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歳末まち美化活動参加者募集（12月 19日） 

 
 12 月 19 日（日）10:00-11:30 に本川越駅前交

番前に集合、グループに分かれて路上のごみ拾

いを行う恒例イベントです。参加申込は 12 月

14 日（火）までにお願いします。 
（詳細 6 面） 

2022年 1月から本紙を全面リニューアル 

 
 2006 年 11 月に創刊してから 15 年間、182 号

にわたり「月刊かわごえ環境ネット」をご愛読

いただきまことにありがとうございました。 
 2022 年 1 月号より広報の発行体制を大幅に

改め、隔月刊の「広報かわごえ環境ネット」を

発行いたします。フルカラー8 ページの新たな

体裁となります。ご期待ください。 
 また、インターネットでの情報発信は、これ

まで予告記事が中心となっていましたが、今後

は、コラムや報告記事も掲載してさまざまな読

者のニーズに応えます。   （詳細 9 面） 

かわごえ環境ネット

かわごえ環境ネットは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。
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【コラム】川越の「宝」をたずねて（30）赤城神社とそれを支えるコミュニティ

  
福田の獅子舞（2018.7.22、右写真も含めて増田純一氏提供） 川越市立博物館での披露（2018.11.3）

 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「赤城神社とそれを支えるコ

ミュニティ」 
 赤城神社は、落合橋近くにある福田赤城神社

のこと。古くから福田の鎮守社として祀られ、

7月 24日前後の土日には福田の獅子舞が奉納さ

れます。獅子は、先獅子、中獅子、後獅子の 3
頭、ササラをもったササラッコ、ハイオイを福

田地域の中学生が担い、伝統的な舞を踊りなが

ら、小学生による縦笛演奏と一緒に町をめぐり

ます。2 日目の最後の舞は、熟練の青年が横笛

の音に合わせて舞いますが、川越市の無形文化

財として指定されている福田の獅子舞は地元の

氏子だけによるものではなく、地元の小中学校

の児童にも引き継がれています。2019 年のかわ

ごえカフェで紹介されるまで、私はこの福田の

獅子舞は知りませんでした。そしてこの福田の

獅子舞は、江戸期からの福田村の村祭りとして

奉納されていたことを改めて知りました。 
 福田の獅子舞は、奉納される 7 月下旬という

季節から、ちょうど関東地方が梅雨明けするこ

ろであり、日照りを避け、雨ごいや五穀豊穣、

あるいは刈り入れ時の台風回避を祈願してのこ

とで、「令和」という今でも福田の人々の祈りと

なって舞っていることを考えると、時の連続性

に感動してしまいます。 
 2019 年のかわごえカフェで参加者のみなさ

んと作成した“川越のお宝マップ”は、そのほ

とんどが「場所」でしたが、今回のお宝は「場

所＋コミュニティ」という、唯一場所を拠点と

した人々のつながりも含んでのお宝というのが

印象的だったのを覚えています。 
 コミュニティというだけあって、福田での田

んぼ活動は、NPO 法人かわごえ里山イニシアチ

ブの活動報告を本紙で読んでいれば想像がふく

らみます。米作りだけでなく福田という田園の

環境をいかして人と人がつながり、協力しあい、

遊び、学び、笑いあうといった人の温かみのあ

るコミュニティは、川越の「場所」という宝を

さらに進化させた「場所＋コミュニティ＝宝」

として、令和の認識に変わっていくかもしれま

せんね。 
福田赤城神社へのアクセス 
 川越市福田 425（川越駅東口および本川越駅

から東武バス（川越 02・03系統）「城西高校」

バス停下車徒歩約 5分） 
参考資料 
川越市：市指定文化財 福田の獅子舞（2021.11.20閲覧） 
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/bunkakyoyo/bunk
azai/shiteibunkazai/shishiteibunkazai/fukuda.html 2021.11.20 

