
エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ教習会教習会教習会教習会ではではではでは、、、、受講者受講者受講者受講者のののの方方方方にににに実際実際実際実際にににに運転運転運転運転していただきしていただきしていただきしていただき走行走行走行走行データデータデータデータをををを基基基基にしてにしてにしてにして、、、、エコエコエコエコ

ドライブドライブドライブ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。。。。小小小小さなさなさなさな心心心心がけもがけもがけもがけも積積積積みみみみ重重重重ねるとねるとねるとねると大大大大きなきなきなきな省省省省エネエネエネエネとととと

なりますなりますなりますなります。。。。エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブにににに興味興味興味興味のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、ぜひごぜひごぜひごぜひご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    
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エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブとはとはとはとは、、、、ガソリンガソリンガソリンガソリンやややや軽油軽油軽油軽油などなどなどなど燃料消費燃料消費燃料消費燃料消費をををを抑抑抑抑えたえたえたえた運転方運転方運転方運転方

法法法法ですですですです。。。。エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブをををを実践実践実践実践すればすればすればすれば、、、、燃料代燃料代燃料代燃料代のののの節約節約節約節約になるばかりでになるばかりでになるばかりでになるばかりで

なくなくなくなく、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの原因原因原因原因となるとなるとなるとなる温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制にもにもにもにも繋繋繋繋がりがりがりがり

ますますますます。。。。    

このこのこのこの自動車自動車自動車自動車からからからから排出排出排出排出されるされるされるされる COCOCOCO2222をををを削減削減削減削減するにはするにはするにはするには、、、、低燃費車低燃費車低燃費車低燃費車ややややハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド自動車自動車自動車自動車にににに乗乗乗乗りりりり換換換換えるのえるのえるのえるの

もひとつのもひとつのもひとつのもひとつの手段手段手段手段ですがですがですがですが、、、、エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブはははは費用費用費用費用をかけずにをかけずにをかけずにをかけずに今日今日今日今日すぐにでもすぐにでもすぐにでもすぐにでも実践実践実践実践できるできるできるできる方法方法方法方法ですですですです。。。。    

このためこのためこのためこのためエコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ活動活動活動活動プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトではではではでは、、、、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普及普及普及普及をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、平成平成平成平成 19191919 年年年年

度度度度からからからから運転実習運転実習運転実習運転実習をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとしたエコドライブエコドライブエコドライブエコ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ていますしていますしていますしています。。。。今年度今年度今年度今年度もももも 11111111 月月月月 28282828 日日日日（（（（土土土土））））にににに

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５５５５人人人人をををを講師講師講師講師にににに実施実施実施実施しししし、、、、今年度今年度今年度今年度をををを含含含含めてめてめてめて計計計計 39393939 人人人人のののの方方方方がががが受講受講受講受講されされされされ、、、、

所属所属所属所属されるされるされるされる企業企業企業企業やややや団体団体団体団体でででで延延延延べべべべ 300300300300 人以上人以上人以上人以上のののの方方方方がががが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実践実践実践実践をされていますをされていますをされていますをされています。。。。    

ぜひみなさんもぜひみなさんもぜひみなさんもぜひみなさんも、、、、温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止とととと経費節減経費節減経費節減経費節減にににに役立役立役立役立つつつつエコドライブエコドライブエコドライブエコドライブをはじめてみましょうをはじめてみましょうをはじめてみましょうをはじめてみましょう！！！！    

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ポイントポイントポイントポイント！！！！    

○ 発進時発進時発進時発進時はははは、、、、ふんわりふんわりふんわりふんわりアクセルアクセルアクセルアクセル eeee スタートスタートスタートスタート！！！！        5555 秒秒秒秒でででで 20km/h20km/h20km/h20km/h をををを目安目安目安目安にににに    

