少なくなり、CO2削減には効果あ

ると信じています。 
 上勝町の人たちの努力を少しいただきたいと

思いました。         （浜尾春子） 
注）編者が本文中の分別品目数、収集所名称、表を最新

の情報に差し替えました。 
参考文献 
1) 上勝町「ZERO WASTE TOWN Kamikatsu」：上勝町の
ごみ分別 13種類 45分別とその行方, https://zwtk.jp/wp-co
ntent/uploads/2020/03/2019ごみの行方フロー.pdf（2021.6.3
0閲覧） 

【コラム】川越の自然をたずねて（99）川越市森林公園計画地の野鳥よもやま話

 
アリスイ（2021.1.15宮沢宏次氏撮影） 

 昔と今の森の違いを一言で言えば、森が明る

くなったということでしょうか。昔というには

短すぎますが、私がこの森の近くに住んでほぼ

40 年になります。森面積は約 50ha で歴史 350
年の人工農用林で、元々私有地、現在では 20％
ぐらいが公有地になりました。樹種は少なく 10
0 種に満たないくらいです。 

 森は我が家に近く、散歩に適した距離にあり

ます。したがって当会創立の 20 年前にはこの

森とのつながりを持っていたことになります。 
 たとえばこの森で初めて出合った鳥がアカシ

デに止ったキビタキでしたが、野鳥との縁が深

まるきっかけになりました。その後、別会イベ

ントで朝 7時から早朝探鳥会を幾度となく繰り

返し、鳥への知見も増えていきました。アカマ

ツの多い林内は薄暗いところが多く、メジロや

ウグイスの密猟を目撃したこともありました。

世間ではかすみ網でのツグミの大量密猟が新聞

ニュースとなっている時代でした。 
 オオタカは大きな巣を造りますが、アカマツ

の横に張った枝はそれに適していました。マツ

クイムシによる被害が始まり、アカマツのほと

んどが伐採されました。森が明るくなったのは

これが原因でした。コジュケイが少なくなり、

今ではほとんど姿を見ません。アトリ、イカル、
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ホオジロ、アカハラのほか、夏はオオルリ、キ

