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暮らしに役立つ ぜひご利用ください

きらり川口情報メール

J：COM川口・戸田／J：COM埼玉東　11月2日～8日
（月～金曜日12：00～12：30、土・日曜日9：00～9：30）

市ホームページ　11月2日～

市広報番組「ふれあい川口」
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　皆さん、こんにちは。
　今回は、エコロジカルネットワークについて
お話します。
　川口市には、川口自然公園やイイナパーク川
口など生きものが生息・生育する拠点となる自
然豊かな場所が点在しています。しかし、点在
という状況は、生きものの移動が制限されてし
まうため、生きものにとって棲みやすい環境と
は言えません。緑が豊富な場所や水辺などを街
路樹や小さな緑地などでつないでいくことが
重要です。こうしたつながりをエコロジカルネ
ットワークといいます。
　本市では、多くの市民の皆さんにご参加いた
だいている「川口いきもの調査」や、専門業者に
よる動植物の生態系調査を実施しています。こ
の調査により、動植物の生息・生育場所に加え、
そのまわりの自然環境を把握することができ
ます。例えば、オニヤンマが発見されれば、その
近くにヤゴが棲める小川があり、ヤゴの餌とな
るメダカやオタマジャクシなど小さな水辺の
生きものが生息している可能性が高いという
ことになります。今後、この調査結果をもとに、
その地域に応じた自然保護対策を実施すると
ともに、生きものの視点にたったエコロジカル
ネットワークの形成を目指します。
　ネットワークの拠点として、今年、植栽樹木
の寄附を募り、イイナパーク川口により多くの
生きものが生息できるよう雑木林づくりを進
めているほか、グリーンセンターには昆虫の森
の整備を予定しています。私は、今後これらの
拠点を緑でつなぎ、生きものが暮らしやすい川
口のエコロジカルネットワークをつくってい
きたいと考え
ています。
　皆さんも、
庭に蝶の好き
な花を植える
など、川口の
エコロジカル
ネットワーク
に参加してみ
てはいかがで
しょうか。

ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭２０２０
授賞式・受賞作品上映会

4㈰10 11月中旬まで（予定）

第一本庁舎１階多目的スペースで開催。高齢者をモデルとして、
川口市立高等学校の美術部、書道部、家庭科部がデザイン・作成
をした和紙のドレスが展示され、映像研究部の生徒が撮影に挑戦
したファッションショーの様子が上映されました。

Presented by KAWAGUCHI COLLECTION カワコレ
高校生デザイン 和紙ドレス 衣装展示会

ＳＫＩＰシティ映像ホールで開催。今回の映画祭は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点からコンペティション部門のみ、９月２６
日から１０月４日までの９日間にオンライン配信で実施されました。

1㈭10

第一本庁舎で開催。児童・生徒の歯科保健の向上を目的とし、今年
は図画・ポスターでは６１６点、標語では６８０点の応募がありました。

「歯・口の健康に関する図画・ポスター」
「歯・口の健康啓発標語」コンクールの表彰式

4㈰10

フレンディアで開催。「私の好きな季節 ～日本の四季に触れて感じた
こと～」をテーマに6人の出場者がそれぞれの思いを熱く語りました。

第12回 川口市外国人による
日本語スピーチコンテスト

グリーンセンター観賞温室で実施。普段なかなか見ることのできな
い日本最大級の蝶を間近で目にすることができます。

日本最大級の蝶
「オオゴマダラ」の
特別展示

11㈰10

グリーンセンターで開催。来春、小学校へ入学する子どもたち
の健やかな成長と門出を祝福しました。

第一本庁舎で開催。交通功労者（１７人）、交通功労団体（９団体）、長きにわたる無事故・無違反の
優良運転者（49人）、市内小・中学生の「第１８回日本一短い交通安全手紙コンクール」入賞者（５４
人、応募総数２１，６４５点）の代表者へ奥ノ木市長から表彰状が授与されました。

令和２年度 
川口市七つの祝い

26㈯9

交通功労者等表彰状授与式

18㈮～27㈰9

▲交通功労者 ▲優良運転者・交通功労団体 ▲日本一短い交通安全手紙コンクール入賞者

す
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