○ 走行時走行時走行時走行時はははは、、、、加減早加減早加減早加減早のののの少少少少ないないないない運転運転運転運転をををを！！！！        普段普段普段普段よりよりよりより 5km/h5km/h5km/h5km/h 控控控控えめにえめにえめにえめに    

○ 減速時減速時減速時減速時はははは、、、、早目早目早目早目ののののアクセルオフアクセルオフアクセルオフアクセルオフ！！！！            前方前方前方前方をををを良良良良くくくく見見見見てててて安全運転安全運転安全運転安全運転    

○ 停止時停止時停止時停止時はははは、、、、アイドリングストップアイドリングストップアイドリングストップアイドリングストップ！！！！        5555 秒秒秒秒のののの停止停止停止停止でででで、、、、アイドリングストップアイドリングストップアイドリングストップアイドリングストップ    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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      ２００２００２００２００9999 年年年年１１１１2222 月月月月    

第第第第１１１１4444 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：「：「：「：「まちくらしまちくらしまちくらしまちくらし部会部会部会部会」」」」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））））担当担当担当担当：：：：村上村上村上村上    

TELTELTELTEL    589589589589----6431643164316431    FAXFAXFAXFAX    589589589589----5069506950695069    

【エコドライブ教習会の様子】 



    

    

    

    

「「「「「「「「ごごごごごごごごみみみみみみみみをををををををを出出出出出出出出ささささささささなななななななないいいいいいいい売売売売売売売売りりりりりりりり方方方方方方方方・・・・・・・・買買買買買買買買いいいいいいいい方方方方方方方方のののののののの広広広広広広広広ががががががががるるるるるるるるままままままままちちちちちちちち」」」」」」」」ププププププププロロロロロロロロジジジジジジジジェェェェェェェェククククククククトトトトトトトト        

    

    私私私私たちたちたちたち「「「「ごみをごみをごみをごみを出出出出さないさないさないさない売売売売りりりり方買方買方買方買いいいい方方方方のひろがるまちのひろがるまちのひろがるまちのひろがるまち」」」」プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトはははは、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活からのごみをからのごみをからのごみをからのごみを

減減減減らすらすらすらす努力努力努力努力がががが地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ２２２２削減削減削減削減へへへへ近近近近づくひとつのづくひとつのづくひとつのづくひとつの課題課題課題課題であるとであるとであるとであると考考考考えてえてえてえて活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。    

    次代次代次代次代をををを担担担担うううう子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに、、、、美美美美しいしいしいしい地球地球地球地球をををを残残残残しししし、、、、自然豊自然豊自然豊自然豊かなかなかなかな環境環境環境環境をををを残残残残すためにすためにすためにすために、、、、フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム出前講出前講出前講出前講

座座座座、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンなどをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様とととと一緒一緒一緒一緒にににに、、、、行動行動行動行動してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいただこうとんでいただこうとんでいただこうとんでいただこうと呼呼呼呼びかけてびかけてびかけてびかけて

いますいますいますいます。。。。    

私私私私たちのたちのたちのたちの活動目的活動目的活動目的活動目的    ①①①①ごみをごみをごみをごみを減減減減らしらしらしらし、、、、美美美美しいまちづくりしいまちづくりしいまちづくりしいまちづくり    

                                            ②②②②地産地消地産地消地産地消地産地消でででで安心安全安心安全安心安全安心安全なななな食材食材食材食材でででで健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり    

                                            ③③③③次世代次世代次世代次世代のののの子子子子どもどもどもども達達達達にににに美美美美しいしいしいしい地球地球地球地球をををを！！！！    

 

 

 

 

 

    私私私私たちはたちはたちはたちは平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年４４４４月月月月よりよりよりより上記上記上記上記のののの目的目的目的目的のののの為為為為、、、、第一歩第一歩第一歩第一歩としてとしてとしてとしてレジレジレジレジ袋削減袋削減袋削減袋削減・・・・マイバックマイバックマイバックマイバック持参運動持参運動持参運動持参運動をををを