ビタキ、センダイムシクイ、エゾムシクイ、ホ

トトギス、カッコウが常連で、時にはレンジャ

ク、ウソ、アトリ、サンコウチョウ（鳴き声）

などもこのころ確認されています。 
 当会創設の少し前、川越市森林公園計画地構

想ができ上がったと記憶していますが、バード

サンクチュアリ設置もその計画に含まれていま

したが、結局は夢と消えてしまったことは残念

でなりません。 
 時が流れ、「森のさんぽ道」が整備されてこの

森が市民に開放され、いろいろな観察会なども

増えましたが、野鳥の観察会は少なくなってい

きました。野鳥が減少し、その対象ではなくな

ったのです。 
 最近のコロナ禍で、このさんぽ道に大きな変

化がありました。マスク姿の人出は列をなし、

一時ふくれ上がったこともありました。その中

に野鳥を探すカメラマン（以下 BK さんと記す）

が目立つようになりました。 
 実は私自身、この森での野鳥観察を怠けた反

省もあり、今年から野鳥に集中して散歩しよう

としていました。BK さんの数も増えており、こ

の方々から情報を得るのも観察の一つと考えた

のでした。「何か出ましたか」と BK さんたちに

近づきました。この一言が大きな結果をもたら

すことにつながったのでした。 
 今年、1月 31日（日）朝、初めて会った BK
さんに近づき挨拶したところ、その方は得意げ

にカメラの影像を見せ「アリスイがいました

よ！」と・・・。すぐ近くの木の上に止ってい

たのだというのです。私はひじょうにビックリ

しました。アリスイは知ってはいても見たこと

もなく、この森ではもちろん初記録で、川越全

域でも他にはないと思っています。 
 私はかなりの興奮を覚え、このフィールドで

活動する誰かにこの新情報を知らせたい衝動に

駆られました。 
 この後、なぜかいつもと違うコースを歩いて

いると、自転車姿の M氏に出会いました。M氏
はこの森の野鳥の貴重な映像を多く撮られてお

り、このアリスイを撮ってほしい第一人者でし

た。アリスイのことを告げ別れましたが、さら

なる偶然が続きました。氏からのメールを見て

二度目のビックリ。「コゲラかと思って撮った写

真を引っ張り出して見たところ、それはコゲラ

ではない。まさかと思うが・・・？」。M氏の写

真はコゲラの色合いに似たアリスイの姿だった

のです。撮影は 1月 15日（写真）で BK さんよ

り半月も前に M氏が捉えていたのでした。 
 散歩のついでに野鳥を観ようなどといういい

加減さを反省し、野鳥に立ち向かうひたむきさ

と辛抱強さを改めて思い知らされた“大ニュー

ス”のひとコマでした。 
 ついでながら、最近出合った渡り鳥または漂

鳥を列記しておきます。 
 今年、4月～6月初めまでの記録では、キビタ

キ（姿）、センダイムシクイ（声）、ジュウイチ

（声）、ツツドリ（声）、サンコウチョウ（声）

でした。最近は確認できていない鳥としてカッ

コウ、オオルリ、エゾムシクイ、オオタカ（今

年だけ未確認）などがあります。イカル、カシ

ラダカ、モズ、ホオジロなどにもめったに出合

えなくなりました。 
 昔、ある冬の日、ミソサザイが森近くの農家

の古い納屋に出入りしているのを懐かしく思い

出します。          （稗島英憲） 
アリスイとは 1) 
薄い灰褐色に細かい模様。 
全長：17cm 
東北北部や北海道の林の周辺や草地で繁殖し、秋冬は本

州以南の林の周辺やヨシ原などに移動。 
スズメよりやや大きく、細長く見える。 
小鳥のように枝にとまる（×他のキツツキ科）。 
長い舌をのばしアリを好んで食べる。 
繁殖期にクイクイクイと鋭い声で繰り返して鳴く。 
出典 
1)日本野鳥の会「BIRD FAN」：アリスイ https://www.birdf
an.net/pg/kind/ord16/fam1600/spe160000/（2021.6.30閲覧）
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【コラム】川越の「宝」をたずねて（25）なぐわし公園 PiKOA（ピコア）

 
PiKOA（左）と資源化センター（右） 

 
遊歩道から見た PiKOA 

 
遊歩道から見た資源化センター 

 コラム“川越の「宝」を訪ねて”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。 
今月のお宝紹介は、「なぐわし公園 PiKOA」 
 隣接する川越市資源化センター（2010 年 4月
から稼働）から発生する熱エネルギーを有効利

