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かわごえ環境ネット

アースデイ川越 in昭和の街（10月 3日〜） 

 
2021「ハイブリッドで楽しもう！」 

 かわごえ環境ネットが後援している 23 回目

の「アースデイ川越 in 昭和の街 2021」は、201
5 年に国連において採択された「SDGs」（持続

可能な開発目標）の普及啓発を図ることを目的

として開催する行事です。 
 10 月 3 日の蓮馨寺会場とオンラインのハイ

ブリッド開催を中心として 10 月 10 日まで開催

します。 
 会場開催は、今後の社会状況等により 9 月中

旬に実施の有無を決定します。いずれにしても

オンラインでのイベントは実施します。 
（詳細 11 面） 

秋のクリーン活動（10月 16日） 

 
 川越中心市街地の「秋のクリーン活動」を 1
0 月 16 日（土）に実施します。（詳細 10 面） 
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【コラム】川越の自然をたずねて（100）アーカイブを振り返って
表 コラム「川越の自然をたずねて」アーカイブ一覧

このコラムは 2012 年 9 月号に第 1 回「川越

の秋の七草を見る」でスタートし、ここで第 10
0 号を迎えるにあたり川越の自然の変遷を振り

返ってみたいと思います。記事を執筆された方

の中には既に故人となった方もおられます。大

辻晃夫氏、田崎愛知郎氏、鶴巻史朗氏が熱心に

通し

番号
タイトル 執筆者 掲載号

1 川越の秋の七草 見てある記 稗島英憲 2012年9月号 No.071
2 セミは何を伝えようとしているのか？ 過昌司 2012年10月号 No.072
3 新河岸川・新扇橋〜川崎橋を歩いて 宮澤宏次 2012年11月号 No.073
4 「川越の自然」を街路樹から見て 武田侃蔵 2012年12月号 No.074
5 鯨井の湧水に生息する希少な動植物 大辻晃夫 2013年1月号 No.075
6 川越の蝶2012　－川越の自然へのアプローチ－ 猪俣昇・過昌司 2013年3月号 No.077
7 くぬぎ山 横山三枝子 2013年4月号 No.078
8 川越のスプリングエフェメラル 賀登環 2013年5月号 No.079
9 川越の食べられるキノコについて 稗島英憲 2013年6月号 No.080
10 「（仮称）川越市森林公園」計画地・初夏の雑木林 宮澤宏次 2013年7月号 No.081
11 蓮と百日紅 武田侃蔵 2013年8月号 No.082
12 魚 魚 ギョッ 賀登環 2013年9月号 No.083

13 田んぼの生きもの5668種
みなみかぜ いきいき田
んぼの会

田崎愛知郎

2013年10月号 No.084

14 身近なチョウに親しむ 猪俣昇 2013年11月号 No.085

15 新河岸川 寺尾調節池の自然と美化活動 「調節池を愛する会」

加藤和徳
2013年12月号 No.086

16 伊佐沼の鳥 探鳥会の記録から見て（平成14年から25年）
埼玉県生態系保護協会

川越・坂戸・鶴ヶ島支部

笠原啓一

2014年1月号 No.087

17 川越の大きな樹 賀登環 2014年2月号 No.088
18 自然観察会に参加して想う 鶴巻史朗 2014年3月号 No.089
19 川越の桜 賀登環 2014年4月号 No.090
20 チョウの紹介（その1）セセリチョウ 猪俣昇 2014年5月号 No.091
21 入間川に魚道が完成しました 菅野仲夫 2014年6月号 No.092
22 チョウの紹介（その2）シジミチョウ 猪俣昇 2014年7月号 No.093
23 保護のための環境調査についての考察 須賀邦昭（寄稿） 2014年8月号 No.094
24 絶滅が危惧される水生植物 大辻晃夫 2014年9月号 No.095
25 雑木林に生息するセミは-いつまで耐えるのか土の中 - 過昌司 2014年10月号 No.096
26 「田んぼの生き物調査」（田んぼ活動）を拡げよう！ 田崎愛知郎 2014年11月号 No.097
27 川越を流れる川の自然を守ろう！ 菊地三生 2014年12月号 No.098
28 生物多様性保全とデータベース 賀登環 2015年1月号 No.099
29 川越の田んぼから生きものの賑わいを取り戻そう！ 増田純一 2015年2月号 No.100
30 チョウの紹介（その3）タテハチョウ 猪俣昇 2015年3月号 No.101
31 チョウを見つめて5年間-川越でチョウを知る - 過昌司 2015年4月号 No.102
32 若いナチュラリストに学ぶ 稗島英憲 2015年5月号 No.103