実施実施実施実施してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。まずまずまずまず自分自分自分自分がががが出来出来出来出来るるるる事事事事はははは何何何何なのかをなのかをなのかをなのかを知知知知りりりり実践実践実践実践することですることですることですることで、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの努力努力努力努力がががが大大大大

きなきなきなきな輪輪輪輪となりとなりとなりとなり、、、、発展発展発展発展してしてしてして行行行行くくくく事事事事をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

けれどもけれどもけれどもけれども、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ理解理解理解理解はされていてもはされていてもはされていてもはされていても実実実実践践践践されているされているされているされている方方方方がががが大部分大部分大部分大部分とまではいかないのがとまではいかないのがとまではいかないのがとまではいかないのが現実現実現実現実でででで

すすすす。。。。そこでそこでそこでそこで少少少少しでもしでもしでもしでも多多多多くのくのくのくの方方方方にににに再認識再認識再認識再認識していただきしていただきしていただきしていただき、、、、実践実践実践実践へとへとへとへと繋繋繋繋げていくきっかけとしてげていくきっかけとしてげていくきっかけとしてげていくきっかけとして、、、、自治会自治会自治会自治会

やややや学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所、、、、保育園保育園保育園保育園などなどなどなど市内各所市内各所市内各所市内各所でででで出前講座出前講座出前講座出前講座をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

    

≪≪≪≪内容内容内容内容≫≫≫≫    

● 野洲市野洲市野洲市野洲市のごみとのごみとのごみとのごみと地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの現状現状現状現状（（（（30303030 分程度分程度分程度分程度））））    

    野洲市野洲市野洲市野洲市のごみののごみののごみののごみの現状現状現状現状やややや、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化がががが原因原因原因原因とととと見見見見られるられるられるられる気候変動気候変動気候変動気候変動    

などなどなどなど写真写真写真写真ややややグラフグラフグラフグラフををををプロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター（（（（パワーポイントパワーポイントパワーポイントパワーポイント））））をををを使使使使ってってってって    

分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく説明説明説明説明しますしますしますします。。。。    

● 人形劇人形劇人形劇人形劇、、、、エコソングエコソングエコソングエコソング・・・・ダンスダンスダンスダンス（（（（30303030 分程度分程度分程度分程度））））    

● 紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居、、、、ごみのごみのごみのごみの分別実践学習分別実践学習分別実践学習分別実践学習（（（（30303030 分程度分程度分程度分程度））））    

子子子子どもどもどもども達達達達にもにもにもにも分分分分かりやすかりやすかりやすかりやすくくくく、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、ごみのことをごみのことをごみのことをごみのことを学学学学んでんでんでんで貰貰貰貰うううう    

ためためためため、、、、人形劇人形劇人形劇人形劇ややややダンスダンスダンスダンス、、、、紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居をををを取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。    

    

出前講座出前講座出前講座出前講座をををを通通通通じてじてじてじて、、、、私達私達私達私達のののの熱熱熱熱いいいい思思思思いがいがいがいが伝伝伝伝わったわったわったわった時時時時のののの感動感動感動感動はははは、、、、とてもうれしいですとてもうれしいですとてもうれしいですとてもうれしいです。。。。    

    またまたまたまた、、、、子子子子どもどもどもども達達達達のののの可愛可愛可愛可愛いいいい率直率直率直率直なななな感想文感想文感想文感想文をををを読読読読みみみみ、、、、施設施設施設施設のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの温温温温かいおかいおかいおかいお言葉言葉言葉言葉をををを頂頂頂頂きききき、、、、増増増増々々々々のののの元気元気元気元気

ととととパワーパワーパワーパワーをををを頂戴致頂戴致頂戴致頂戴致していますしていますしていますしています。。。。ごみのごみのごみのごみの減量減量減量減量、、、、レジレジレジレジ袋削減袋削減袋削減袋削減のためのためのためのため、、、、今後今後今後今後もいろいろなもいろいろなもいろいろなもいろいろな所所所所へおへおへおへお伺伺伺伺いいいい致致致致しししし

ますのでますのでますのでますので、、、、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よろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

子子子子どもどもどもども達達達達もももも一緒一緒一緒一緒ににににエコダンスエコダンスエコダンスエコダンス    

出前講座出前講座出前講座出前講座（（（（人形劇人形劇人形劇人形劇））））    



ｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄ!!!!!!!!    

