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夏の郊外クリーン活動（7月 18日）報告 

かわごえ環境ネットでは、年に 4 回のクリー

ン活動を開催しています。夏は、7 月 18 日（日）

に 39 名の参加で実施しました。（記事 6-7 面）

川越の「宝」霞ヶ関カンツリー倶楽部

霞ヶ関カンツリー倶楽部東 18番ホールの池 
（2016年 8月 3日「気温等観測調査」にて小瀬撮影） 

2019 年 2 月開催の「かわごえカフェ」で作成

した“川越のお宝マップ”の場所を訪ねる『川

越の「宝」をたずねて』の連載も 26 回目。今回

は、東京 2020 オリンピック会場になった霞ヶ

関カンツリー倶楽部の紹介です。（記事 4 面） 
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【コラム】社会と環境について思うこと（13）大江戸しあわせ指南～身の丈に合わせて生きる

石川英輔先生の講演会資料と著書

2010 年 2 月に開催された「第 8 回かわごえ環

境フォーラム」で『江戸の生活に見習えるか？』

というテーマで講演していただいた石川英輔先

生のご著書です。川越環境保全連絡協議会主催、

2013 年新春講演会『2050 年は、江戸時代!!』と

いうテーマでの講演で、この時購入したもので

す。

 石川先生は、江戸時代の日本のエネルギー、

資源のリサイクル状況など、江戸庶民の生活の

知恵や合理的でむだのない暮らしぶり、生活を

楽しむ術を紹介されています。

 持続可能・永続可能は江戸時代にあると石川

先生から学んだとネットワーク『地球村』代表

高木善之氏に聞いて、石川英輔先生の講演会を

聴きたくて探していたときでした。

 『江戸の生活に見習えるか？』江戸の生活ま

で戻るのは、、、難しい。できない!!と思いました。

が、『2050 年は、江戸時代!!』となると、こども

たちは 60 代後半、孫たちは 30 代、ひ孫も生ま

れているかもしれないと思ったら、自分のでき

ることはしておきたいと思い直しました。

 改めて、真夏の江戸の気温の上がらなくする

工夫（土蔵よりも木造、石垣や石畳の冷めにく

さ、土の道と石畳の差、打ち水をどこにいつ撒

けば涼しいかなど、昔からの常識を昔の人は知

っていました）、今日から実践し、伝えていきま

す。

この本のあとがきの中に、江戸時代の日本で、

人々は国内の資源と太陽エネルギーを巧みに利

用してほぼ完全な循環型社会を築き上げ、きわ

めて平和に暮らしていた。（中略）破れ障子も壁

土のはげ落ちも写実的に描かれているし、その

かなりの部分が、私の子どもだった昭和初年と

大差ないので、昔の絵師が手抜きせずに描いて

いることも確認できる。とあります。先生の子

どもだった昭和初年と同じような生活はいつご

ろまで続いたのでしょう。

真弓定夫先生の著書

輸送距離（食品の輸入先からの距離）1) 

各国のフード・マイレージの比較（品目別）2) 

「せめて昭和 20 年以前の自然からかけ離れ

ない生活を！」と伝えてくださった真弓定夫先

生。昭和 20 年前後の生活を比較した一覧表を

託されました。昭和 20 年以前の衣・食・住・光・

生活リズム・家事・はきもの等、石川先生の著
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書に書かれた『江戸の生活』と重なる部分があ

ります。農村地域の農家だった生家は、昭和 40
年ごろも炊事や風呂は薪、住は木造、火のこた

つに火鉢。食は身土不二（3～4里以内のもの）。

米・野菜・果樹（柿・桃・ビワ・山桃・ミカン）

や、イチゴ・スイカは、家の田畑で採れた旬の、

もの。ヤギと鶏を飼い、乳と卵も自家製でした。

衣類は通気性のある綿で、切れたり穴があいた

りしたら上手に繕って着ています。壊れた物は

直します。 
 子どもの頃の家々はひさしが大きく、夏の日

差しや雨を防いでくれました。急な雷雨もそこ

をお借りしたものです。 
魚が住める水質（BOD5mg/L）にするために必要な水の量3)を改変 

 

