
0000 2222 4444 6666 8888 10101010 12121212 14141414 16161616 燃費燃費燃費燃費（㎞（㎞（㎞（㎞////LLLL））））

受講前受講前受講前受講前

受講後受講後受講後受講後

14.5214.5214.5214.52 ㎞㎞㎞㎞/L    ２４２４２４２４．．．．６６６６％％％％    改善改善改善改善！！！！    

11.6511.6511.6511.65 ㎞㎞㎞㎞/L    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11110000 月月月月 31313131 日日日日（（（（日日日日））））ににににエコエコエコエコ資源部会資源部会資源部会資源部会がががが（（（（仮仮仮仮））））野洲市野洲市野洲市野洲市リユースセンターリユースセンターリユースセンターリユースセンター（（（（旧消防旧消防旧消防旧消防    

署車庫署車庫署車庫署車庫））））でででで開催開催開催開催しましたしましたしましたしましたリユースリユースリユースリユース無償譲渡会無償譲渡会無償譲渡会無償譲渡会にはにはにはには 34343434 人人人人のののの来場来場来場来場がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

いろいろないろいろないろいろないろいろな小型家具小型家具小型家具小型家具ややややチャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートがががが並並並並ぶぶぶぶ中中中中、、、、一番人気一番人気一番人気一番人気のののの商品商品商品商品はははは箱付箱付箱付箱付のののの    

チャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートでででで、、、、競争率競争率競争率競争率８８８８倍倍倍倍でしたでしたでしたでした。。。。陶磁器類陶磁器類陶磁器類陶磁器類やややや食器類食器類食器類食器類、、、、バッグバッグバッグバッグ類類類類などなどなどなど    

はははは自由持自由持自由持自由持ちちちち帰帰帰帰りりりり品品品品としてとしてとしてとして展示展示展示展示しましたしましたしましたしました。。。。みなさんみなさんみなさんみなさん好好好好みのみのみのみの品品品品をををを真剣真剣真剣真剣にににに探探探探されされされされ、、、、    

両手両手両手両手にいっぱいにいっぱいにいっぱいにいっぱい持持持持ちちちち帰帰帰帰っていだきましたっていだきましたっていだきましたっていだきました。。。。    

展示品展示品展示品展示品のののの約約約約５３５３５３５３％％％％がががが引引引引きききき取取取取られられられられ、、、、再利用再利用再利用再利用されることになりましたされることになりましたされることになりましたされることになりました。。。。ごごごご参参参参    

加加加加、、、、ごごごご協協協協力力力力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。次回次回次回次回はははは 23232323 年年年年 3333 月頃月頃月頃月頃にににに開催開催開催開催のののの予定予定予定予定    

をしていますをしていますをしていますをしています。。。。物品物品物品物品のののの提供提供提供提供やみなさんのやみなさんのやみなさんのやみなさんの参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。    

 

 

 

 

 

 

11111111 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))    野洲市中主防災野洲市中主防災野洲市中主防災野洲市中主防災コミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンターででででエコエコエコエコ    

ドライブドライブドライブドライブ教習会教習会教習会教習会をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。市内市内市内市内のののの企業企業企業企業をををを中心中心中心中心にににに 13131313 人人人人のののの参加参加参加参加    

がありましたがありましたがありましたがありました。。。。自動車教習所自動車教習所自動車教習所自動車教習所ののののインストラクターインストラクターインストラクターインストラクターからからからからエコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ    

のののの講習講習講習講習をををを受受受受けけけけたたたた後後後後、、、、近近近近くのくのくのくの道路道路道路道路でででで実車運転実車運転実車運転実車運転ししししていただきていただきていただきていただきましたましたましたました。。。。    

受講前受講前受講前受講前とととと受講後受講後受講後受講後ではではではでは平均平均平均平均でででで燃費燃費燃費燃費がががが 24.624.624.624.6％％％％改善改善改善改善されされされされ、、、、エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブのののの    

省省省省エネエネエネエネ効果効果効果効果をををを実感実感実感実感していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。    

    

    

    

    

    

    
 

 次世代自動車次世代自動車次世代自動車次世代自動車（（（（電気自動車電気自動車電気自動車電気自動車、、、、燃料電池自動車燃料電池自動車燃料電池自動車燃料電池自動車、、、、天然天然天然天然ガスガスガスガス自動車自動車自動車自動車））））のののの    