    

出前講座出前講座出前講座出前講座    実施団体実施団体実施団体実施団体    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

キキキキキキキキャャャャャャャャンンンンンンンンペペペペペペペペーーーーーーーーンンンンンンンン『『『『『『『『すすすすすすすすべべべべべべべべててててててててののののののののおおおおおおおお買買買買買買買買いいいいいいいい物物物物物物物物ははははははははママママママママイイイイイイイイババババババババッッッッッッッッググググググググでででででででで』』』』』』』』        
    今年今年今年今年もももも１０１０１０１０月月月月のののの３３３３ＲＲＲＲ推進月間推進月間推進月間推進月間にににに、、、、メンバーメンバーメンバーメンバーはははは５５５５グループグループグループグループにににに分分分分かかかか

れてれてれてれて市内市内市内市内スーパースーパースーパースーパーをはじめをはじめをはじめをはじめコンビニコンビニコンビニコンビニ、、、、小売店小売店小売店小売店をををを訪問訪問訪問訪問してしてしてして、、、、野洲市野洲市野洲市野洲市

３６３６３６３６店舗店舗店舗店舗にににに「「「「おおおお買買買買いものいものいものいもの袋持参運動袋持参運動袋持参運動袋持参運動」」」」ののののポスターポスターポスターポスターをををを店内店内店内店内にににに提示提示提示提示しししし

ていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。ポスターポスターポスターポスターはははは、、、、メンバーメンバーメンバーメンバーおおおお手製手製手製手製ででででプリントプリントプリントプリントされされされされ

たたたた図柄図柄図柄図柄にににに全員全員全員全員でででで手分手分手分手分けしてけしてけしてけしてクレヨンクレヨンクレヨンクレヨンややややマジックマジックマジックマジックなどでなどでなどでなどで色付色付色付色付けしまけしまけしまけしま

したしたしたした。。。。見見見見ていただけましたでしょうかていただけましたでしょうかていただけましたでしょうかていただけましたでしょうか？？？？    

    ごみごみごみごみ減量減量減量減量、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ２２２２削減削減削減削減のためのためのためのため、、、、これからもこれからもこれからもこれからも色色色色々々々々ななな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

してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。                            

    みなさんもみなさんもみなさんもみなさんも、、、、一緒一緒一緒一緒にににに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日常生活日常生活日常生活日常生活

をををを始始始始めましょうめましょうめましょうめましょう！！！！    

            （（（（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プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト））））    

    団体名団体名団体名団体名    参加者参加者参加者参加者（（（（概数概数概数概数））））    

１１１１    湖南地域消費学習湖南地域消費学習湖南地域消費学習湖南地域消費学習グループグループグループグループ連絡会連絡会連絡会連絡会    50 50 50 50 人人人人    