 
“かんきょうサロン”での中高理科の実験 

 「三尺流れれば水清し」 
 水もきれいでした。我が家は井戸水が基本で

した。山間部の母の実家に行くと、川で鍋や釜

を洗いました。灰と藁（わら）たわしでした。

「下の人たちも使うから、汚さないようにね」

と祖母の声がいつもありました。その澄んだき

れいな川にスイカを冷やします。共同で使う前

の家の人達と一緒に楽しみました。 
 ミカン山に登る沢の水のおいしかったこと。

今、80歳越えた方たちの中、「学校の帰り道に、

よく沢の水を飲みましたよ。冷たくておいしか

ったですよ」と話される。 
 水に関心を持ち“第 4 回水シンポジウム in東
京”等に参加し、浄水場の所長さんといろいろ

お話が聞けました。「〇〇な状態でと言っている

以上、言えません」とのことです。今でも小学

校の総合学習では「水源もきれいになりたい～

これだけの“汚れのもと”を水に流したら？」

の図を使い学習していると小学校の先生にお聞

きしました。魚の住める水質（BOD5mg/L）にす

るために必要な水の量は…風呂おけ何杯分？風

呂おけ 1 杯は 200L です。子どもたちは“汚れ

のもと”を排水に流さないようにしています。 
 公民館での“かんきょうサロン”で、中高理

科の実験をします。水の中を見た参加者の反応

はいろいろですが、「自分の汚した物が自分に戻

って来るのね。今日から流さないようにしない

とね」の発言が多いです。新グループが誕生し

ました。 
 子どもたちに自然豊かな環境を手渡すために

伝え続けます。      （松岡壽賀子） 
出典・参考文献 
1) 特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉：BUY LO
CAL 埼玉を食べよう!!（2010.12） 
http://www.kannet-sai.org/BUY_LOCAL/ 
2) 中田哲也：食料の総輸入量・距離（フード・マイレー

ジ）とその環境に及ぼす負荷に関する考察、農林水産政

策研究所レビュー No.11、pp.9-15（2004.3） 
https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/review/011.html 
3) 東京都環境局：とりもどそうわたしたちの川を海を 
きょうからはじめる生活排水対策（2008.3） 
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/pollution/life_drai
nage/life_drainage.html 

 

品名 量

魚が住める水質

（BOD5mg/L）
にするために必

要な水の量は風

呂おけ（200L）
に何杯分？

BOD(g) 窒素(mg) りん(mg)

しょう油（濃い口） 大さじ1杯15mL 2.6 2.6 230 27
みそ汁（具なし） お椀1杯200mL 3.8 3.8 260 9.2
牛乳 コップ1杯180mL 20 20 880 150
マヨネーズ 大さじ1杯15mL 20 20 60 12
天ぷら油 使った油500mL 840* 840* 700* 15*

（東京都環境局調べ。ただし、*は国立環境研究所資料）
編者注：出典元は風呂おけ300Lで算出しているが、コラムと実使用に合わせて改変した。

◆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、①本紙（毎月発行）、その他かわごえ環境ネットからのおしらせの郵送（また

はメール配信）、②イベント情報、会員情報の掲載（郵送またはメールでの添付、本

紙・ホームページへの掲載）、③かわごえ環境ネットが主催する事業への出展や優先

参加、④総会、専門委員会への参加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円です。詳細は、かわごえ環境ネット事務局（川越市環境政策課）

に問い合わせるか Web サイト（https://kawagoekankyo.net）をご覧ください。 
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【コラム】川越の「宝」をたずねて（26）霞ヶ関カンツリー倶楽部
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、「霞ヶ関カンツリー倶楽部」 
東京 2020 オリンピック競技大会のゴルフ競