33 2015年田んぼの生き物調査（植物編）～里山ハーブを観る味わう！／"食べる"
生きもの調査へ！～

田崎愛知郎 2015年7月号 No.105

34 市井のナテュラリスト 賀登環 2015年8月号 No.106
35 キンランの成長と生態について 過昌司 2015年9月号 No.107
36 チョウの紹介（その4）シロチョウ科のチョウ 猪俣昇 2015年10月号 No.108
37 川越のキノコ 賀登環 2015年11月号 No.109
38 今福の雑木林におけるセミー6年間の観察結果 過昌司 2015年12月号 No.110
39 キツネノカミソリから見る自然界のふしぎ 菅野仲夫 2016年1月号 No.111
40 川越のスミレたち 稗島英憲 2016年2月号 No.112
41 チョウの紹介（その5）アゲハチョウ 猪俣昇 2016年3月号 No.113
42 チョウが教えるかわごえの環境 過昌司 2016年4月号 No.114
43 田んぼ周辺は食べられる野草の宝庫！野草やミツバチから学ぶ川越の自然 増田純一 2016年5月号 No.115
44 川越の爬虫類 賀登環 2016年6月号 No.116

45 坂戸城山の自然
坂戸サワギキョウの会

萩原章（寄稿）
2016年7月号 No.117

46 大人の自然観察 猪俣昇 2016年9月号 No.119
47 セミで自然環境への関心を 過昌司 2016年10月号 No.120
48 川越で遭遇した豊かな動植物 鶴巻史郎 2016年11月号 No.121
49 地域をチョウの視点で 猪俣昇・過昌司 2016年12月号 No.122
50 川越のスプリングエフェメラル（2） 賀登環 2017年2月号 No.124
51 最近の野鳥事情 稗島英憲 2017年3月号 No.125
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活動されていた在りし日の姿が目に浮かびます。 
 かわごえ環境ネットのホームページは見やす

く構成されていて、「月刊紙」をクリックすると

過去の月刊かわごえ環境ネットを見ることがで

きます。私は雨で外出できない夏の日に、「川越

の自然を訪ねて」の（1）から（50）まで読み通

してみました。インターネット上の PDF はカラ

ーですので様子がわかりやすいです。そのタイ

トルと執筆者を一覧表にしました。ここに書か

れました内容は、大きく分けるとトピック的な

もの、自然の経過観察にあたるもの、新たな取

り組みの報告などでしょうか。

通し番号の 1，3，4，9，11 などは街路樹、蓮

などの記事です。40 の記事は川越で珍しいサク

ラスミレですが、発見した喜びと次に行ってみ

た時はコンクリートの駐車場になっていたとい

うもの。田んぼ活動から生物多様性の実現をめ

ざす取り組みが「みなみかぜ」から始まりまし

た（参照：13，26，33，43）。今は福田地区にベ

ースを移し、地域とのコミュニケーションを図

りながら大きく発展しています。

 生き物調査のうち、チョウの調査が専門家で

ある猪俣昇氏の指導を仰ぎながら始まりました

（参照：6，14，20，22，30，31，36，41，42，
49）。このチョウの調査をベースに 2017 年から

の生き物調査につながっています。また、川越

の自然環境は緑地が減り続けて、さびしい現状

ですが、川の環境はよくなったのではないかと

思われます。県の事業の川辺再生などとリンク

して入間川に魚道がつけられ、魚類の環境はよ

くなったと思われます（参照：21，27）。 
50 号まで読んでみますと、かわごえ環境ネッ

ト会員のガンバリや願望がひしひしと伝わって

きます。改めてみなさまにアーカイブをご覧に

なることをお勧めします。51 号から 99 号まで

はまたの機会にお知らせします。 （賀登環）

「月刊かわごえ環境ネット」アーカイブ

https://kawagoekankyo.net/monthly 

2012 年みなみかぜ 2015 年寺山堰改修後 2016 年チョウの調査 

【コラム】社会と環境について思うこと（14）脱炭素社会に向けて（1）
はじめに

 今年も日本列島は線状降水帯が発生し、各地

に豪雨・水害をもたらした。今年から気象庁も

線状降水帯に関する情報を出すようになったが、

この気象現象が特異ではなく、毎年起こる現象

と位置づけたものである。その原因としては、

東シナ海・西太平洋の海水温が 30 年前の平均

温度より 1.1℃上昇しており、これが水蒸気の発

生量を 1割ほど増加させているのである。 
 世界各地からも異常気象のニュースが入って

きており、そのいくつかを挙げてみる。

 北米西海岸では熱波に襲われ、今年も大規模

な森林火災が発生し、オレゴン州では、東京 23
区の 2 倍以上の面積が焼失した。また、6 月末

にはカナダ西部で同国最高温度の 49.6℃を記録

したという。北極圏の各地でも 30℃を上回る気

温を観測し、さらに熱波が原因とみられる深刻

な森林火災がシベリア北部で発生し、温暖化を

加速するのではとの懸念が広がっている。

7 月に発生したドイツ・ベルギーのライン川

流域での大洪水では 180 人以上が亡くなり、多

くの町が壊滅状態となった。この豪雨の原因に
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ついても温暖化問題と直結して議論されている。