（飯島希） 

 
福田赤城神社周辺の川越の「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

「キタミソウ観察会」報告 自然環境部会

日時：11 月 7 日（日）9:00-12:00 
講師：福原時夫氏、稗島英憲氏（（公財）埼玉県

生態系保護協会会員） 
場所：伊佐沼 
参加者：32 名、スタッフ 6 名 
 この時期になりますとキタミソウが川越伊佐

沼で初めて“発見”されたことを鮮明に思い出

します。2018 年 11 月 11 日でした。その経緯は

先月号のコラム「川越の自然を訪ねて」に詳し

いのでそちらをご覧ください。キタミソウは「埼

玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」

の 22 種の動植物のうちの一つで、他の絶滅危

惧種とは違い、強い保護が求められています。 
 今回の観察会は、かわごえ環境ネットとして

は 2019 年以来となります。2020 年はコロナ禍

で開催できませんでした。このたびは、埼玉県

生態系保護協会川越・坂戸・鶴ヶ島支部との共

催で実施する運びとなりました（以後生態系支

部）。 
 生態系支部は、伊佐沼で長年「伊佐沼探鳥会」

を開催してきて伊佐沼の環境には尽力してきて

います。キタミソウ発見後は分布調査や生育調

査などを始めています。 
 当日は天候晴れ、気温 18℃で快適な観察日和。

広報川越で応募された市民 13 名、生態系会員 1
9 名とかなりの参加者ですので、二つのグルー

プに分かれて行動です。 
 まずは九十川への排水口付近の群生地へ。こ

こでまず、グーっと屈伸運動になります。何し

ろ地面に“かぶりつき”でないと見えません。

へら状の小さな葉を確認し、さらにその中にあ

るまことに小さな数ミリの花が見えたとき、参

加者のみなさんからは「えーっ、ホントだ、花

の形してる！」と歓声が上がりました。ひとし

きりキタミソウを見て、次には周りにある草花

に視点が向きます。コイヌガラシ、アメリカア

ゼナ、チョウジタデなど湿地性の植物が 10 種

以上あります。 
 次は、北側の階段や木道のあるところの湿地

帯。ここではさまざまな段階のキタミソウが観

察できました。青々とした葉が茂り、これから

開花するもの、すでに開花が終わり種子を付け

ているもの、茶色くなり枯れかけたものなど。

これらのステージの違いは湿り具合に依存して

いるようで、少し乾いてくると足早に結実する

ようです。開花時期も、伊佐沼では 10 月、3 月

ごろとサイクルが 2 回繰り返されます。 
 最後は二つのグループが合流し、まとめや疑

問点など情報を共有しました。キタミソウを見

たのは初めて、という方が半数近くおられまし

たので、成果があったと思われます。冊子「川

越の自然」も 7冊購入がありました。（賀登環）

 
九十川排出口付近 とにかくしゃがみ込む 

 
中洲の蓮田予定地 ここにも群生 

 
北側階段でまとめ・質疑 

 
キタミソウ 葉と花 

 
キタミソウ 種子 

 
コイヌガラシ 準絶滅危惧（NT）
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【報告】会員の活動

川越フォレストクラブ活動報告

 11 月 10 日（水）前日の雨も上がり、秋晴れ

のさわやかな朝です。メンバー15 名の表情も心

なしか弾んでいるようです。今日は森林技術専

門家の塚本秀貴さんを迎えて、3 チームで（仮

称）川越市森林公園計画地内の雑木林を整備し

ました。向かうは、手入れが行き届かず藪状態

のエリアです。 
 まず、塚本さん中心のチームは、立ち枯れて

掛かり木になったアカマツの伐木作業に取り組

みました。1 本は胸高直径 30cm で樹高 25m、も

う 1 本は同 20cm で 25m 程度の大木でしたが、

チェンソーを駆使して、慎重な伐倒作業で安全

に処理することができました。公園内の森は、

高木が込み合って生育しており、その中で立ち

枯れた木々を適切に伐採して整備していくこと

は課題の一つです。 
 刈払機部隊は、手作業班がマーキングテープ

を付けた保存木を慎重に避けながら、除伐と下

草刈りを行いました。うっそうと茂るササや

種々の灌木を片付けていくと、森が明るくなっ

ていくのがわかります。手作業班は、マーキン

グのほか、刈払機が刈り取った草木の片付けや

機械が入りにくい樹木周辺の作業をていねいに

行いました。 
 森林活動の楽しみの一つは、その季節の旬の

自然との出会いにもあります。今日は、近くの

フィールドで群生しているリンドウの花を見る

ことができました。また、もう一つの「紫色」

が散歩道駐車場の目の前の森にあり、ムラサキ

シキブがたくさんの実をつけて我々の目を楽し

ませてくれました。 
 昼前の終了ミーティングで塚本さんから、「オ

ープンで和気あいあいとした楽しいグループで

すね。新しい人も参加しやすいでしょう。」との

コメントをもらいました。この活動に興味のあ

る方の参加をお待ちしています。（菊池修一郎）

 
チェンソー作業中 

 
マツの枯損木を片付ける 

 
今日もいい時間でした 

【報告】理事会・専門委員会

理事会・事業運営委員会

 11 月 17 日（水）9:00-10:00 に第 8回事業運営

委員会、10:00-11:30 に第 8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。 
①2022年 1 月から発行する隔月刊広報紙「広報