技場になっている霞ヶ関カンツリー倶楽部は、

發智庄平（笠幡の旧家の当主）の尽力により 19
29 年（昭和 4 年）に開設されました。当時は、

世界恐慌の最中であり、6 年前の関東大震災（1
923 年）による経済打撃も引きずっている社会

情勢の中でのことです。

 開設当初は、本オリンピックの会場となって

いる東コースのみでしたが、1932 年には西コー

スも完成し、日本で初めて 36 ホールを持つゴ

ルフ場になりました。戦後は米軍によって接収

されますが、東コースは買い戻され 1952 年に 1
8 ホールが復旧、西コースも野戸池周辺の土地

を買って 1954 年に西コース 18ホールが完成、

36ホールが復活しました。36ホール復活の 2 年

後には西コースで日本オープンが開催され、さ

らにその翌年には東コースで東洋初のカナダカ

ップ（現ワールドカップ）が開催され、日本に

ゴルフブームをもたらしました。

2017 年 11 月 5 日には、訪日したアメリカ合

衆国大統領ドナルド・トランプ大統領と安倍首

相がここでプレーをしながら首脳会談が行われ

ました。霞ヶ関カンツリー倶楽部が開設した 19
29 年から一世紀近く経つ 2021 年、この東コー

スでオリンピックゴルフ競技が開催されていま

す。

 霞ヶ関カンツリー倶楽部の開設に尽力した發

智庄平は、ゴルフ場が村の人々の仕事場になり

村の発展につながるとの考えから建設を決意し

たと、参考文献にあります。發智庄平は、郷土

発展の礎となる人材育成のための教育者もめざ

し、笠幡学校教師・校長、鳳鳴学校訓導、黒須

高等小学校訓導兼校長を勤め、その後は黒須銀

行頭取、霞ヶ関村村長、日米生糸株式会社取締

役、埼玉育児院院長など歴任し、1936 年に 73歳
で亡くなりました。生涯をかけて道徳の普及振

興、勤勉貯蓄や殖産の奨励、社会改良のため教

育や社会事業に取り組んだ人物です。

 目に見えない“想い”が、目に見える“霞ヶ

関カンツリー倶楽部”の姿となってその時代の

人々を魅了し続けていることが、川越市の宝で

すね。

この霞ヶ関カンツリー倶楽部は、41万坪に及

ぶ広大な敷地に約 1万本余の樹木があり、季節

の鳥たちの暮らしの場にもなっています。この

自然環境を活用して自然のなかで遊戯や散策を

楽しめるよう近隣の幼稚園や保育園の園児ある

いは養護施設の方々に休業日に施設を開放した

り、地元中学校生徒の職場体験活動の受け入れ

も行っていたりいて、地域の人々と森の生き物

が共生する場という、もう一つの顔を持ってい

る霞ヶ関カンツリー倶楽部にも親しみが湧きま

す。

霞ヶ関カンツリー倶楽部東 18番ホールの池 
（2016年 8月 3日「気温等観測調査」にて小瀬撮影） 

霞ヶ関カンツリー倶楽部

埼玉県川越市大字笠幡 3398 
https://www.kasumigasekicc.or.jp 

（飯島希）

参考文献

霞ヶ関カンツリー倶楽部と発智庄平－川越にオリンピッ

クがやってくるまで、川越市立博物館（2021.7） 
編者注 9 月 5 日（日）まで上記参考文献の特別展示が

川越市立博物館で行われています。詳しくは川越市ホー

ムページでご確認ください。
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【報告】かわごえ環境ネットの活動