また、中国河南省で発生した大洪水は 1000 年

に一度の豪雨といわれ、鄭州市では地下鉄構内

にまで浸水し、地下鉄車両に閉じ込められた人

が多数亡くなったという。この豪雨の原因とし

て東シナ海の海水温が一部では平年より 3～
4℃も高かったためとの報道もある。 
 こうした現象は、地球温暖化の影響により必

然的に毎年のように発生し、人類の生命・財産

に甚大な被害を及ぼすことから、欧州を中心に

政治問題化してきている。日本でも菅政権は遅

まきながら 2050 年のカーボンニュートラル宣

言、2030 年の温室効果ガス 46％削減を発表し

た。しかしながら、その中身については具体性

に乏しく、この社会がどう変わっていくのか想

像できない方も多いと思う。筆者としては、こ

のコラムを利用して「脱炭素社会に向けて」と

題し、シリーズで情報提供していきたいと思う。 
脱炭素社会とエネルギー消費

脱炭素社会とは何を意味するのだろうか。日

本では、全使用エネルギーの約 85％は化石燃料

（石油・石炭・天然ガス）でまかなわれている。

それから CO2（二酸化炭素）が燃焼等により発

生することから、脱炭素とはエネルギーを消費

しないか再生可能エネルギーを使うしか方法が

ない。

図 1 一次エネルギー国内供給の推移 1) 

図 1 の一次エネルギー国内供給推移を見ると、

2019 年では CO2 を発生させる化石エネルギー

が約 85％で、非化石エネルギーである再生可能

エネルギー（太陽光・風力・地熱・バイオマス）、

水力、原子力が約 15％を占める。ここ数年の傾

向を見ると、非化石エネルギーの比率が増加し、

石油の消費量は、自動車の燃費向上や火力発電

所での使用が減じたことから減少傾向にある。

石炭と天然ガスは主として発電に供されるが、

使用量は横ばいである。

 こうした一次エネルギーである天然ガスから

は都市ガス製造や火力発電に供され、石油（原

油）からはガソリン、灯油、軽油、重油等が作

られ、それぞれ、自動車、航空燃料、貨物自動

車等に利用され、重油は電力等に回される。こ

うした使いやすい形となったエネルギーを二次

エネルギーと呼ぶ。図 2 で示すように、この一

次エネルギーから二次エネルギーへの転換に大

きなエネルギーロスが生まれ、これを転換ロス

という。特にロスが大きいのが電力で、通常発

電効率は 40～50％程度で、送電ロスも含め、約

60％のエネルギーは捨てられていることとなる。

すなわち、利用される電力の 1.5 倍のエネルギ

ーが主として熱として捨てられ、その分も CO2

発生の大きな要因である。

図 2 日本のエネルギーの流れ（2019 年度） 
1)の「我が国のエネルギーバランスフロー概要」を基に筆者作成 

発電によるエネルギーロスと CO2排出量 
9 電力会社により発電される事業用電力は年

間 0.85 兆 kWh にも及び、企業や家庭に届けら

れる。しかしながら、電力を産む過程で発生す

るエネルギーロスは 1.16 兆 kWh にもなり、発

電される電気よりも遥かにロスの方が大きいの

である。事業用電力に使われるエネルギーは日

本の総エネルギーの約 38％を占めるが、そのう

（単位1015　J)