用して、温水利用型健康運動施設や広場等が整

備されたなぐわし公園 PiKOA が 2012 年 8月に

誕生しました。 
 この公園は、市内で初めての温水利用型健康

運動施設で、市民の健康や交流の活動拠点とな

ることを目的として、1991 年（平成 3 年）から

検討してきた計画で、立案から形になるまで約

20 年もの時を重ねてきた施設です。温水プール

に多目的ホール、トレーニングルーム、スタジ

オ、温浴施設、会議室と公共施設として市民料

金で利用可能です。 
 施設利用の詳細案内は、なぐわし公園 PiKOA
（ピコア）の公式ホームページをご覧ください。 

https://information.konamisportsclub.jp/trust/pikoa/ 
 なぐわし公園 PiKOA も隣接する資源化セン

ターも小畔川の遊歩道に面しています。御伊勢

橋から越辺川と合流する下流まで水辺を散策で

きるよう遊歩道が整備されていて、その中間あ

たりにこの施設があります。 
 この PiKOA という愛称は川越市民からの応

募によって決定しました。「Piazza KOAZE（ピ
アッツァ小畔）」の頭文字を取った造語のようで

す。Piazza はイタリア語で『広場』を意味しま

す。また小畔はこの地域のシンボルといえる小

畔川からとったもので、子どもから高齢者まで

誰もが小畔川のせせらぎやそよ風に癒されつつ、

日常的な運動や健康づくりなどを楽しむ憩いの

場・地域の交流拠点となる広場として親しまれ

ることを期待してつけられた愛称ということで

す（なぐわし公園だより第 4号より）。まさに小

畔川と親しむ川越市民の活動拠点にふさわしい

愛称ですね。 
 なぐわし公園 PiKOA（ピコア）を利用した際

は、その裏にある小畔川の遊歩道もぜひ散策し

てみてください。 
なぐわし公園 PiKOA（ピコア）へのアクセス 
埼玉県川越市大字鯨井 1216（駐車場無料） 
〇最寄駅：東武東上線「霞ヶ関駅」より徒歩約

30 分 
〇バスの場合 
 PiKOA シャトルバス：霞ヶ関駅（北口）より

10 分；東武バス：土日祝の一部の便で川越駅-若
葉駅間（若 02）で、なぐわし公園経由 

（飯島希）

 
なぐわし公園 PiKOA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

川の一斉水質調査：27か所を 11名が調査（6月 6日）

 
採水（小畔川精進場橋） 

 
北公民館の調査会場の様子 

 
新河岸川流域は透視度など測定項目が多い

 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。17 年目の今年は、

6 月 6 日（日）午前に 11 名が分担して 27 地点

の採水と水質調査（加えて 2 名が水質調査のみ

参加）を行いました。 
 前日は曇、調査日もわずかに雨が降るという

状況下での実施となりました。採水後には、例

年通り北公民館で水質調査を行いました。 
 今年の水質調査は、COD（化学的酸素要求量）

の区分で 0〜2mg/L が 7 地点（2020 年は 5 地

点）、3〜4mg/L が 19 地点（同 19 地点）、5〜6m
g/L が 0 地点（同 6 地点）、7mg/L 以上が 1 地点

（同 3 地点）となりました。 

 例年、越辺川と合流する前の入間川は水質が

よい傾向があります。川越中心市街地を囲むよ

うに流れる新河岸川は、東側のエリアは湧水が

流れ込む場所でもあるためか、よい水質となっ

ているのかもしれません。 
 なお、1 か所（不老川不老橋）は水がないた

めに採水ができず、不老川の霞橋は、水のある

近隣の山田橋に採水場所を変更しました。その

他、例年調査をしている 5 か所は調査者の不足

により実施しませんでした。 
 川を定期的に調査することは、水質のみなら

ず地域の環境を知る手がかりにもなります。か

わごえ環境ネット会員のみなさま、2022 年 6 月

5 日に予定されている調査にはぜひご参加くだ

さい。            （小瀬博之）

 
水質調査結果（2021年 6月 6日）
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東坂戸団地

山下橋

鎌倉橋

六地蔵
公園横

上奥富用水堰

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

昭代橋

新富士見橋

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

×

×

×

×

×

×

××

7～8（1地点）
未調査・調査不能

5～6（0地点）
3～4（19地点）
0～2（7地点）

COD[mg/L]（27地点中）

× ×

×

×

×

××

×

×

×

×
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県政出前講座『埼玉版 SDGs』をオンラインで受講 社会環境部会

 
県庁とオンラインでつないで、やり取り

 SDGs（持続可能な開発目標）は、特に最近、

新聞、テレビ、広告など、マスメディアで頻繁

に取り上げられるようになりました。社会環境

部会では 6 月 11 日の例会の時間を活用して、

埼玉県における SDGs の推進状況について「県

政出前講座」を受講しました。 
 県政出前講座は団体、企業や学校などを対象

に実施しているもので、埼玉県職員がさまざま

なテーマについてわかりやすく説明するもので

す。今回は、埼玉県庁企画財政部計画調整課と、

社会環境部会の例会会場である川越市役所前の

福田ビル 3階会議室をオンラインでつなぎまし

た。講座で説明のあった埼玉県の SDGs の取組

について、以下に報告します。 
埼玉版 SDGs推進の重点 2テーマ 
①「埼玉の豊かな水とみどりを守り育む」 
②「未来を創る人材への投資」 
 このうち、①「埼玉の豊かな水とみどりを守