「キノコの観察会」報告（7月 3日） 自然環境部会

日時：7 月 3 日（土）9:30-12:00 
講師：大久保彦氏、稗島英憲氏

場所：「（仮称）川越市森林公園」計画地、南文

化会館

参加者：19 名、スタッフ 4 名 
2008 年 9 月に第 1 回の「キノコの観察会」を

始めて 2019 年まで 12 回行い、昨年はコロナ禍

で中止になり、今年は感染対策をとって再開い

たしました。当日は朝から雨が降っていたので

心配でしたが、開始するころになると雨はやみ

ました。

A グループと B グループに分かれ、観察会資

料ときのこ冊子を手に元気に林の中へ。初めて

目にする色とりどりのきのこに大人も子どもも

大はしゃぎ。最初は、きのこにさわることに不

安気だったようですが、講師の説明を聞いて興

味がわき、採取したきのこはバスケットの中へ。 
チャウロコタケは「ワーとっても薄い、ペラ

ペラだー」などと声があがり、みんなで代わる

代わるさわって観察。ホコリタケでは押してへ

こんでも弾力があり、元に戻るなどを体験。カ

ワリハツの緑系のものは、さわると傘の表面が

ヌルヌルすると大騒ぎ。チチタケではキズをつ

けると白い乳液が見る間に噴き出てくるのを見

てビックリ、匂いをかいて「いい匂い、きのこ

の匂いがする」など。小さなベージュの花のよ

うなヒメツチグリを見て「小さいね、お花みた

いだね、本当にきのこなの」との声も。また林

の中は、どこを歩いてもフカフカしていて気持

ちがいいね、ととてもうれしそうでした。

オニイグチモドキの傘は、真黒な鱗片を密生

し、割ると赤く変色し興味津々。講師の方が鱗

片のボチボチがイノシシの鼻の感触によく似て

いるので、イグチと言います。「でも私はイノシ

シの鼻は、さわったことがありません」と言っ

たので一同大笑い、楽しい一幕も。ツチカブリ

やシロハツでも味を試して「ワーピリピリする、

苦い」と散々な方も。

 再び部屋に戻り採集したきのこを、新聞紙を

敷いたテーブルに並べ、用意された紙に子ども

たちがきのこの名前を書き、きのこの横に置き

みんなで観察。最後に講師の方々に聞きたいこ

とはありますかとの問いに、「ここにあるきのこ

の中で一番珍しいものはどれですか？」。講師の

方々は、「珍しいきのこはないです。」と答えら

れみんな大笑い。和やかな雰囲気の中、観察会

は終わりました。

（森田たか子）

あちこちにキノコがありますね 小さなキノコ博士 ヒメツチグリ

コキララタケ ぼくも見つけたよ キノコ鑑定団
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キノコ観察会確認種リスト［観察日：2021 年 7 月 3 日、場所：（仮称）川越市森林公園計画地］ 

夏の郊外クリーン活動（7月 18日） 

やすらぎの里での集合写真

活動地図

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。

7 月 18 日（日）に市民、団体や事業者に参加

を呼びかけ「夏の郊外クリーン活動」を行いま

した。

9 時 30 分に「やすらぎの里」に集合した参加

者は 39 人、昨年と同じ人数、コロナウイルス感

染対策のため、体温測定、手の消毒を行い、三

密に配慮しました。

9 時 45 分、参加者は 5班に分かれ、各リーダ

ーの誘導で国道 16号、254号などの道路や空地

No. 種名 科名 No. 種名 科名

1 アイタケ ベニタケ 28 コゲチャイロガワリ イグチ

2 アオゾメタケ ツガサルノコシカケ 29 スエヒロタケ スエヒロタケ

3 アオゾメツチカブリ ベニタケ 30 チチタケ ベニタケ

4 アシグロタケ タマチョレイタケ 31 チャウロコタケ ウロコタケ

5 アミスギタケ タマチョレイタケ 32 ツチカブリ ベニタケ

6 アワタケ イグチ 33 ツノフノリタケ アカキクラゲ

7 ウコンハツ ベニタケ 34 ツノマタタケ アカキクラゲ

8 ウスキモリノカサ ハラタケ 35 ツルタケ テングタケ

9 ウラムラサキ ヒドナンギウム 36 テングタケ テングタケ

10 オオミノコフキタケ マンネンタケ 37 ドクベニダマシ ベニタケ

11 オキナクサハツ ベニタケ 38 ニセアシベニイグチ イグチ

12 オニイグチ イグチ 39 ネンドタケ タバコウロコタケ

13 カイガラタケ タマチョレイタケ 40 ハナオチバタケ ホウライタケ

14 カワラタケ タマチョレイタケ 41 ヒイロタケ タマチョレイタケ

15 カワリハツ ベニタケ 42 ヒビワレシロハツ ベニタケ

16 キアシグロタケ タマチョレイタケ 43 ヒメツチグリ ヒメツチグリ

17 キイボカサタケ イッポンシメジ 44 フクロツルタケ テングタケ

18 キクラゲ キクラゲ 45 フサヒメホウキタケ マツカサタケ

19 キチチタケ ベニタケ 46 ヘビキノコモドキ テングタケ

20 キチャハツ ベニタケ 47 ホウロクタケ ツガサルノコシカケ

21 キツネノハナガサ ハラタケ 48 ホコリタケ ハラタケ

22 キヌハダトマヤタケ アミガサタケ 49 マツオウジ キカイガラタケ

23 クロアザアワタケ イグチ 50 ミドリニガイグチ イグチ

24 クロハツ ベニタケ 51 ヤブレベニタケ ベニタケ

25 ケショウハツ ベニタケ 52 ヤマジノカレバタケ ツキヨタケ

26 ケシロハツ ベニタケ 53 ヤマドリタケモドキ イグチ

27 コキララタケ ナヨタケ
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の清掃活動を開始、11 時過ぎに「やすらぎの里」

に戻り、集めたごみの分別作業を行い解散いた

しました。猛暑の中、熱中症に気をつけながら

の活動でしたが無事終了しました。 
 今年の参加者の内訳は、武州ガス、ビージー

エンジニアリング、本庄ガス社員有志 10 名、第

一生命川越西部オフィス社員有志 12 名、市民

の方々、かわごえ環境ネット会員など、20 代～

80 代後半までの幅広い年齢構成でした。ありが

とうございました。 
 今回のクリーン活動は、かわごえ環境ネット

社会環境部会の支援、渡辺利衞さん、中村正幸

さんの尽力により行われました。ありがとうご

ざいました。        （菊地三生）

 
武州ガス ビジーエンジニアリング 本庄ガス  

第一生命川越西部オフィス 

 
活動開始 足取り軽やか!! 