19124 △6182 12942

原子力 537 事業用発電 7316 発電効率 家庭 1835
‹2.8%› 電力 3122 42.6% ‹14.2%›

（0.85兆kWh）
水力・再エネ 2358 発電ロス 4193 57.3% 運輸旅客 1714

‹12.2%› （1.16兆kWh） （内ガソリン 1341）
自家発電 1425

天然ガス 4510 電力 586 運輸貨物 1230
‹23.3%› （0.16兆kWh） （内軽油 843）

発電ロス 838
石油 7100 企業 事業所 他

‹36.7%› 8118

石炭 4848 石油精製・化学

‹25.0%› 産出量 6608
消費等 906

地域熱供給

産出量 1008
消費等 248

石炭製品・他

産出量 1839
消費等 527

都市ガス製造　　1736

二次エネルギー転換/損失一次エネルギー国内供給 最終エネルギー消費



月刊 かわごえ環境ネット 2021 年 9 月号 No.179 

- 5 -

ちロス分が半分以上の 22％も占めるのは不都

合な現実である。

1kWh あたりの CO2排出量は、電力会社から

報告があり、2019 年の東京電力の電力排出係数

は 0.441kg-CO2/kWh である。この数値が経済産

業省・環境省の認証を受けた後、全国に公布さ

れ、各企業や自治体が使用する電力に対する C
O2排出量の計算値に用いられる。これを基準に

事業用電力から排出されるCO2排出量を計算す

ると 3.8 億トンとなる。環境省から発表されて

いる 2019 年度の総温室効果ガス排出量は 12.1
億トン（CO2換算値）、うちエネルギー起源の C
O2排出量は 10.65億トンであることから、電力

からの CO2排出量の割合は 36％となる。

 この電力排出係数はどのようにして決まるの

か。

表 1 一次エネルギーの燃焼熱・排出係数 

表 1 からわかるように、石炭や石油の代わり

に C（炭素）に対して H（水素）の比率が高い

天然ガスの使用割合が増えれば電力排出係数は

下がり、CO2排出量は抑えられる。しかしなが

ら、前述の図 1 で示したようにコスト面から石

炭の使用割合が下がっていかないのは残念な傾

向である。石炭火力から天然ガスに全面的に切

り替えるだけでも排出係数は約 45％減少し、C
O2排出量は大幅に低下する。欧州では石炭火力

を全廃にする動きが活発であるが、日本では歯

切れが悪く、海外から非難の的になっている。

将来的には、CO2 を排出しない水素やアンモニ

アによる発電が計画されているが、天然ガスに

比べ、単位体積当たりの燃焼熱が小さく、発電

効率の低下が懸念される。また、水素を都市ガ

スに使うという案もあるが、この場合も熱量の

低下への対応が必要であろう。

水素は、液化してもその比重は極端に低く、

LNG（液化天然ガス）のように液化して運搬し

ても非常に効率が悪い。そのため、別の手段も

考案されている（別の機会に述べたい）。したが

って、水素を大型貨物輸送や大型船舶、航空機

に用いるのは現実的ではなく、代替燃料の開発

が望まれる。ちなみに、燃料電池車トヨタ“MI
RAI”は、水素を高圧（70KPa）で圧縮し、特殊

容器に充填して使用している。ちなみに、今回

の東京オリンピックの聖火には水素ガスが用い

られたという。環境を重視したパフォーマンス

であろう。

排出係数の話であるが、現実的には火力発電

所によって発電効率がかなり異なり、表 2 に示

すように排出係数に大きな幅がある。ここでは、

詳細は省くが、石炭火力で“超々臨界圧”とか

“IGCC”（石炭ガス化複合発電プラント）は世

界最高水準の高効率発電という話もあるが、そ

れでも CO2排出係数は LNG 火力発電に及ばな

い。この点は、しっかり認識すべきである。

表 2 実際の発電所での排出係数 

日本で消費する電力 1 兆 kWh から排出され

る CO2を 2050 年にはゼロにするのは、壮大な

チャレンジだが、それでも日本全体の CO2排出

量の 36％にしかすぎない。経済産業省は 7 月 2
1 日に新たな「エネルギー基本計画」の素案を

発表し、2030 年度における電源構成の目標を提

示した。再生可能エネルギーを 36～38％に増や

すが、原子力が 20～22％、石炭火力が 19％を占

めるという極めて課題の多い素案であり、多方

面から異論の声が上がっている（別の機会に詳

しく述べたい）。

家庭でのエネルギー消費

次に家庭でのエネルギー消費について見ていく。 
図 3 に示すように、家庭部門のエネルギー消

費量は全体の 14％余りである。しかしながら、

当該部門には自家用車に使われるガソリン等は

含まれておらず、それは、運輸部門にカウント

H/C比 比重 電力排出係数*6

g/cm3 kWh/kg kWh/m3 kg-CO2/kWh
石炭 -CH- 1 1.3～1.4*1 11.5 ― 0.74
石油 -CH2- 2 0.861*2 13.5 ― 0.58
天然ガス CH4 4 0.415*3 16.8 12.0 0.41
水素 H2 ー 0.07*4 17.1 3.5 0
アンモニア NH3 ー 0.817*5 6.3 4.7 0
*1：発電用一般炭
*2：アラビアンライト（@15℃）
*3：-164℃の液体状態
*4：-253℃の液体状態
*5：-79℃の液体状態
*6：発電効率40％で算出 出典:日本化学会編：化学便覧（丸善）を基に作成

燃焼熱

石炭火力発電 0.74～0.94 kg-CO2/kWh
LNG火力発電 0.47～0.60 kg-CO2/kWh
太陽光・原子力 0.02～0.04 kg-CO2/kWh
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されている（後述する）。家庭部門の省エネの話

をする場合、経済産業省からのデータだけで議

論すると、認識がずれるので注意を要する。図

4 に示すように、家庭部門の消費エネルギーの

半分は電気であり、電気の排出係数が問題にな

る。仮に、家庭に供給される電気の排出係数が

半分になれば、電気に関わる CO2排出量は半分

になる。これは、自分の力では変えることがで

きず、国や電力会社に委ねるしかない。筆者と

しては、太陽光発電設置コストがかなり安価（3
kW で 100 万円を切る）になっている現下の情

勢を鑑みると、国の法令で、新築家屋には高断

熱性規格と太陽光発電の設置を義務付け、ZEH
（ゼロエネルギーハウス）をめざす政策を進め

るべきだと考える。

出典：経済産業省「総合エネルギー統計」を基に作成

図 3 最終エネルギー消費の構成比（2019 年度）1) 