り育む」については、本年度は「Next 川の再生

の推進」「SAITAMA リバーサポーターズプロジ

ェクト」「森がつなぐ山とまちの未来事業」「プ

ラスチックの持続可能な利用モデル促進」など

が予算事業化されている、ということです。 
埼玉県 SDGs官民連携プラットフォーム 
 このプラットフォームは昨年 9 月に県により

設置され、会員は県内の SDGs 達成に資する活

動を行う企業・団体です。 
 プラットフォームの活動内容は、SDGs の普

及・啓発（シンポジウム開催等）、会員間の情報

共有、SDGs 活動促進に向けた方策の検討や、個

別テーマを検討する分科会の開催などです。こ

のプラットフォームには重点テーマに関する 2
つの分科会が設置されており、そのうち「埼玉

の豊かな水とみどりを守り育む」分科会には、

次の 4 つの課題ごとに検討部会が設置されます。 

 
埼玉県版 SDGs 〜17の目標と県の取組との関連性〜（当日の配布資料より作成） 

番号 SDGsの 17の目標 埼玉県の主な取組 
1 貧困をなくそう 生活保護世帯等の子供の学習支援、子供の居場所づくり 
2 飢餓をゼロに 儲かる農業の推進 
3 すべての人に健康と福祉を 健康長寿埼玉プロジェクト、地域包括ケアシステムの構築 
4 質の高い教育をみんなに 生活保護世帯等の子供の学習支援 
5 ジェンダー平等を実現しよう 埼玉版ウーマノミクスプロジェクト 
6 安全な水とトイレを世界中に 川の再生 
7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 水素など新たなエネルギーの利用拡大 
8 働きがいも、経済成長も アクティブシニアの活躍推進 
9 産業と技術革新の基盤をつくろう 先端産業創造プロジェクト、スマート行政の推進 
10 人や国の不平等をなくそう 人権教育・啓発の推進 
11 住み続けられるまちづくりを 水害などの災害対策、インフラの老朽化対策 
12 つくる責任、つかう責任 彩の国資源循環工場、食品ロスの削減 
13 気候変動に具体的な対策を 目標設定型排出量取引制度 
14 海の豊かさを守ろう マイクロプラスチックの削減 
15 陸の豊かさも守ろう みどりの再生 
16 平和と公正をすべての人に 児童虐待防止対策の推進 
17 パートナーシップで目標を達成しよう 地域支え合いの仕組み 
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 ・プラスチック資源の循環利用促進 
 ・水辺空間及び都市公園等の持続可能な利活用 
 ・里山や平地林などの自然環境の保全 
 ・カーボンニュートラルの実現 
 また、「埼玉県 SDGsパートナー登録制度」（一

定の要件に基づき、企業等に対していわば行政

のお墨付きを与えるもの）のほか、今年度から

行うアプリによる県民への SDGs 普及啓発・広

報、学校を通じた普及啓発についての説明も併

せてなされました。 
 この講座の締めくくりにあたり、講師の佐藤

主査は、本県出身の実業家・慈善事業家の渋沢

栄一について、次のように語りました。 
 「『道徳と経済は調和させるべき』や、『一人

だけが大富豪になっても、そのために社会の多

数が貧困に陥るようでは、その幸福は継続され

ない』という渋沢の主張は、SDGs の本質に通じ

ます。」 
 著書「論語と算盤」に代表される「道徳経済

合一説」をあらためて現代にとらえ直す時期に

来ていると思われます。 
 当日の例会出席者は 13 人。いくつかの質疑

応答を経て、講座は終了しました。 
 なお、県政出前講座には全体で 272 のテーマ

が用意されていますが、そのうち環境に関する

ものは実に 28％（76 テーマ）を占めています。

「環境問題」が地域社会から地球全体まで、こ

の地球上に住むすべての人々に関わる根本的な

命題となった時代の到来です。 
【追記】この講座を受けて、6 月 16 日開催の理

事会で協議の結果、かわごえ環境ネットが「埼

玉県 SDGs 官民連携プラットフォーム」に入会

することが決定されました。 
（社会環境部会副代表 中村正幸）

「社寺林の観察会」報告 自然環境部会

 
タギョウショウ（多行松）を見上げる 

 
質問が途切れない 

 
 

 
モクゲンジの花 

 
根元が空洞になったアカガシ 

天海僧正お手植えのコウヤマキ

日時： 6 月 20 日（日）9:30-12:00 
参加者：20 名 
講師：山中和郎、稗島英憲 
自然環境部会のスタッフ：4 名 
 「社寺林の観察会」は以前、2011 年、2012 年

と実施されましたが、その後途絶えていました。

このたび、新訂版「川越の自然」を刊行するに

あたり喜多院・中院の記事もリニューアルしま

したので、この観察会を復活させました。昨年

は、自然環境部会主催の観察会はことごとく中

止でしたが、今年は参加者人数を少なくして、

感染対策を講じたうえで実施いたしました。A
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グループは中院から出発です。 
 「あのエノキがこんなに大きくなったのか。」。