 
草むらの中にポイ捨てごみが 

 
九十川沿い ポイ捨て多し 

 
細かいポイ捨てごみを拾いながら 

 
がんばりました 

 
本日の成果 昨年より多い 
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【報告】会員の活動

6 月から 7 月にかけて「生きもの観察会」「日本薬科大学の農業体験会」「ひまわりの種ま
き大作戦」を行いました NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

 
ビオトープで生きもの探し 

 
マコモ葉収穫体験 

 
ひまわりの種まき大作戦 

田んぼの生きもの観察会 
 6 月 26 日（土）に、毎年人気のイベントで、

かわごえ里山イニシアチブとかわごえ環境ネッ

トの共催による「田んぼの生きもの調査」を兼

ねた「田んぼの生きもの観察会」を、川越市福

田の CO 江戸かわごえ初雁の里田んぼで実施し

ました。この生きもの観察会では、出現する生

きものレア度を点数化して田んぼの環境の度合

いを計算するというもので総合得点 32 点でし

た。 
 2014 年から始めて、これまでは 26 点から 28
点くらいでしたが、初めての 30 点超えで、無農

薬で活動する田んぼで年々環境がよくなってい

ることを確認できました。 
日本薬科大学の農業体験会 
 7 月 10 日（土）は、初めての日本薬科大学と

の連携の農業体験を開催しました。蔵の街の観

光だけではない農業体験エコツアーの始まりの

第 1 弾となりました。 
 日本薬科大学では、漢方薬学分野の高野研究

室でマコモの成分析研究が進んでいます。この

日は、農業体験のほか、高野文英教授から土壌

菌と腸内細菌との健康に関する話題のミニ講演

も即興で行われ、参加学生のみならず我々会員

にとっても改めて食と健康について考えさせら

れたたいへん有意義な 1 日となりました。今後、

土壌菌がいのちを育む上でいかに大切なことか

を連携して伝えていければと期待しています。

かわごえ里山では、今後日本薬科大学と連携し

て、地域の食と健康に貢献していきたいと思い

ます。 
ひまわりの種まき大作戦 
 7 月 18 日（日）には、福田の田んぼの休耕田

にミツバチの蜜源にもなるひまわりの種まき大

作戦を行いました。ひじょうに暑い中、大勢の

参加をいただき、3 歳の小さなお子さんの種ま

き参加もありました。この種まき作戦に刺激を

受けて、自分の休耕田の田んぼにも種をまきた

いという希望の村の方が現れて、新たな蜜源を

確保することができそうです。 
 ひまわりの種まき大作戦のあと、急きょ田ん

ぼのすぐ近くで、珍しいニホンミツバチを養蜂

しているお宅のミツバチ見学会を行いました。

川越市福田の田んぼは自然豊かな田んぼ風景を

取り戻しつつあります。 
（増田純一）

木杭をリフレッシュ 川越フォレストクラブ

 7 月 14 日（水）、13名の参加者により活動。

今回は古い杭を撤去して新しい杭に交換する作

業でした。作業するにあたり、ヘルメットの着

用方法から教わりました。初めてのヘルメット

着用にワクワク感からドキドキ感に変わり、ヘ

ルメットのベルトを締めるとなぜか「がんばる

ぞ」という気持ちになりました。 
 セミの声を耳にしながら林道を進み、川越初
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雁高校近くの活動場所に到着。そこには、クズ