出典：日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、経済産

業省「総合エネルギー統計」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口

動態及び世帯数」を基に作成 
図 4 家庭部門におけるエネルギー源別消費 1) 

運輸部門のエネルギー消費

次に、運輸部門であるが、図 3 に示すように、

全エネルギーの 23％を占める。 
図 5 に示すように、旅客部門が約 6割、貨物

部門が約 4割の構成である。旅客部門は乗用車

の燃費向上により、エネルギー消費量は年々減

少し、2001 年度のピーク時から 2019 年度は 2
4％減少している。また、図 6 に示すように、旅

客部門の 8割は自家用乗用車が占め、その中に

家庭等で使用されるガソリン消費等も含まれる。

自家用乗用車で消費されるエネルギーは全エネ

ルギーの約 11％にもなり、家庭部門の 14％と合

わせると約 25％となり、我々の家庭生活で消費

されるエネルギーは、全エネルギー消費の約 4
分の 1 を占める。家庭生活では、ZEH（ゼロエ

ネルギーハウス）を推奨したが、さらに乗用車

も EV（電気自動車）等の普及で CO2排出量を

抑えない限り、脱炭素社会の構築は難しいであ

ろう。EV の普及に伴い、電力需要が増加するこ

とが予想されるが、100％置き換わった場合でも

電力増加分は現電力需要の 1割強の増加と見込

まれている。EV 用の電気が化石燃料から作ら

れた電気を使って充電するのではまったく意味

がないので、やはり、再生可能エネルギーの普

及・拡大が必須と思料する。

注)「総合エネルギー統計」は、1990年度以降、数値の算出方法が変更さ

れている。出典：経済産業省「総合エネルギー統計」を基に作成 
図 5 運輸部門のエネルギー消費構成 1) 

注)「総合エネルギー統計」は、1990年度以降、数値の算出方法が変更さ

れている。出典：経済産業省「総合エネルギー統計」を基に作成 
図 6 旅客部門の機関別エネルギー消費の推移 1) 
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おわりに 
 政府は昨年 10 月、2050 年に温室効果ガスの

排出を「実質ゼロ」にすると宣言した。本年 4
月には、2030 年度の CO2排出量を 2013 年度比

で 46％削減すると発表し、この 7 月には、新た

な「エネルギー基本計画」の素案を発表してい

る。次回は、政府目標に対する課題、実現性に

ついて論じてみたい。      （宮﨑誠） 
参考文献 
1) 経済産業省：令和 2年度エネルギーに関する年次報告
（エネルギー白書 2021）, https://www.enecho.meti.go.jp/ab
out/whitepaper/2021/pdf/（2021年 6月） 

【コラム】川越の「宝」をたずねて（27）安比奈親水公園

 
広大な芝生エリア 

 
サイクリングロード 

 
サッカー場 

 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「安比奈親水公園」 
 入間川の河川敷を利用した安比奈親水公園は、

およそ 18 ヘクタールもの広さがあり、テニス

コートやサッカー場、野球場といった各種運動

施設もあることから、多様なレクリエーション

活動の場となっています。 
 入間川の左岸に広がる広大なこの公園には南

北に突っ切る“入間川自転車道”があり、この

サイクリングロードを走りながら運動施設や芝

生広場、釣り場も見ることができ、川越市で 2
番目の広さを持つこの公園全体を体感できます。 
 かわごえ環境ネットが設立 20 周年記念とし

て今年 2 月に新訂版を発行した「川越の自然－

雑木林・河川・公園・湧水・社寺林を訪ねて－」

でも「安比奈親水公園」を紹介しています。 

 水と緑豊かな安比奈親水公園には、ソメイヨ

シノ、ケヤキ、エンジュなど多くの樹木が植栽

されているほか、水路際の河畔林には、エノキ、

ムクノキ、アカメヤナギなどが見られます。さ

らには、多くの昆虫・水生動物といった生き物

も豊富で、自然観察も楽しめる公園です。 
 川越市は、関東の内陸に位置しながら、入間

川や小畔川、新河岸川といった水路に恵まれ、

川とともに生きていた歴史の中で、緑豊かな自

然とも調和したこの土地そのものが宝だといえ

ますね。 
安比奈親水公園へのアクセス 
埼玉県川越市安比奈新田 140-1（駐車場無料） 
〇最寄駅 JR 川越線「笠幡駅」より徒歩約 25 分 
〇バスの場合 川越シャトルバス（23系統）「泉

福寺」バス停より徒歩 13 分 
〇車の場合 
関越自動車道「川越 IC」より 17 分 
圏央道「狭山日高 IC」より 18 分 

（飯島希）

 
 
 
 

◆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。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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【報告】かわごえ環境ネットの活動