川越育ちの男性参加者の方が中院駐車場のエノ

キの大木を見上げてつぶやきました。川越の子

どもたちに「燕が中院の枝垂れ桜をかすめて飛

んだ。」注 1）と歌われ、いち早く春を告げる樹齢

百年のシダレザクラには、傷んできた幹に庭師

の方が施術用のシュロの包帯を巻き大切にされ

ています。 
 アカマツの変異種であるタギョウショウ（多

行松）のユニークな樹形と磨かれた幹の赤さに

感心しながら歩を進めると、足元に黄色いじゅ

うたんが拡がります。見上げてみると楽しみに

していたモクゲンジの花が、樹木全体を覆うよ

うに咲き、梅雨空の下、ひときわ黄色く鮮やか

です。この観察会を 6 月に行うのは、モクゲン

ジの鮮やかな花を見たいためです。秋には実が

できて数珠に使われるそうで、お寺によく植え

てある理由かもしれません。中院は「花の寺」

と言われるだけに、花が美しい多様な樹木が植

栽されています。 
 次いで喜多院に向いました。B グループと入

れ替わりです。川越では珍しいと言われるアカ

ガシが数本、幹の中が空洞になりながらも懸命

に葉を付けています。アカガシは準絶滅危惧（N

T）です。生命の神秘を感じていると、慈眼堂横

のボダイジュの傍らで講師の説明です。「これは

釈迦が悟りを開いたと言われる熱帯性のインド

ボダイジュではなく、唐から来たシナノキ属の

ボダイジュです。日本の寺院では葉の形が似て

いるのでこれが植えられたようです。」。生態系

活動 40 年の講師の説明はていねいでわかりや

すいです。 
 「この木の花、実はさきほど見たシナノキと

同じで、苞（ほう）と呼ばれるつぼみを包んで

いた葉のようなものの中ほどに付いています。

この実も数珠になります。」。社寺林にはやはり

仏教に縁のある木もありますが、ケヤキ、ムク

ノキ、クスノキ、アラカシ、スダジイ等古くか

ら生育してきた大径木もあります。森林性や樹

洞を利用する生物も、それにより守られてきて

いるのだと、改めて喜多院の「鎮守の森」のす

ばらしさを認識しました。 
 「この大木たちも次世代に残っていってほし

いな。」。メルヘンチックなモミジバフウの実と

マストを立てたボートのようなボダイジュの実

を大事そうに持ち帰る若い女性参加者の後ろ姿

を見ながらそう思いました。 （藍谷理恵子） 
注 1）作詞：こわせ・たまみ、作曲：若松正司「春の城
下町」より）  

【報告】会員の活動

ハチミツ絞り体験記 NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

 私がかわごえ里山イニシアチブと関わりを持

ったのは、数年前 Facebook で井戸掘りのクラウ

ドファンディングを募集されておられたのに参

加させてもらったことが最初でしょうか。その

後はお米作り、マコモ栽培など、その活動を Fa
cebook で拝見するだけでしたが、今年の 3 月に

会員となりました。 
 養蜂の活動もしておられると知り、さっそく

仲間に入れていただきました。毎週日曜日、内

見（ないけん）と言って巣箱の中の板に蜂さん

達が作った蜂の巣をチェックします。卵、幼虫、

サナギの様子はどうか、異常はないか、女王蜂

はいるか、蜜を集めているか等々、点検を続け

て参りました。 
 巣にハチミツが溜まり、密蓋（みつふた）と

いって、溜まったハチミツに蓋ができたら絞っ

ていい時期の合図です。初めてのハチミツ絞り

は、人力での遠心分離機を用いての作業で、た

くさんの収穫ができ、蜂さんありがとう！と感

謝感激の時間でありました。 
 4 月、5 月に蜂さん達が集めてきた蜜ですの

で、蜜源（みつげん）は多分レンゲ、タンポポ、
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サクラなどでしょうか。他にももっとあります

ね。 
 絞りたてのハチミツは、とてもさわやかな感

じがしました。 
 アインシュタインが“ミツバチが絶滅したら

4 年後には人類も滅びる”と言ったとか、ミツ

バチの数が減ってきていると言われている現在、

ミツバチ含め多様な生物が存在し続けていける

自然環境を維持発展していくことが必要なので

すね。            （米田英子）

 
蜜蓋（みつふた） 

 

 
蜜蓋を切る 

 
遠心分離機による蜂蜜絞り

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

 6 月 16 日（水）9:00-10:00 に第 3 回事業運営

委員会、10:00-12:00 に第 4 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。 
①7 月 18 日（日）9:30-11:30 に開催する「夏の