試乗体験試乗体験試乗体験試乗体験もしもしもしもしていただきていただきていただきていただきましたましたましたました。。。。 

 

 

 

環環境境基基本本計計画画推推進進会会議議        「「水水とと緑緑・・安安心心のの野野洲洲」」  

ニニュューーススレレタターー      ２０２０２０２０１１１１００００年年年年    １１１１２２２２月月月月    

第第第第１１１１６６６６号号号号    

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ：：：：エコエコエコエコ資源部会資源部会資源部会資源部会    事務局事務局事務局事務局（（（（野洲市役所環境課内野洲市役所環境課内野洲市役所環境課内野洲市役所環境課内））））    
    

担当担当担当担当：：：：岩井岩井岩井岩井    ℡℡℡℡ 587 587 587 587----6003600360036003    ////    FaxFaxFaxFax    587587587587----3834383438343834    

    

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ：：：：環境基本計画推進会議環境基本計画推進会議環境基本計画推進会議環境基本計画推進会議｢｢｢｢水水水水とととと緑緑緑緑・・・・安心安心安心安心のののの野洲野洲野洲野洲｣｣｣｣    

    事務局事務局事務局事務局（（（（野洲市役所環境課内野洲市役所環境課内野洲市役所環境課内野洲市役所環境課内））））    
    

担当担当担当担当：：：：村上村上村上村上    ℡℡℡℡ 587 587 587 587----6003600360036003    ////    FaxFaxFaxFax    587587587587----3834383438343834    



 

 

 

 

                                                    9999 月月月月 28282828 日日日日（（（（火火火火））））    

秋秋秋秋のののの一日一日一日一日、、、、環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のののの「「「「ゴミゴミゴミゴミをををを減減減減らそうらそうらそうらそうプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」とととと、、、、野洲市野洲市野洲市野洲市まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協働推進協働推進協働推進協働推進センセンセンセン

ターターターターがががが主催主催主催主催するするするする「「「「とことんとことんとことんとことん野洲野洲野洲野洲」」」」のののの合同合同合同合同ツアーツアーツアーツアーがががが開催開催開催開催されされされされ、、、、総勢総勢総勢総勢４３４３４３４３名名名名がががが市内市内市内市内のののの生産者生産者生産者生産者やややや漁業関係漁業関係漁業関係漁業関係

者者者者をををを訪訪訪訪ねねねね、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮しながらしながらしながらしながら取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、実践実践実践実践されているおされているおされているおされているお話話話話しをおしをおしをおしをお聞聞聞聞きしてきしてきしてきして皆様皆様皆様皆様のののの熱意熱意熱意熱意にににに新鮮新鮮新鮮新鮮なななな

驚驚驚驚きをきをきをきを感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    
    

●●●●    南農園南農園南農園南農園（（（（野洲市大篠原野洲市大篠原野洲市大篠原野洲市大篠原））））    

    農園主農園主農園主農園主のののの南南南南さんからさんからさんからさんから、、、、循環型農業循環型農業循環型農業循環型農業をををを目目目目指指指指してしてしてして環境環境環境環境にやさしにやさしにやさしにやさし    

いいいい省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの農業農業農業農業をををを実践実践実践実践されているおされているおされているおされているお話話話話やややや、、、、山山山山にににに近近近近いといといといと    

ころにたくさんころにたくさんころにたくさんころにたくさん棲棲棲棲むというむというむというむという生生生生きききき物物物物たちのたちのたちのたちの力力力力をををを借借借借りりりり、、、、自自自自らもらもらもらもミミミミ    

ツバチツバチツバチツバチをををを愛愛愛愛しししし飼飼飼飼ってってってって努力努力努力努力されているおされているおされているおされているお話話話話しなどをおしなどをおしなどをおしなどをお聞聞聞聞きしきしきしきしまままま    

したしたしたした。。。。最後最後最後最後にににに私私私私たちたちたちたちツアーツアーツアーツアーのためにのためにのためにのために特別取特別取特別取特別取りりりり置置置置いたといういたといういたといういたという梨梨梨梨    

とととと自家製自家製自家製自家製のののの蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜レモンジュースレモンジュースレモンジュースレモンジュースをいただきをいただきをいただきをいただき、、、、そのそのそのその美味美味美味美味しさにしさにしさにしさに    