かわごえ環境ネット」のレイアウト案と年間の

編集・発行スケジュールを示しました。 
②12 月 4 日（土）の社会環境部会主催による環

境講演会の参加申込状況並びに事前質問の応募

状況について報告がありました。 

③12 月 19 日（日）に開催される歳末まち美化

活動の準備状況について報告がありました。社

会状況をふまえ、例年実施していた有志による

食事差し入れと懇談を中止することにしました。 
④2 月 26 日（土）に開催される第 20回かわご

え環境フォーラムについて、川越市市制施行 10
0 周年記念事業の冠付け事業登録申請を行うこ

とにしました。環境活動報告の応募期限をレポ

ート投稿期限と同じ 12 月 13 日（月）まで延長
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することにしました。同日午後に、講演会講師

と打ち合わせを行うことを報告しました。講演

会後に実施予定のワークショップまたはシンポ

ジウムについては継続審議となりました。 
⑤新年度の事業について、川越市市制施行 100
周年記念事業の提案型補助事業に正式に採択さ

れ、実施日について 2022年 11 月 19 日（土）を

第 1候補とすることにしました。会員と外部参

加者の参画も含めた実行委員会を結成して、3
月中に第 1回会議を実施するよう実行委員を募

集することにしました。 
⑧個人会員 1 名が退会し、11 月 17 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。（小瀬博之）

社会環境部会

 11 月の社会環境部会の例会は 12 日（金）に

福田ビル3階にて8名の参加で開催されました。 
 会の前半は 12 月 4 日（土）にウェスタ川越の

会議室 1 で開催予定の「環境講演会：脱炭素社

会に向けて～市民がやるべきこと 挙げるべき

声～」について、当日の準備等の確認を行いま

した。また、今回の講演会から講師への事前質

問を受け付ける形式を始めましたので、投稿が

あった質問の一部を会の参加メンバーに共有し

ました。講演会では、脱炭素社会に関する日本

の動向に加え、先日開催されました COP26 やパ

リ協定など国際動向も知る機会にもなります。

オンラインでの配信も行いますので、会場での

参加が難しい方はオンラインでご視聴ください。 
 その他の議題としては、秋のクリーン活動の

報告及び 12 月 19 日（日）に開催の歳末まち美

化活動の予告、また広報紙のリニューアルに関

するお知らせとそれに伴うコラムの位置づけの

変更について話し合いを行いました。 
（社会環境部会代表 増田知久）

 

自然環境部会

 11 月例会は 12 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 

10 月 11 日（月）19 名参加 「イワガラミの森」

エリア手入れ開始 シュンラン多数、サイハイ

ラン 1株保護 10 月 25 日（月）22 名参加 「イ

ワガラミの森」手入れ、他のエリアでセンブリ

開花鑑賞 11 月 8 日（月）22 名参加 前回の続

き＋川越フォレストクラブの前段作業  
②池辺公園定例活動 10 月 12 日（火）5 名参加

 安比奈廃線沿いから入間川原の調査・観察 

ナンテンハギ、ウマノスズクサ、ユウガギク、

オギなど 河原に車が入り込むことの懸念・・・

県土木事務所に要望書提出 11 月 9 日（火）雨

中止 
③生き物調査 10 月 15 日（金）7 名参加 城西

川越高校付近から入間川河川敷まで  

④古谷湿地さかな観察会 10 月 23 日（土）環

境政策課主催・かわごえ環境ネット協力 子ど

もたちもウェダー着用 
⑤城南中学校総合学習支援 10 月 19 日（火）

「川越の自然」について講演、フィールドワー

ク「（仮称）川越市森林公園」計画地にて 11 月

2 日（火）自然環境部会から 3 名対応 
⑥キタミソウ観察会 11 月 7 日（水）38 名 生

態系支部との共催 市外からも参加者あり盛況

でした（別ページ参照） 
2. 協議事項 
①生き物調査は 10 月いっぱいでデータをまと

め、これまで 5年間の報告書を作成 小委員会

を 11 月 29 日（月）に開催 
②ナラ枯れについてのボランティアとしての対

応など意見交換 
③河原に車が入り込むことについて意見交換 

（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。12 月 3 日現在、過去に情報を掲載していた次の団体会員は、活動または公開行