２２２２    西河原自治会西河原自治会西河原自治会西河原自治会    20 20 20 20 人人人人    

３３３３    八夫福祉委員会八夫福祉委員会八夫福祉委員会八夫福祉委員会    60 60 60 60 人人人人    

４４４４    JAJAJAJA おうみおうみおうみおうみ冨士冨士冨士冨士（（（（女性部中主地区女性部中主地区女性部中主地区女性部中主地区））））    26 26 26 26 人人人人    

５５５５    JAJAJAJA おうみおうみおうみおうみ冨士冨士冨士冨士（（（（女性部野洲地区女性部野洲地区女性部野洲地区女性部野洲地区））））    50 50 50 50 人人人人    

６６６６    北野学童保育所北野学童保育所北野学童保育所北野学童保育所    80 80 80 80 人人人人    

７７７７    南桜南桜南桜南桜ふれあいふれあいふれあいふれあいサロンサロンサロンサロン    15 15 15 15 人人人人    

８８８８    祇王学童保育所祇王学童保育所祇王学童保育所祇王学童保育所    60 60 60 60 人人人人    

９９９９    野洲生活学校野洲生活学校野洲生活学校野洲生活学校    20 20 20 20 人人人人    

10101010    デイサービスセンターサムソンデイサービスセンターサムソンデイサービスセンターサムソンデイサービスセンターサムソン    20 20 20 20 人人人人    

11111111    妙光寺妙光寺妙光寺妙光寺やまびこやまびこやまびこやまびこサロンサロンサロンサロン    20 20 20 20 人人人人    

12121212    野洲第野洲第野洲第野洲第 1111 保育園保育園保育園保育園（（（（親子親子親子親子））））    170 170 170 170 人人人人    

13131313    山出山出山出山出ふれあいふれあいふれあいふれあいサロンサロンサロンサロン    20 20 20 20 人人人人    

14141414    中主中主中主中主デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター    30 30 30 30 人人人人    

合計合計合計合計（（（（H21.11H21.11H21.11H21.11 月月月月までまでまでまで））））    641641641641 人人人人    

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出前講座出前講座出前講座出前講座のののの申申申申しししし込込込込みみみみ受付中受付中受付中受付中！！！！    

自治会自治会自治会自治会やややや老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ、、、、ふれあいふれあいふれあいふれあいサロンサロンサロンサロン、、、、子子子子どもどもどもども会会会会、、、、各種市民団体各種市民団体各種市民団体各種市民団体などのなどのなどのなどの環境学習環境学習環境学習環境学習にぜひごにぜひごにぜひごにぜひご利用利用利用利用くくくく

ださいださいださいださい。。。。    

    時時時時        間間間間        30303030 分分分分～～～～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））））    

    申申申申しししし込込込込みみみみ        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プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事務局事務局事務局事務局    TEL 589TEL 589TEL 589TEL 589----6431643164316431    FAX 589FAX 589FAX 589FAX 589----5069506950695069    までまでまでまで。。。。    

現在現在現在現在、、、、    

北桜北桜北桜北桜ふれあいふれあいふれあいふれあいサロンサロンサロンサロン、、、、江部江部江部江部ふれあいふれあいふれあいふれあい

サロンサロンサロンサロン、、、、三上学童保育所三上学童保育所三上学童保育所三上学童保育所、、、、篠原学童篠原学童篠原学童篠原学童

保育所保育所保育所保育所、、、、祇王照明保育園祇王照明保育園祇王照明保育園祇王照明保育園、、、、ぎおうのぎおうのぎおうのぎおうの

里里里里、、、、大篠原自治会大篠原自治会大篠原自治会大篠原自治会などからおなどからおなどからおなどからお申申申申しししし込込込込

みをいただいていますみをいただいていますみをいただいていますみをいただいています。。。。    

めめめめ    

ざざざざ    

せせせせ    

マイバックマイバックマイバックマイバック率率率率    

100100100100％％％％ 



 

 

    

    

    

    

    

～～～～～～～～        活活活活活活活活動動動動動動動動予予予予予予予予定定定定定定定定        ～～～～～～～～        ““““あなたのあなたのあなたのあなたの参加参加参加参加をををを待待待待っていますっていますっていますっています！！！！    環境保全環境保全環境保全環境保全のののの活動情報活動情報活動情報活動情報””””        

        ●「「「「定例定例定例定例・・・・里山保全作業里山保全作業里山保全作業里山保全作業」」」」（（（（自然部会自然部会自然部会自然部会    山部会山部会山部会山部会））））    