やヤブガラシなどのツル植物が繁茂し、倒木も

あちこちに。 
 鎌や鋸を使い作業開始。ほどなく小気味よい

杭打ちの音が林内に響き渡り活気がみなぎる。

杭打ち経験のない人たちも代わる代わる掛矢

（かけや）を握り杭打ちに挑戦。わきあいあい

と作業は続き、やがてロープ張り。ロープで 2
つの輪を作り杭に掛けるのですが、簡単そうに

見えてなかなか難しく何度も練習しました。そ

のかいがあり、たわみもなく完璧に張られたト

ラロープ、まさに感無量です。 （森田たか子）

 
根腐れして触ると倒れそうな木杭 

 
新しい杭は公園整備課が準備 

 
掛矢で打つのは力がいる

 
ロープをかけていく 女性陣の出番 

 
ピーンとすっきり張れた 

 
今日もいい汗かきました 

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

 7 月 14 日（水）9:00-10:00 に第 4回事業運営

委員会、10:00-12:00 に第 5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川越市市制施行 100周年記念事業について検

討しました。具体的なイベントの内容や予算、

スタッフ体制等について、8 月の事業運営委員

会で再度検討することし、理事会の書面審議を

経たうえで、「提案型補助事業」に応募する方向

で進めることとしました。また、来年 2 月に開

催予定のかわごえ環境フォーラムを「冠付け事

業」に申請することにしました。 
②「第 20回かわごえ環境フォーラム」を来年 2
月 26 日（土）にウェスタ川越にて実施する方向

で検討することにし、会場予約をすることにし

ました。基調講演の講師については 8 月の事業

運営委員会で再度検討することにしました。 

③夏の郊外クリーン活動についての参加人数や

当日のスケジュール等を確認しました。 
④後援している「アースデイ川越 in昭和の街 2
021」について、会場でのワークショップ、オン

ライン配信、オンデマンド配信での開催を予定

しているとの報告をしました。本会の出展内容

については、事業運営委員会で企画している内

容を出展企画書にまとめ、小瀬が 7 月 30 日の

期限までに提出し、詳細は 8 月の事業運営委員

会にて決定することとしました。 
⑤10 月 16 日（土）午前に開催予定の秋のクリ

ーン活動は、川越まつりが実施されないため事

前予約者に対しての実施としました。 
⑤会員動向：1団体が入会し、7 月 14 日現在の

会員数は、個人 143、民間団体 24、事業者 25、
行政 1 の合計 193 となりました。（小瀬博之）
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社会環境部会

 7 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。 
 例会前半の 1時間では、今年の 2月 27日（土）