郊外クリーン活動」の順次状況（7 月 1 日の広

報川越掲載と募集開始、これまでの参加企業へ

の呼びかけ、熱中症対策など）、予算執行につい

て確認、承認しました。 
②第 23 回アースデイ・イン・川越実行委員会主

催の「2021 アースデイ川越 in昭和の街」の出展

について、7 月末まで出展者募集がされること

が報告されました。本会では動画メインで見せ

る方向で題材を集めることなど議論し、継続審

議としました。なお、後日書面審議により本会

として同行事を後援することにしました。 
③2 月末に実施予定の「第 20 回かわごえ環境フ

ォーラム」の内容について検討を始めました。 

④6 月 11 日（金）に社会環境部会で行った埼玉

県の出前講座で紹介された「埼玉県 SDGs 官民

連携プラットフォーム」への入会が承認され、

手続きを行いました。 
⑤会員団体の東洋大学小瀬研究室で取りまとめ

るアンケート調査（実施主体は所属学会）につ

いて、月刊紙に周知文書を同封したいとの申し

出があり、これを承認しました。 
⑥社会環境部会からの報告の際、同部会で実施

を予定している農業に関するアンケート調査に

ついて調査用紙の回覧があり、質問内容等につ

いて意見交換を行いました。 
⑦会員動向：個人 1 名が入会し、6 月 16 日現在

の会員数は、個人 143、民間団体 23、事業者 2
5、行政 1 の合計 192 となりました。 

（小瀬博之）
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社会環境部会

 6 月の社会環境部会の例会は、11 日（金）に

福田ビル 3 階にて 13 名の参加で開催されまし

た。 
 今回の例会では新たな試みとして、例会の前

半 1 時間を活用して、埼玉県の職員から県内で

の取り組みについてレクチャーいただく県政出

前講座を実施しました。このたびの講座では「埼

玉版 SDGs」というテーマで埼玉県計画調整課

の SDGs 担当からお話しをいただきました。詳

しくは本紙 7-8 面の社会環境部会の記事をご覧

ください。 

 例会後半は、直近の活動となる「2021 年度総

会」と「川の一斉水質調査」に関する報告を行

い、また、社会環境部会の新規活動として進め

ている「川越市の農業に関するアンケート」に

ついての意見交換を行いました。 
 会員の方には、今月号に「川越市の農業に関

するアンケート」を同封しています（またはメ

ールサービスでお送りします）ので、ご協力い

ただけますと幸いです。詳しくは本紙 12 面の

トピック②をご覧ください。 
（社会環境部会代表 増田知久）

自然環境部会

 6 月例会は 11 日（金）福田ビル 3 階にて 12
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 

5 月 24 日（月）23 名参加 
②池辺公園定例活動 6 月 8 日（火）10 名参加

 池辺公園から足を延ばして川越水上公園方向

に入間川の河川敷をウォッチング。シンジュや

アカメガシワのパイオニアプラントや特定外来

生物が繁茂する土手沿いの行き止まり近くにア

キニレの大きな木。川越では珍しい樹木。 
③笠幡の森 生き物調査・観察会 5 月 26 日

（水）10 名参加 鶴ヶ島の「太田ヶ谷の森」も

チェック 
④ナラ枯れ対応レポート 2021 TWT（トラン

ク・ウィンドウ・トラップ）と「かしながホイ

ホイ」を 6 月 10 日（木）に設置 
⑤上松原ふるさとの緑の景観地の再生活動 48
00m2の個人所有の雑木林 植物調査、下草刈り

など 
2. 協議事項 
①かわごえ生き物調査 2021 の未調査メッシュ

コードの進捗状況の確認、今後の進行計画につ

いて 寺尾調節池の調査を 6 月 18 日に行うこ

となど。 
②生き物調査のまとめ方として、先行して実施

している自治体（例：越谷市、札幌市など）の

例を見比べた。 
③ナラ枯れ被害木への対応について 「（仮称）

川越市森林公園」計画地においてカシナガホイ

ホイ＋防虫ネット、TWT などの防除法を 5 月中

に試みたが、それらの成果や課題の検討。ナラ

枯れ対応は Y氏が川森活動メンバーと、精力的

に対策を行っていて、トラップに何十匹もかか

っている。さまざまな方法を試みる中で、カシ

ナガの生態や実態が次第にわかってきている。

カシナガの活動が活発になる夏が正念場。 
（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。
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【予告】かわごえ環境ネットからのおしらせ・主催・後援行事