魅了魅了魅了魅了されましたされましたされましたされました。。。。    

    
    

                                                            ●●●●    須原魚須原魚須原魚須原魚のゆりかごのゆりかごのゆりかごのゆりかご水田協議会水田協議会水田協議会水田協議会（（（（野洲市須原野洲市須原野洲市須原野洲市須原））））    

    須原魚須原魚須原魚須原魚のゆりかごのゆりかごのゆりかごのゆりかご水田協議会会長水田協議会会長水田協議会会長水田協議会会長のののの堀堀堀堀さんからさんからさんからさんから、、、、須原須原須原須原はははは琵琶琵琶琵琶琵琶    

湖湖湖湖にににに近接近接近接近接しているしているしているしているのでのでのでので昔昔昔昔はははは魚魚魚魚がががが田田田田んぼにんぼにんぼにんぼに遡上遡上遡上遡上してしてしてして産卵産卵産卵産卵、、、、繁殖繁殖繁殖繁殖しししし    

ていたていたていたていたおおおお話話話話やややや、、、、そのようなそのようなそのようなそのような水田環境水田環境水田環境水田環境をををを再生再生再生再生するためするためするためするため、、、、田田田田んぼとんぼとんぼとんぼと    

湖湖湖湖をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ魚道魚道魚道魚道をををを設置設置設置設置されされされされ、、、、昔昔昔昔のようにのようにのようにのように魚魚魚魚がががが繁殖繁殖繁殖繁殖するするするする豊豊豊豊かなかなかなかな水水水水    

田田田田でででで環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい米米米米作作作作りをされているりをされているりをされているりをされている活動活動活動活動をおをおをおをお聞聞聞聞きしきしきしきしましましましまし    

たたたた。。。。おおおお土産土産土産土産にゆりかごにゆりかごにゆりかごにゆりかご水田水田水田水田でででで採採採採れたれたれたれた新米新米新米新米をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。    

    
    

●●●●    昼昼昼昼食食食食    

    あやめあやめあやめあやめ水産水産水産水産のののの美味美味美味美味しいしいしいしいアメノイオアメノイオアメノイオアメノイオごごごご飯飯飯飯やややや    

ウロリウロリウロリウロリ、、、、シジミシジミシジミシジミのおのおのおのおみそみそみそみそ汁汁汁汁などなどなどなど、、、、びわびわびわびわ湖湖湖湖のののの    

幸幸幸幸にににに舌鼓舌鼓舌鼓舌鼓をうちましたをうちましたをうちましたをうちました。。。。    

    

    

    

●●●●    びわびわびわびわ湖湖湖湖のののの水水水水とととと地域地域地域地域のののの環境環境環境環境をををを守守守守るるるる会会会会（（（（野洲市菖蒲野洲市菖蒲野洲市菖蒲野洲市菖蒲））））    

びわびわびわびわ湖湖湖湖のののの漁師漁師漁師漁師でもあるでもあるでもあるでもある代表代表代表代表のののの松沢松沢松沢松沢さんからはさんからはさんからはさんからは、、、、昔昔昔昔のようにのようにのようにのように    

美美美美しいしいしいしい琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖をををを取取取取りりりり戻戻戻戻したいしたいしたいしたい、、、、人間人間人間人間のののの開発開発開発開発がががが自然自然自然自然をををを破壊破壊破壊破壊してしてしてして    

いるのではないかいるのではないかいるのではないかいるのではないか、、、、もっともっともっともっと自然自然自然自然とのとのとのとの共存共存共存共存をををを真剣真剣真剣真剣にににに考考考考えなけれえなけれえなけれえなけれ    

ばいけないばいけないばいけないばいけない、、、、それにはそれにはそれにはそれには一人一人一人一人一人一人一人一人がががが琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖のののの大切大切大切大切ささささ、、、、自然自然自然自然のののの大大大大    

切切切切さをさをさをさを認識認識認識認識してしてしてして環境環境環境環境をををを守守守守るるるる実践実践実践実践につとめてにつとめてにつとめてにつとめて欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと熱心熱心熱心熱心にににに話話話話    