に開催しました第 19 回かわごえ環境フォーラ

ムで活動報告をしてくださった丸岡巧美さんが

出席され、丸岡さんより「家庭の省エネ」につ

いて発表していただきました。発表では省エネ

をしていくためのエアコンや照明の使い方、電

気料金のしくみ等についてお話しいただきまし

た。発表後のディスカッションでは、社会環境

部会の参加メンバーより、そもそも電化製品を

使わないための生活の工夫や電力自由化により

電気を自分たちで選ぶことの大切さ、そして電

力を供給してくれている他のまちに思いを巡ら

せることの大切さなどの意見があげられ、充実

したディスカッションの場となりました。 

 例会の後半では、10 月 3 日（日）～10 日（日）

に開催予定の「アースデイ川越 in昭和の街」の

出展内容の検討および 12 月 4 日（土）に予定し

ている「環境講演会」について話し合いを進め

ました。今年の環境講演会では脱炭素社会をテ

ーマにしていくことで話が進んでいます。 
 また、7 月号より実施している「川越市の農

業に関するアンケート」についての途中報告も

行いました。こちらのアンケートは今月も継続

して回答を受け付けていますので、お時間の許

す方はアンケートの回答にご協力よろしくお願

いします（詳しくは本紙 11面をご覧ください）。 
 なお、社会環境部会の 8 月例会は休会です。

次回は 9 月 10 日（金）13:00-15:00 になります。 
（社会環境部会代表 増田知久）

自然環境部会

 7 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 

6 月 14 日（月） 20名参加 オカトラノオ、オ

オバノトンボソウ（ノヤマトンボ）、ウメガサソ

ウ確認 ナラ枯れ対策をチェック 
 6 月 28 日（月） 19名参加 第 2武蔵野ふれ

あいの森の手入れ 手動と動力でだいたい片付

いた クモキリソウ新たに 2 か所発見 
②池辺公園定例活動 この期間活動なし 
③「社寺林の観察会」 6 月 20 日（日） 喜多

院、中院 本紙 7 月号に報告済み 
④「田んぼの生き物観察会」 6 月 26 日（土）

「かわごえ里山イニシアチブ」と共催 30名 

本紙 9面を参照 
⑤「キノコの観察会」 7 月 3 日（土） 「（仮

称）川越市森林公園」計画地 18 名 本紙 5-6
面を参照 

⑥寺尾調節池の生き物調査 6 月 18 日（金） 

6名 植物、昆虫、野鳥など 
⑦ナラ枯れ対応レポート 2021 「（仮称）川越

市森林公園」計画地における TWT（トランク／

ウインドウ・トラップ）、かしながホイホイでの

捕獲数、飛来数の調査報告 
 他の地域の対策例として玉川上水、所沢航空

記念公園、智光山公園が紹介された。上記とほ

ぼ同様。 
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。分析例として外来種、

自生種の割合、メッシュコードごとの生息密度

などが提示され、それらについての意見交換が

あった。 
②「かわごえ里山イニシアチブ」の田んぼの生

きもの調査レポートで、今年は多様性ランクが

高かったことについて、元気の出る議論があっ

た。    （自然環境部会代表 賀登環）
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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・後援行事

【トピック①・再掲】「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、7 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

ールサービスでお伝えしています）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 
 7 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②】秋のクリーン活動 参加者募集（10月 16日）

 

 秋のクリーン活動の参加者を募集いたします。

本年も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 6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」とのテー

マで実施いたします。ご参加のほどよろしくお

願いいたします。 
活動の概要 
日時：10 月 16 日（土）10:00-11:45 
集合場所：本川越駅前交番（川越市新富町 1-22）
付近 
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

たごみを分別し解散 
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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：ベストとクリーン活動用の用具を用

意しております。

【トピック③・後援】「アースデイ川越 in昭和の街 2021」（10月 3日はハイブリッド開催）
 かわごえ環境ネットが後援する第 23 回アー

スデイ・イン・川越実行委員会主催の「アース

デイ川越 in昭和の街 2021」は、10 月 3 日（日）

の蓮馨寺（川越市連雀町 7-1）とオンラインのハ

イブリッドでの開催を中心として、10 月 10 日

（日）までを開催期間として実施予定です（会

場での開催は、会場の都合や今後の社会状況に

より実施の有無を決定します）。 

 現在、実行委員会で企画をまとめている状況

です。本紙 9 月号で詳細をお伝えします。最新

情報は「アースデイ川越 in昭和の街」ホームペ

ージで随時お伝えします。 

 
アースデイ川越 in 昭和の街ホームページ 
（http://showanomachi.net/earthday） 

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 13 日・27 日（月）9:30-12:30 
（8 月は休止） 
集合：川越南文化会館（ジョイフル） 
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） 
日時：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） 
日時：8 月 21 日（土）9:30-12:00 
定員：20名（すでに募集枠は満席）、参加費：2
00円 
講師：釣巻岳人氏、江村薫氏 

★小畔川魚とり遊び 
日時：9 月 19 日（日）9:30-12:00 
場所：かほく運動公園（川越市霞ヶ関北 6-28-2）
そばの親水ゾーン 
定員：20名 
申込：川越市環境政策課（Tel.049-224-5866）広
報川越 9 月号を参照のこと 
 「小畔川の自然を考える会」と共催 
★生き物観察会 
日時：9 月 25 日（土）9:30-12:00 
場所：川越水上公園（川越市大字池辺 880） 
定員：20名 
申込：川越市環境政策課（Tel.049-224-5866）広
報川越 9 月号を参照のこと 
 川越市環境政策課と共催

会合 
◆広報委員会（2021年 8月度） 
日時：8 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） 
◆事業運営委員会（2021年度第 5回） 
日時：8 月 18 日（水）9:00-11:00 
場所：福田ビル 3階会議室（川越市郭町 1-2-3） 
＊次回は 9 月 22 日（水）9:00-10:00同所 

●社会環境部会（2021年 9月度） 
（8月は休会となりました） 
日時：9 月 10 日（金）13:00-15:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊会員はどなたでも参加できます。 
●自然環境部会（2021年 9月度）（8月は休会） 
日時：9 月 10 日（金）15:00-17:00 
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場所：福田ビル 3階会議室 
＊会員はどなたでも参加できます。 

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

【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。 
 以下の日程については、緊急事態措置等によ

って中止、または、延期になる場合があります。 

     
Web サイト  Facebook ページ   Twitter  

◎「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 
◎稲刈り 
日時：9 月 18 日（土）9:00-お昼ごろまで（状況

により午後まで） 
場所：CO 江戸かわごえ初雁の里田んぼ（川越市

福田 310 地先） 

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： 8 月 3 日（火）・20 日（金）, 9 月 7 日