「川越若者会議」第 5回会議にかわごえ環境ネットのメンバーが参加

参加者の集合写真

7 月 31 日（土）、川越青年会議所が主催して

いる「第 5 回川越若者会議」（於ウェスタ川越）

にかわごえ環境ネットの横山副理事長、菊地理

事、飯島理事、増田の 4 名が参加しました。 
川越若者会議は、若者の声で街に変化を、W

ith コロナの時代に川越についてもう一度本気

で考えようということで、川越市が抱えるさま

ざまな課題について話し合う場となっています。

2021 年は 3 月から約月 1 回ペースの開催で、1
0 月までの第 8 回を予定しており、各回でまち・

ひと・しごと・歴史文化という大きく 4 つの枠

組みに関して、体験会や講演会、意見交換会が

企画されています。

かわごえ環境ネットのメンバーが参加した第

5 回は「世代を超えた意見交流会」という内容

で、前半は静岡県を拠点に若者を含めた多世代

協働のまちづくりを推進している「NPO 法人わ

かもののまち」事務局長の土肥潤也講師より、

「若者の参加でまちが変わる」というテーマで

講演がありました。土肥講師は学生時代よりま

ちに出て若者の声を届けるためのアクションを

実践されており、商店街を始めとした様々なま

ちのプレイヤーと協同していく行動力には大変

刺激を受けました。

 会の後半では、ワールドカフェ方式で「まち

づくりに対して自分よりも上の世代に求めるこ

と」、「まちづくりに対して自分よりも下の世代

に求めること」についてグループディスカッシ

ョンが行われました。世代や置かれている社会

状況、歴史的バックグラウンド、関心のある分

野が異なる人同士が共存していくまちの中で、

自分とは違った視点を持っている人と意見を交

わし、対話することの大切さを感じるとともに、

改めてまちの多様性を認識する会でした。

（かわごえ環境ネット副理事長／社会環境部会

代表 増田知久）

講演会の様子 意見交換会の様子
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【報告】会員の活動

小さな養蜂家たちの誕生です。 NPO法人かわごえ里山イニシアチブ

 
巣箱へ手をつないで 

 
ミツバチにびっくり 

 
勇気を出してがんばった 

 夏休み、子どもたちを招いてミツバチ巣箱の

内見を行いました。 
 まずは古民家にて座学。ミツバチが花や作物

の受粉のお手伝いをしていることを伝えました。 
 花から花へ飛び移る際、体についた花粉をお

しべにくっつけることで、動けないお花の受粉

を行います。このように虫や動物、または風に

よって受粉が行われるのですが、ミツバチはそ

のうちの 60～70％の役割を担うそうです。子ど

もたちも「はちみつを作るだけじゃないんだ」

と興味を持って聞いてくれました。 
 夏の田園風景を歩き、カエルやバッタを捕ま

えながら巣箱に向かいます。向かっている最中、

虫が嫌いな女の子が泣き出しました。ハチミツ

は味見したいけど、ミツバチやバッタは見たく

ないとのこと。お友だちどうし励ましあって巣

箱まで到着しました。 
 まず遠めに巣箱の観察、この日は天気もよく、

巣箱の周りをたくさん飛ぶ姿に驚きと歓声。普

段ミツバチは刺さないけど、騒いだり走ったり

したら刺されるよ、と注意の上、防護服を着て

巣箱の近くで巣板びっしりのミツバチを見せま

した。 
 「何匹いるの？」「3群れで 1万匹くらいかな」 
 「逃げないの？」「女王さまと群れを守るため

に逃げないよ」 
 そんな会話を楽しみつつ。 
 お待ちかね、少しだけ蜜を味見させてもらい

ました。たまった蜜の一部を指にちょんとつけ

てペロっと味見。「あま～い！」と期待通りの反

応がかわいい。 
 この日は女子が 4 人参加していたので、いつ

もは静かな田んぼや畑がにぎやかでした。 
 そして虫が怖いと泣いていた女の子が、帰り

はバッタを捕まえていました！ 
 子どもは数時間で急成長しますね。 

（塔筋シンイチ）

【報告】専門委員会

事業運営委員会

 8 月 18 日（水）9:00-10:30 に第 5 回事業運営

委員会を開催しました（理事会は休会）。新型コ

ロナウイルス感染対策のためオンラインでの開

催としました。主な検討事項は次のとおりです。 
①7 月 18 日（日）に開催した「郊外クリーン活

動」の反省をしました。コースの再検討により

安全性が高まったことなどがあげられました。 
②10 月 3 日（日）〜10 日（日）に開催される後

援行事「「2021アースデイ川越 in昭和の街」に

ついて状況を報告するとともに出展方法を検討

しました。会場出展にしてもオンライン出展に

しても（仮称）川越市森林公園計画地の動画収

録が必要なことから、素材集めと編集を進める

ことにしました。 
③10 月 16 日（土）に開催する「秋のクリーン

活動」についてスタッフの確保とルートの再検
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討を行うことを確認しました。 
④2022年 2 月 26 日（土）に開催する「第 20 回