されされされされ、、、、そのそのそのその熱意熱意熱意熱意にににに感動感動感動感動しましたしましたしましたしました。。。。    



                                                        ●●●●    あやめあやめあやめあやめ浜浜浜浜のののの清掃作業清掃作業清掃作業清掃作業    

雨上雨上雨上雨上がりのぬかるんだがりのぬかるんだがりのぬかるんだがりのぬかるんだ砂浜砂浜砂浜砂浜のののの砂砂砂砂にににに足足足足をををを取取取取られられられられ悪戦苦闘悪戦苦闘悪戦苦闘悪戦苦闘しなしなしなしな    

がらがらがらがらゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをしましたいをしましたいをしましたいをしました。。。。きれいになったきれいになったきれいになったきれいになった砂浜砂浜砂浜砂浜をををを見見見見るとるとるとると、、、、晴晴晴晴            

                                                            れやかなれやかなれやかなれやかな気持気持気持気持ちちちちになりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

    

    
    

    

●●●●    吉川野菜生産出荷組合吉川野菜生産出荷組合吉川野菜生産出荷組合吉川野菜生産出荷組合（（（（野洲市吉川野洲市吉川野洲市吉川野洲市吉川））））    

    吉川吉川吉川吉川さんよりさんよりさんよりさんより出荷組合出荷組合出荷組合出荷組合のののの概要概要概要概要とととと、、、、愛情愛情愛情愛情をこめをこめをこめをこめ環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした野野野野    

菜作菜作菜作菜作りにりにりにりに取取取取りりりり組組組組んでおられるんでおられるんでおられるんでおられる、、、、詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容などをおなどをおなどをおなどをお聞聞聞聞きしきしきしきしましたましたましたました。。。。    

そのそのそのその後後後後参加者参加者参加者参加者からのからのからのからの家庭菜園家庭菜園家庭菜園家庭菜園でのでのでのでの肥料肥料肥料肥料についてのについてのについてのについての質問等質問等質問等質問等にもにもにもにも真剣真剣真剣真剣    

にににに答答答答えてくださいましたえてくださいましたえてくださいましたえてくださいました。。。。    
    

●●●●    中主中主中主中主ドリームファームドリームファームドリームファームドリームファーム（（（（野洲市吉川野洲市吉川野洲市吉川野洲市吉川））））    

地元産地元産地元産地元産のののの野菜野菜野菜野菜やややや果物果物果物果物をををを沢山買沢山買沢山買沢山買いましたいましたいましたいました。。。。店内店内店内店内にはにはにはには生産者生産者生産者生産者のののの写真写真写真写真がががが    

貼貼貼貼られられられられ、、、、作作作作っているっているっているっている人人人人をををを身近身近身近身近にににに感感感感じることができましたじることができましたじることができましたじることができました。。。。    
    

今日一日、地元の生産者や漁業関係者の方たちの自然環境に配慮したすばらしい取り組

みを目の当たりに見せていただき、敬意の念を抱くと共に是非次世代の若い人たちに引き

継いでいってもらいたいと痛感いたしました。 

まちくらし部会 ごみを減らそうプロジェクト 水島左知子 

                                    

 

 

    

10101010 月月月月 24242424 日日日日（（（（日日日日））））    

             市内市内市内市内のののの店舗店舗店舗店舗 4444 箇所箇所箇所箇所（（（（平和堂平和堂平和堂平和堂フレンドマートフレンドマートフレンドマートフレンドマート中主店中主店中主店中主店、、、、イオンスーイオンスーイオンスーイオンスー    

パーパーパーパーセンターセンターセンターセンター野洲店野洲店野洲店野洲店、、、、丸善丸善丸善丸善野洲店野洲店野洲店野洲店、、、、平和堂平和堂平和堂平和堂アルプラザアルプラザアルプラザアルプラザ野洲店野洲店野洲店野洲店））））でででで    

「「「「ごみをごみをごみをごみを減減減減らそうらそうらそうらそう」」」」キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。声声声声かけをしながらかけをしながらかけをしながらかけをしながら    

啓発啓発啓発啓発チラシチラシチラシチラシととととゴーヤゴーヤゴーヤゴーヤのののの種種種種をををを配布配布配布配布しましたしましたしましたしました。。。。「「「「マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグをををを持持持持ってってってって

きたきたきたきた！！！！持持持持ってきていないってきていないってきていないってきていない？？？？」」」」というというというという聞聞聞聞きとりきとりきとりきとりアンケートアンケートアンケートアンケートもももも実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、全体全体全体全体のののの７０７０７０７０％％％％