【トピック①】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: kikum

s@beige.ocn.ne.jp 
なお、秋のクリーン活動 10 月 16 日（土）、冬

の川越中心市街地歳末まち美化活動 12 月 19 日

（日）を予定しています。

【トピック②】「川越市の農業に関するアンケート」回答のお願い（社会環境部会）

 会員の方には、今月号に「川越市の農業に関

するアンケート」を同封しています（またはメ

ールサービスでお送りします）ので、ご協力い

ただけますと幸いです。

●アンケート対象者

川越市在住の方、および川越市内に通勤通学

しているなど本市にゆかりのある方（会員の有

無は問いません）

●アンケートの提出方法

①オンライン

アンケートフォーム（Googleフォーム） 

スマートフォンやタブレット端末から上記の

QR コードを読み取っていただき、必要事項を

ご記入の上、回答ください。

②FAX
今月号同封のアンケート回答用紙のみを以下

の宛先までご提出ください。

③郵送

以下の宛先に郵送ください。ただし、郵送費

は自己負担である旨、ご了承ください。

【宛先】

かわごえ環境ネット事務局（川越市環境部環境

政策課）

〒350-8601 埼玉県川越市元町 1-3-1 

Fax.049-225-9800 
E-mail: kankyoseisaku@city.kawagoe.saitama.jp

【トピック③・後援】「アースデイ川越 in昭和の街 2021」出展者募集（7月 30日まで）
本会は、第 23 回アースデイ・イン・川越実行

委員会が主催するイベント「アースデイ川越 in
昭和の街 2021」を後援しています。 

本会団体会員のみなさまには、「アースデイ川

越 in 昭和の街 2021」出展者募集要項と出展企

画書（提出書類）を本紙に同封しています。会
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員向けメールサービス利用者にもご案内します。 
 10 月 3 日（日）-11 日（日）にオンライン及

び蓮馨寺境内（10 月 3 日のみ実施、川越市連雀

町 7-1）で実施するイベントにぜひご出展、ご参

画ください。 
出展者応募期間：6 月 21 日（日）〜7 月 30 日

（金）必着 
提出書類：「アースデイ川越 in 昭和の街 2021」
オンラインフォーム（QRコード）または出展企

画書（http://showanomachi.net/earthday/にありま

す）を下記提出先に提出 

 
「アースデイ川越 in昭和の街 2021」出典企画書 
オンラインフォーム QRコード（Googleフォーム） 

【提出・問い合わせ先】 
第 23 回アースデイ・イン・川越実行委員会 委

員長：小瀬博之 

E-mail: earthdaykawagoe@googlegroups.com 
 

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 12 日・26 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） 
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 13 日・8 月 10 日・9 月 14 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（川越市環境政策課と共催） 
期日：8 月 21 日（土）9:30-12:00 
定員：20 名、参加費：200円 
講師：釣巻岳人氏、江村薫氏 
申込：川越市環境政策課（Tel.049-224-5866）。詳
細は広報川越 1474号（令和 3 年 7 月）を参照

会合 
◆広報委員会（2021年 7月度） 
日時：7 月 7 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 8 月 4 日（水）9:00-9:30オンライン 
●社会環境部会（2021年 7月度） 
日時：7 月 9 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 8 月 13 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 7月度） 
日時：7 月 9 日（金）15:00-17:00 
場所：福田ビル 3階会議室 

＊8 月は休会 
＊次回は 9 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（2021年度第 4回） 
日時：7 月 14 日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 8 月 18 日（水）9:00-10:00 同所 
◆理事会（2021年度第 5回） 
日時：7 月 14 日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊8 月は休会 
＊次回は 9 月 22 日（水）10:00-12:00 同所

◆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します。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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【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 

◎マコモ葉収穫体験

日時：7 月 10 日（土）10:00-15:00（9:30 受付開

始）

午前：マコモ葉収穫体験

午後：縄ない体験及び昔ながらの農機具体験

場所：川越市福田のマコモ田んぼと古民家

集合場所：里山古民家（川越市福田 339-1） 
参加費：無料

 日本薬科大学の農業体験プログラムとして行

うものですが、同時に一般募集をするものです。

午後は縄ない体験などを行います。

◎田んぼ懇談会

日時：7 月 24 日（土）16:00-18:00
場所：里山古民家（川越市福田 339-1）
参加費：無料

かわごえ里山の活動に興味のある方はどなた

でも参加できます。Zoom 参加も可能です。 
◎「いただきます ここは、発酵の楽園」上映会
日時：8 月 25 日（水）1 部 11:00-12:30, 2 部 14:

00-15:30
場所：ウェスタ川越 2F リハーサル室（小ホー

ル）（川越市新宿町 1-17-17）
入場料金：1,000円/当日 1,200円（高校生以下無

料、中学生以下は保護者同伴、大人 1人につき

小中学生 2 名まで無料、乳幼児参加可能）

予約/申込：QRコードまたは空メールを送信

予約サイト（Googleフォーム） 

E-mail: Itadakimasu.kawagoe@gmail.com
主催：Healthy and happy children（HHC）
共催：かわごえ里山イニシアチブ

自然栽培農産物プチマルシェも開催

映画『いただきます ここは、発酵の楽園』公式サイト
https://itadakimasu2.jp 

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 6 日（火）・16 日（金）, 8 月 3 日

（火）・20 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 11 日・8 月 8 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 24 日・8 月 28 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。
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①7月 25日（日）9:00-11:00 
 新河岸川観音下橋横集合。東武東上線鉄橋横

の埼玉土建事務所前の川の中と両岸清掃しなが

ら三日月橋まで。近くの駐車場で分別整理して

解散。 

②8月 22日（日）9:00-11:00 
 新河岸川中流域。杉下橋右岸横集合。両岸横

の歩道ごみ拾い。琵琶橋たもとまで。オアシス

裏口のごみ集積場所で分別整理。保管依頼して

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。 
①7月 15日（木）10:00-12:00「水について」 
②8月 19日（木）10:00-12:00「太陽熱の使い方」 
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：7 月 25 日（日）10:00-12:00 
場所：かほく運動公園（川越市霞ヶ関北 6-28-2）
前の親水ゾーン 

 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：7 月 14 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） 

①7月 11日（日）10:00-12:00 
 古代ハスが咲き始め、カイツブリやカルガモ

のひな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 8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。
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イベントカレンダー（7月 4日〜9月 4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 

7.4 
 

7.5 
 

7.6 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

7.7 
◆9:00 広報委

員会 

7.8 
 

7.9 
●13:00 社会環

境部会 
●15:00 自然環

境部会 

7.10 
◎10:00 マコモ

葉収穫体験 

7.11 
◎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 

7.12 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

7.13 
★9:00 池辺公

園定例活動 

7.14 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 
◎9:00 雑木林

の手入れ 

7.15 
◎10:00 かんき

ょうサロン 
○本紙 8 月号

投稿期限 

7.16 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

7.17 
 

7.18 
★9:30 夏の郊

外クリーン活動 

7.19 
 

7.20 
 

7.21 
 

7.22 
海の日 

7.23 
スポーツの日 

7.24 
◎13:30 まち美

化啓発運動 
◎16:00 田んぼ

懇談会 
7.25 
◎9:00 新河岸

川市内流域清掃 
◎10:00魚類調査 

7.26 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

7.27 
 

7.28 
 

7.29 
 

7.30 
○「アースデイ

川越 in 昭和の

街 2021」出展

企画書提出期限 

7.31 
 

8.1 
 

8.2 
 

8.3 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

8.4 
◆9:00 広報委

員会 

8.5 
 

8.6 
 

8.7 
 

8.8 
山の日 
◎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 

8.9 
振替休日 

8.10 
★9:00 池辺公

園定例活動 

8.11 
 

8.12 
 

8.13 
●13:00 社会環

境部会 

8.14 
 

8.15 
○本紙 9 月号

投稿期限 

8.16 
 

8.17 
 

8.18 
◆9:00 事業運

営委員会 

8.19 
◎10:00 かんき

ょうサロン 

8.20 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

8.21 
★9:30 虫の観

察会 
8.22 
◎9:00 新河岸

川市内流域清掃 

8.23 
 

8.24 
 

8.25 
◎11:00,14:00
「いただきます

 ここは、発酵

の楽園」上映会 

8.26 
 

8.27 
 

8.28 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

8.29 
 

8.30 
 

8.31 
 

9.1 
◆9:00 広報委

員会 

9.2 
 

9.3 
 

9.4 
 

★：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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