かわごえ環境フォーラム」の会場予約の確認（ウ

ェスタ川越 市民活動・生涯学習施設 活動室 1・
2）、「川越市市制施行 100 周年記念事業」の冠事

業の早期提出、講演会講師候補者の決定と依頼、

「環境活動報告」募集原稿の確認と理事会への

書面審議依頼を確認しました。 
⑤9 月 15 日締切の川越市市制施行 100 周年記念

事業「提案型補助事業」の原案を検討し、内容

を修正の上、理事会へ書面審議することにしま

した。            （小瀬博之）

自然環境部会

 8 月例会は休会でしたので報告はありません。 
 8 月 21 日（土）に開催予定であった「虫の観

察会」（環境政策課と共催）と 9 月 19 日（日）

に開催予定であった「小畔川魚とり遊び」（小畔

川の自然を考える会と共催）は、緊急事態宣言

の発出により中止としました。 
（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からのおしらせ・主催・後援行事

【トピック①・再掲】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 
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。
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【トピック②・後援】「アースデイ川越 in昭和の街 2021」（10月 3日を中心に開催）
 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）

10:00-15:00 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。 
 このイベントは、地球規模の課題である環境

保全と国際交流について、子どもたちを中心と

した幅広い世代が考えてもらうため、それぞれ

の課題に取り組む団体の出展を通じて 2015 年
に国連において採択された「SDGs」（持続可能

な開発目標）の普及啓発を図ることを目的とし

ています。 
 会場開催は、今後の社会状況等により 9 月中

旬に実施の有無を決定します。いずれにしても

オンラインでのイベントは実施します。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。かわごえ環境ネット

ホームページでもお伝えします。 
 なお、10 月 3 日（日）は、11:00-15:00 ウェス

タ川越で「＼川越から地球を元気に／SDGs ア
クションフェスタ」も開催が予定されています。 
蓮馨寺会場出展予定者とタイトル（順不同） 
①川越子ども応援パントリー：川越子ども応援

パントリーの広場（模擬パントリー） 
②小江戸「川越」夢ピアノ・プロジェクト：ス

トリート・オルガン in昭和の街 
③NPO法人あいアイ・あいアイ美術館：ミュー

ジアムグッズの販売・アウトサイダーアート

作品の展示 
④ふだん着屋：ふだん着屋・うふふ窯・物産店 
⑤公益社団法人ウォームサポートシオン：野菜

販売 

⑥NPO法人かわごえ里山イニシアチブ：環境に

優しい田んぼ活動紹介と生産物販売（お米・

マコモ） 
⑦川越ワイズメンズクラブ：「古本再読」リサイ

クルバザー 
⑧ボーイスカウト川越協議会：SCOUTs for SD

Gs（スカウティングと SDGs） 
⑨芝浦工業大学 SDGs 学生委員会-綾いと-：SD

Gsゲーム（オンライン開催へ変更可能性あり） 
オンライン（ライブ・オンデマンド）出展予定

者とタイトル（順不同） 
⑩にじのちきゅうプロジェクト実行委員会「に

じのちきゅうプロジェクト」（SDGs をテーマ
にした曲の合唱） 
⑪埼玉県水環境課：埼玉県生き物（魚類）調査

について 
⑫芝浦工業大学環境フィールド実習：川越のし

ごと紹介 
⑬東洋大学総合情報学部環境コミュニケーショ

ンゼミ（小瀬ゼミ）：身近なごみ問題の調査と

解決方法の実践〜生ごみ処理器「キエーロ」

とごみの量がわかるスマートごみ箱〜 
⑭東洋大学小瀬研究室 with 仙波書房：「川越の

建物 近代建築編」まちあるきツアー 
⑮かわごえ環境ネット：「川越の自然」バーチャ

ルツアー［（仮称）川越市森林公園計画地］ 
「川越昭和の街」の一部店舗で実施するもの 
⑯川越昭和の街の会：子どもたちのための SDGs
（街の商店にて『子どものための SDGs ハンド

ブック』配布など 10 月 10 日まで実施予定） 

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

【トピック③・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。 
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●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④】「第 20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  
 2022年 2 月 26 日（土）9:30-16:30 にウェスタ

川越（市民活動・生涯学習施設 活動室 1・2）を

会場として、「第 20 回かわごえ環境フォーラム」

（午前の部：環境活動報告会、午後の部：講演

会・シンポジウムを予定）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 15 日（月）、レポ

ート投稿期限は 12 月 13 日（月）です。 
 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防止の観点から、会場とオン

ラインのハイブリッド型式での開催を予定しています。

今後の状況によっては無観客での開催となります。

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，10 月 11 日・25 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：9 月 14 日・10 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） 
★【中止】小畔川魚とり遊び 
 9 月 19 日（日）に開催予定であった「小畔川

魚とり遊び」は、新型コロナウイルス感染拡大

の状況をふまえ中止としました。9 月 1 日から

申込開始予定でしたがご了承ください。 
★生き物観察会 
 9 月 25 日（土）に開催予定であった「生き物

観察会」は、新型コロナウイルス感染拡大の状

況をふまえ中止としました。9 月 1 日から申込
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開始予定でしたがご了承ください。 