（火）・17 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：8 月 8 日・9 月 12 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： 8 月 28 日・9 月 25 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。 
①8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
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裏口のごみ集積場所で分別整理。保管依頼して

解散。 
②9月 26日（日）9:00-11:00 
 新河岸川下流域。旭橋右岸集合。上流、下流

に分かれて川沿いのごみ拾い。旭橋左岸横の空

き地で分別整理して解散。 

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。 

①8月 19日（木）10:00-12:00「太陽熱の使い方」 
②9月 16日（木）10:00-12:00「公共料金と太陽
熱の活用法」 
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：10 月 31 日（日）10:00-12:00 
場所：宮沢湖近くの源流部 

 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：9 月 8 日（水）8:30-12:00 
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 11 月 10 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） 

①8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。 
②9月 12日（日）10:00-12:00 
 サギやチドリの渡りの途中、伊佐沼で休んで

行きます。旅が無事でありますように静かに見

守りましょう。
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広報委員会からのおしらせ
◎映画「食の安全を守る人々」上映 
 本会会員である原村政樹監督から紹介があり

ました。ぜひご覧ください。 
上映場所・日時： 
①川越スカラ座（川越市元町 1-1-1, http://k-scal
aza.com）：9 月 18 日（土）-24 日（金）10:30、
9 月 25 日（土）-10 月 1 日（金）12:30（火・水
曜日定休） 
 9 月 18 日（土）10:30 の回上映後にゲスト：

原村政樹監督、9 月 25 日（土）12:30 の回上映

後にゲスト：山田正彦プロデューサー 
②新所沢レッツシネパーク（所沢市緑町 1-2-1新
所沢パルコレッツ館 4F, https://ttcg.jp/lets_tokoro
zawa/）：9 月 10 日（金）-23 日（木） 
 詳しくは、映画「食の安全を守る人々」公式

Webサイトをご覧ください。全国共通特別鑑賞

券（1200円）が販売中です。 

 
映画「食の安全を守る人々」公式 Web サイト 

https://www.kiroku-bito.com/shoku-anzen 
●本紙への原稿投稿を受け付けています 
 2021 年 9 月号（No.179，9 月 1 日発行予定）

の掲載原稿は、8 月 15 日（日）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.ne
t）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。 
★かわごえ環境ネットWebサイト 
 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。 

 
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

更新情報などを随時お伝えします。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。Facebo
ok をお使いの方は、「いいね！」してください。 

 
https://www.facebook.com/kawagoekankyonet 

③YouTubeチャンネル 
 かわごえ環境ネットYouTubeチャンネルで過

去のライブ配信動画の祭司長ができます。ぜひ

チャンネル登録と視聴をお願いします。 

 
かわごえ環境ネット YouTube チャンネル 

○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（8月 4日〜10月 9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 

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（休会） 

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 
 

9.5 
 

9.6 
 

9.7 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

9.8 
◎8:30 雑木林

の手入れ 

9.9 
 

9.10 
●13:00 社会環

境部会 
●15:00 自然環

境部会 
◎映画「食の安全

を守る人々 」上映

（新所沢, -9/23） 

9.11 
 

9.12 
◎9:30 まち美

化啓発運動 
◎10:00伊佐沼でバ

ードウォッチング 

9.13 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

9.14 
★9:00 池辺公

園定例活動 

9.15 
○本紙 10 月号

投稿期限 

9.16 
◎10:00 かんき

ょうサロン 

9.17 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

9.18 
◎9:00 稲刈り 
◎映画「食の安全

を守る人々」上映

（川越, -10/1） 
9.19 
★9:30 小畔川

魚とり遊び 

9.20 
敬老の日 

9.21 
 

9.22 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 

9.23 
秋分の日 

9.24 
 

9.25 
★9:30 生き物

観察会 
◎13:30 まち美

化啓発運動 
9.26 
◎9:00 新河岸

川市内流域清掃 

9.27 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

9.28 
 

9.29 
 

9.30 
 

10.1 
○10:00 秋のク

リーン活動参加

申込開始 

10.2 
 

10.3 
◎アースデイ川

越 in 昭和の街

（-10/10） 

10.4 
 

10.5 
 

10.6 
◆9:00 広報委

員会 

10.7 
 

10.8 
●13:00 社会環

境部会 
●15:00 自然環

境部会 

10.9 
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