近近近近くのくのくのくの方方方方ががががマイバッグマイバッグマイバッグマイバッグをををを持参持参持参持参されていましたされていましたされていましたされていました。。。。男性男性男性男性のののの方方方方もたくさんもたくさんもたくさんもたくさん持参持参持参持参されてされてされてされて    

いましたいましたいましたいました。。。。がががが、、、、若若若若いいいい方方方方のののの持参率持参率持参率持参率がががが低低低低かったためかったためかったためかったため、、、、もっともっともっともっと若若若若いいいい方方方方にもごにもごにもごにもご協力協力協力協力してしてしてして    

いただけるいただけるいただけるいただけるようようようよう、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンややややいろいろないろいろないろいろないろいろな取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに挑戦挑戦挑戦挑戦していきますのでしていきますのでしていきますのでしていきますので、、、、    

皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいいしますしますしますします。。。。    
    

    

    

人形劇人形劇人形劇人形劇・・・・エコダンスエコダンスエコダンスエコダンス・・・・紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居・・・・ごみごみごみごみ分別実践学習分別実践学習分別実践学習分別実践学習などなどなどなど 30303030 分分分分からからからから 1111 時間程度時間程度時間程度時間程度、、、、    

状況状況状況状況にににに合合合合わせてわせてわせてわせて相談相談相談相談にににに応応応応じますじますじますじます。。。。ごごごご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。    

    

    
申込申込申込申込みみみみ、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ：「：「：「：「ごみをごみをごみをごみを減減減減らそうらそうらそうらそう PJPJPJPJ」」」」事事事事務局務局務局務局（（（（野洲市役所環境課内野洲市役所環境課内野洲市役所環境課内野洲市役所環境課内））））    

担当担当担当担当：：：：村上村上村上村上    TELTELTELTEL    587587587587----6003600360036003    FAXFAXFAXFAX    587587587587----3834383438343834    



    

毎毎毎毎毎毎毎毎月月月月月月月月        第第第第第第第第 44444444 土土土土土土土土曜曜曜曜曜曜曜曜日日日日日日日日     使用済使用済使用済使用済みてんぷらみてんぷらみてんぷらみてんぷら油油油油のののの回収回収回収回収をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

回収場所： 市役所別館（旧コミセンやす）電話ボックス付近    

時  間： 午前 10 時～午後 1 時 

回 収 物： 廃食油・牛乳パック・アルミ缶  

資源資源資源資源ごみやごみやごみやごみや廃廃廃廃食油食油食油食油などのなどのなどのなどの受受受受けけけけ取取取取りりりり等等等等にごにごにごにご協力協力協力協力いただけるいただけるいただけるいただける方募集方募集方募集方募集！！！！    

    

地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの進行進行進行進行をををを遅遅遅遅らせらせらせらせ、、、、ストップストップストップストップさせるためのさせるためのさせるためのさせるための行動行動行動行動にににに踏踏踏踏みみみみ込込込込んでおらんでおらんでおらんでおら    

れるおれるおれるおれるお店店店店をををを「「「「エコエコエコエコなななな店店店店」」」」としてとしてとしてとして紹介紹介紹介紹介！ 

エコエコエコエコなななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実践実践実践実践されているおされているおされているおされているお店店店店のののの活動活動活動活動へのへのへのへの応援応援応援応援をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

※「こんなエコな店あるよ」ガイドニュースは市役所環境課、体育館、各コミセン 

などに配置していただいています。ご自由にお持ち帰りください。 

 なお、部数が必要な場合は環境課内事務局までご連絡ください。 

 

    

    
    

    

    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

    

    

    

    

    

    

    
    

    

～～～～里山保全作業里山保全作業里山保全作業里山保全作業～～～～    
    

日日日日        時時時時：：：：平成平成平成平成 23232323 年年年年 1111 月月月月 8888 日日日日（（（（土土土土））））    

9999 時時時時 00000000 分分分分～～～～11112222 時時時時 00000000 分分分分    

集合場所集合場所集合場所集合場所：：：：小堤城山館小堤城山館小堤城山館小堤城山館    

作業内容作業内容作業内容作業内容：：：：山部会山部会山部会山部会のののの森森森森のののの伐採木伐採木伐採木伐採木ののののチップチップチップチップ化化化化    
    

＊＊＊＊    午後午後午後午後もももも 2222 時間時間時間時間ほどほどほどほど作業作業作業作業のののの出来出来出来出来るるるる方方方方はははは、、、、    

おおおお弁当弁当弁当弁当をををを持参持参持参持参してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

環境基環境基環境基環境基本本本本計画推進会議計画推進会議計画推進会議計画推進会議「「「「水水水水とととと緑緑緑緑・・・・安心安心安心安心のののの野洲野洲野洲野洲」」」」事務局事務局事務局事務局（（（（野洲市野洲市野洲市野洲市    環境課内環境課内環境課内環境課内））））    