事を休止しています。「NPO 法人武蔵丘陵森林公園の自然を考える会」「福原ファームクラブ」「NP
O 法人かわごえ里山イニシアチブ」「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）」「小畔川の自然を考える会」。また、「クリーン&ハートフル川越」が 11 月で活動を終了しま

した。 

【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】歳末まち美化活動 参加者募集（12月 19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 19 日（日）1
0:00-12:00 に実施します（少雨決行・雨天中止）。 
 10 時 00 分に本川越駅交番前に集合し、市内

中心部から南北に 8 位のコースに分かれてごみ

拾いをして回り、11 時 30 分に北行組は中央公

民館前でごみ分別し、解散いたします。 
 申しわけございませんが、コロナ以前は、蓮

馨寺で有志差し入れの川越名物「太麺焼きそば」、

ウェスタ川越のカフェ&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したが、

今回は中止といたします。 
 申込は 12 月 14 日（火）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 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。

【トピック②】「第 20回かわごえ環境フォーラム」（2月 26日開催）募集・講演会速報
 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。 
①環境活動報告投稿・発表者募集（応募・レポ

ート投稿期限 12月 13日（月）） 
 開催にあたって、環境活動をされている個人・
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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・発表申込期限を、レポート投稿期限と

同じ 12 月 13 日（月）に延長しました。会員内

外の応募が可能です。ふるってご応募ください。 
 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。 
②午後の部 講演会「コミュニティに根付いた
かわごえ暮らし withコロナ」（荒木牧人さん） 
 2020 年に中止となった第 18 回かわごえ環境

フォーラムの講師を務める予定であった荒木牧

人さんを講師に迎え、講演会「コミュニティに

根付いたかわごえ暮らし with コロナ」を 13:00-
14:30 に開催します。 
 荒木さんからプロフィールと講演内容の概要

をおしらせいただきましたので、本紙に掲載い

たします。なお、イベント全体の詳しい内容は、

「広報かわごえ環境ネット」2022 年 1・2 月号

（No.183）及びチラシにてお知らせいたします。 
＜プロフィール＞ 
 1974 年埼玉県ふじみ野（旧上福岡）市生まれ。

建設会社、設計事務所勤務を経て、2013 年荒木

牧人建築設計事務所（現：maao）設立。同時期

にひょんなことから地域の自治会長になり、そ

こでの経験を元に第 3 回リノベーションアイデ

アコンペに応募、優秀作品賞を受賞。その後、

リノベーションスクール・プロフェッショナル

コースでの学びを終え川越市連雀町で実践開始。

2016 年 12 月株式会社 80％設立。2017 年 6 月、

昭和 30 年代の木造 2 階建長屋をリノベーショ

ンした第 1号案件「すずのや」「glin coffee 大工
町店」を皮切りに、長屋を中心に半径 200m 範
囲をスモールエリアと設定しつつ、「がんばりす

ぎないちょっといい毎日」な展開を続けている。

また住んでいる川越市郊外では、週 1 回小学校

区でこどもたちのために三輪自転車による「駄

菓子屋すいすい」、週 1 回の河川清掃「カワイイ

活動」など様々な展開も続けている。  
＜講演内容の概要＞ 
 建築設計やリノベーションまちづくりを行う

中で感じた、自分らしい生き方、身の丈の活動

を通じた人との関係構築や環境問題へのアプロ

ーチについてお話しさせていただきます。 
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。

【トピック③】「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）

 長い間告知してまいりましたが、12 月末が回

答期限となります。ぜひご回答ください。 
●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 
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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： 12 月 13 日（12 月は 1 回だけ），1 月 10
日・24 日，2 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） 
日時：12 月 14 日，1 月 11 日，2 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） 

 

会合 
◆広報委員会（2021年 12月度） 
日時：12 月 8 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 1 月 5 日（水）9:00-9:30 
●社会環境部会（2021年 12月度） 
日時：12 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 1 月 14 日（水）13:00-15:00同所 
●自然環境部会（2021年 12月度） 
日時：12 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 1 月 14 日（水）15:00-17:00同所 
◆事業運営委員会（2021年度第 9回） 
日時：12 月 15 日（水）9:00-10:00 
場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 1 月 19 日（水）9:00-10:00同所 
◆理事会（2021年度第 9回） 
日時：12 月 15 日（水）10:00-11:30 