会合 
●社会環境部会（2021年 9月度） 
日時：9 月 10 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） 
＊会員はどなたでも参加できます。 
＊次回は 10 月 8 日（水）13:00-15:00同所 
●自然環境部会（2021年 9月度） 
日時：9 月 10 日（金）15:00-17:00 
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。 
＊次回は 10 月 8 日（水）15:00-17:00同所 
◆事業運営委員会（2021年度第 6回） 
日時：9 月 22 日（水）9:00-10:00 

場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 10 月 13 日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2021年度第 6回） 
日時：9 月 22 日（水）10:00-12:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 10 月 13 日（水）10:00-12:00同所 
◆広報委員会（2021年 10月度） 
日時：10 月 6 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 11 月 3 日（水）9:00-10:00 

【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。 
 緊急事態宣言及びコロナ禍の急拡大に鑑み、

今後のリアルのイベントは控えることといたし

ます。 

     
Webサイト  Facebookページ   Twitter  

◎【中止】稲刈り 
 9 月 18 日に予定していた稲刈りイベントは、

コロナ禍の拡大に伴い中止といたします。 

クリーン&ハートフル川越
問い合わせ：渡辺利衛（Tel＆Fax.049-242-4322）・武田侃蔵（Tel.090-2521-5770）

◎「やめましょう！歩きタバコ・ポイ捨て・自

転車放置」のゼッケンや「かわごえ環境ネット」

の腕章をつけて、まち美化啓発運動 
①第 1火曜日・第 3金曜日 
日時：9 月 7 日（火）・17 日（金），10 月 5 日（火）・

15 日（金），11 月 2 日（火）13:30-15:00 
 川越駅東口アトレ横歩道橋下から川越市役所

まで。 
②第 2日曜日 
日時：9 月 12 日・10 月 10 日（日）9:30-11:00 
 本川越駅交番横から各方面に分かれて活動、

中央公民館でごみまとめ、解散。 
③第 4土曜日 
日時：9 月 25 日・10 月 23 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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①9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。 
②10月 24日（日）9:00-11:00 
 新河岸川上流、観音下橋集合。「つなぎ」2 着

用意。上・下流に分かれて川中を清掃。八幡橋

横と埼玉土建川越支部広場隅で分別整理して集

合場所に戻り、状況報告して解散。「つなぎ」着

て川中歩きの希望者募集。武田まで。 

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。 

①9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 
②10月 13日（水）10:00-12:00「洋服のリフォ
ーム」 
持ち物：洋服と裁縫道具 
※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（①②共通） 
＊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）

◎【中止】魚類調査 
 10 月 31 日（日）に予定していた魚類調査は

中止となります。なお、年内の活動はコロナ感

染状況を鑑み中止としました。

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）

◎【非公開に変更】「（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。緊急事態宣言中

ですので会員だけで行います。次回は 11 月 10
日（水）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） 

①9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。 
②10月 10日（日）10:00-12:00 
 沼の水が浅くなり、干潟が現れました。サギの

仲間とともに、シギやチドリがえさを探します。
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広報委員会からのおしらせ
◎【再掲】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 10 月号（No.180，10 月 1 日発行予定）

の掲載原稿は、9 月 15 日（水）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再視聴ができます。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。 



月刊 かわごえ環境ネット 2021 年 9 月号 No.179 

- 16 - 

イベントカレンダー（9月 5日〜11月 3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 
9.5 
 

9.6 
 

9.7 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

9.8 
◎【非公開】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 
【中止】◎9:00
稲刈り 
◎映画「食の安全

を守る人々」上映

（川越, -10/1） 
9.19 
【中止】★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 
【中止】★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 
◎10:00 アース

デイ川越 in 昭

和の街（-10/1
0） 

10.4 
 

10.5 
◎13:30 まち美

化啓発運動 

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 
 

10.10 
◎9:30 まち美

化啓発運動 
◎10:00伊佐沼でバ

ードウォッチング 

10.11 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

10.12 
★9:00 池辺公

園定例活動 

10.13 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 
◎10:00 かんき

ょうサロン 

10.14 
 

10.15 
◎13:30 まち美

化啓発運動 
○本紙 11 月号

投稿期限 

10.16 
★10:00 秋のク

リーン活動 

10.17 
 

10.18 
 

10.19 
 

10.20 
 

10.21 
 

10.22 
 

10.23 
◎13:30 まち美

化啓発運動 
10.24 
◎9:00 新河岸

川市内流域清掃 

10.25 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

10.26 
 

10.27 
 

10.28 
 

10.29 
 

10.30 
 

10.31 
【中止】◎10:
00 魚類調査 

11.1 
 

11.2 
◎13:30 まち

美化啓発運動 

11.3 
文化の日 
◆9:00 広報委

員会 

★：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 
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