住所住所住所住所    〒〒〒〒520520520520----2222395395395395    野洲市野洲市野洲市野洲市小篠原小篠原小篠原小篠原 2222111100000000 番地番地番地番地 1111    

電話電話電話電話    077077077077----585858587777----6666000000003333    FAXFAXFAXFAX    077077077077----585858587777----3834383438343834    EEEE メールメールメールメール    kankyou@city.yasu.lg.jpkankyou@city.yasu.lg.jpkankyou@city.yasu.lg.jpkankyou@city.yasu.lg.jp 

～～～～    今後今後今後今後のののの活動活動活動活動予定予定予定予定    ～～～～    

 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    

エコロジーマーケットエコロジーマーケットエコロジーマーケットエコロジーマーケットやすのやすのやすのやすの会会会会    

増村増村増村増村    TEL 586TEL 586TEL 586TEL 586----1441144114411441    

事務局事務局事務局事務局（（（（野洲市役所環境課野洲市役所環境課野洲市役所環境課野洲市役所環境課内内内内））））    

担当担当担当担当：：：：村上村上村上村上    TELTELTELTEL    587587587587----6003600360036003    

 

おおおお問合問合問合問合せせせせ・・・・連絡先連絡先連絡先連絡先    

エコエコエコエコ資源部会事務局資源部会事務局資源部会事務局資源部会事務局（（（（環境課内環境課内環境課内環境課内））））    

    TEL TEL TEL TEL 587587587587----6003600360036003    

ホームページホームページホームページホームページ““““やすまるやすまるやすまるやすまる（（（（地域地域地域地域ＳＮＳ）ＳＮＳ）ＳＮＳ）ＳＮＳ）””””のののの環境基本計画推進会議環境基本計画推進会議環境基本計画推進会議環境基本計画推進会議「「「「水水水水とととと緑緑緑緑・・・・安心安心安心安心のののの野洲野洲野洲野洲」」」」ににににイベンイベンイベンイベン

トトトト情報情報情報情報やややや活動活動活動活動などをなどをなどをなどを掲載掲載掲載掲載していますしていますしていますしています。。。。是非是非是非是非、、、、ごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

おおおお問合問合問合問合せせせせ：：：：山部会事務局山部会事務局山部会事務局山部会事務局（（（（農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課））））    

℡℡℡℡ 587 587 587 587----6004600460046004／／／／ Fax 587 Fax 587 Fax 587 Fax 587----3834383438343834    

    

    

野洲川河辺林野洲川河辺林野洲川河辺林野洲川河辺林をををを緑豊緑豊緑豊緑豊かなかなかなかなプロムナードプロムナードプロムナードプロムナードにしようにしようにしようにしよう！！！！    
    

日日日日        時時時時：：：：平成平成平成平成 23232323 年年年年 1111 月月月月 15151515 日日日日（（（（土土土土））））    

9999 時時時時 00000000 分分分分～～～～11111111 時時時時 00000000 分分分分    

集合場所集合場所集合場所集合場所：：：：市三宅地先旧市三宅地先旧市三宅地先旧市三宅地先旧野洲川北流付近野洲川北流付近野洲川北流付近野洲川北流付近    

作業内容作業内容作業内容作業内容：：：：竹竹竹竹きりきりきりきり作業作業作業作業などなどなどなど    
    

おおおお問合問合問合問合せせせせ    

緑緑緑緑のののの推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会事務局事務局事務局事務局（（（（都市計画都市計画都市計画都市計画課課課課））））    

℡℡℡℡ 587 587 587 587----6666323232324444／／／／ Fax 58 Fax 58 Fax 58 Fax 586666----2176217621762176    

山山山山やややや川川川川、、、、自然自然自然自然にににに関心関心関心関心のあるのあるのあるのある方方方方はぜひはぜひはぜひはぜひ参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。    