場所：福田ビル 3階会議室 
＊次回は 1 月 19 日（水）10:00-11:30同所 

【予告】会員・関係団体の主催・関連行事
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：冬の電気料金」 
日時：12 月 6 日（月）13:30-15:30 
会場：高階南公民館 1 階（川越市藤原町 23-7） 
参加費：無料 
持ち物：直近 2～3 か月分の電気・ガス・水道の

料金票 
 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。

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」計画地雑木林の

手入れ 
日時：1 月 12 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
曜日が活動日です。
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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） 

①12月 12日（日）10:00-12:00 
 カモのほかに小鳥たちもやってきました。ジ

ョウビタキ、ツグミなどを観察します。 
②1月 9日（日）10:00-12:00 
 毎年恒例のガンカモ調査の日です。長年続け

ることで、環境の変化がわかります。あなたも

参加してみてください。 

広報委員会からのおしらせ
●「月刊かわごえ環境ネット」は「広報かわご

え環境ネット」となり隔月刊に 
 2006 年 11 月に創刊号を発行してから 15 年

間、182 号にわたり発行してきた「月刊かわご

え環境ネット」ですが、今号で最終号となりま

す。これまで長い間ご愛読いただきまことにあ

りがとうございました。 
 2022年 1月からは「広報かわごえ環境ネット」

と名前を改めて全面リニューアルを図ります。

A4版フルカラー8ページに紙面を改める関係で、

隔月刊での発行となります。表紙には大きく写

真を掲載してビジュアルに、記事はコンパクト

にまとめます。また、インターネット記事との

連動を図ってまいります。 
 初号となる 2022 年 1・2 月号（通号 No.183）
は、1 月 1 日発行予定です。 
 現在検討しているレイアウト案を紹介します。

内容は仮に入れているものなので小さい形での

紹介ですがどうぞご期待ください。 

 

 

●「広報かわごえ環境ネット」への投稿募集 
 2022 年 1・2 月号（No.183，1 月 1 日発行予

定）の掲載原稿は、12 月 8 日（水）締切厳守と

なります。これまでとは投稿要領が変わります

ので、すでにメーリングリストに登録されてい

る方には別途お伝えいたします。 
 原稿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。なお、写真はデジタルカメラで撮

影したままの画像（高解像度）で送っていただ

く必要があるので、送信方法については個別に

対応いたしますのでご相談ください。 
 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。 
○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（12月 5日〜1月 26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 
12.5 
 

12.6 
◎13:30 かんき

ょうサロン 

12.7 
 

12.8 
◆9:00 広報委

員会 
○広報 1・2 月

号投稿期限 

12.9 12.10 
●13:00 社会環

境部会 
●15:00 自然環

境部会 

12.11 

12.12 
◎10:00伊佐沼でバ

ードウォッチング 

12.13 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 
○環境活動報告応

募・レポート投稿

期限 
○かわごえ環境

フォーラム協賛

申込期限 

12.14 
★9:00 池辺公

園定例活動 

12.15 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 

12.16 
 

12.17 
 

12.18 
 

12.19 
★10:00 歳末ま

ち美化活動 
 
 

12.20 
 

12.21 
 

12.22 
 

12.23 
 

12.24 
 

12.25 
 

12.26 
 

12.27 
 

12.28 
 

12.29 
 

12.30 
 

12.31 
○川越市の農業

に関するアンケ

ート回答期限 
 

1.1 
元日 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 

1.5 
◆9:00 広報委

員会 
 
 

1.6 
 

1.7 
 

1.8 
 

1.9 
◎10:00伊佐沼でバ

ードウォッチング 

1.10 
成人の日 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

1.11 
★9:00 池辺公

園定例活動 

1.12 
◎8:30 雑木林

の手入れ 

1.13 
 

1.14 
●13:00 社会環

境部会 
●15:00 自然環

境部会 

1.15 
 

1.16 
 

1.17 
 

1.18 
 

1.19 
◆9:00 事業運

営委員会 
◆10:00 理事会 
 

1.20 
 

1.21 
 

1.22 
 

1.23 
 

1.24 
★9:30（仮称）

川越市森林公園

計画地植物調

査・保全活動 

1.25 
 

1.26 
 

★：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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