            ““““里山里山里山里山のののの保全作業保全作業保全作業保全作業をしますをしますをしますをします。。。。山山山山のののの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ははは、、、、ぜひごぜひごぜひごぜひご参加参加参加参加くださいくださいくださいください””””    

 日日日日        時時時時        1111 月月月月 16161616 日日日日（（（（土土土土））））    午前午前午前午前 9999 時時時時～～～～12121212 時時時時（（（（雨天中止雨天中止雨天中止雨天中止））））    

 集合場所集合場所集合場所集合場所        午前午前午前午前９９９９時時時時    小堤城山館小堤城山館小堤城山館小堤城山館    （（（（小堤小堤小堤小堤のののの山山山山・・・・山部会山部会山部会山部会のののの森森森森をををを整備整備整備整備））））    

 参加申参加申参加申参加申込込込込        ごごごご住所住所住所住所、、、、おおおお名前名前名前名前、、、、年齢年齢年齢年齢、、、、連絡先連絡先連絡先連絡先をおをおをおをお電話電話電話電話またはまたはまたはまたはＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸでごでごでごでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

                                                            TEL 589TEL 589TEL 589TEL 589----6315631563156315    FAX 589FAX 589FAX 589FAX 589----5069506950695069    

                            山部会事務局山部会事務局山部会事務局山部会事務局    （（（（野洲市役所野洲市役所野洲市役所野洲市役所    農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課    担当担当担当担当：：：：鈴木鈴木鈴木鈴木））））    

    

        ●●●●「「「「旧旧旧旧野洲川河辺林野洲川河辺林野洲川河辺林野洲川河辺林」」」」のののの整備作業整備作業整備作業整備作業（（（（自然部会自然部会自然部会自然部会    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））））    

            ““““林林林林にににに生生生生いいいい茂茂茂茂るるるる竹竹竹竹をををを伐採伐採伐採伐採しますしますしますします。。。。高校生以上高校生以上高校生以上高校生以上のののの方方方方であればであればであればであれば作業作業作業作業にににに参加参加参加参加いただけますいただけますいただけますいただけます””””    

 日日日日        時時時時        1111 月月月月 16161616 日日日日（（（（土土土土））））    午前午前午前午前 9999 時時時時～～～～11111111 時時時時 30303030 分分分分。。。。    

 場場場場        所所所所        市三宅地先市三宅地先市三宅地先市三宅地先のののの旧野洲川堤防旧野洲川堤防旧野洲川堤防旧野洲川堤防のののの河辺林河辺林河辺林河辺林    

 参加申込参加申込参加申込参加申込        ごごごご住所住所住所住所、、、、おおおお名名名名前前前前、、、、年齢年齢年齢年齢、、、、連絡先連絡先連絡先連絡先をおをおをおをお電話電話電話電話またはまたはまたはまたはＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸでごでごでごでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

          TEL 077TEL 077TEL 077TEL 077----587587587587----6324632463246324    FAX 077FAX 077FAX 077FAX 077----586586586586----2176217621762176    

                            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    （（（（野洲市役所野洲市役所野洲市役所野洲市役所    都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課    担当担当担当担当：：：：田中田中田中田中））））    

 

 

～～～～～～～～        イイイイイイイイベベベベベベベベンンンンンンンントトトトトトトトののののののののおおおおおおおお知知知知知知知知ららららららららせせせせせせせせ        ～～～～～～～～     

    ●●●●環境環境環境環境フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム「「「「地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化についてについてについてについて考考考考えようえようえようえよう」（」（」（」（エコエコエコエコ資源部会資源部会資源部会資源部会））））        

            ““““まずはまずはまずはまずは知知知知ることることることること、、、、体験体験体験体験することからすることからすることからすることから始始始始めてみませんかめてみませんかめてみませんかめてみませんか。。。。こんなにこんなにこんなにこんなに身近身近身近身近なななな環境問題環境問題環境問題環境問題    

    地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの現状現状現状現状とととと、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ２２２２削減削減削減削減のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、環境学習会環境学習会環境学習会環境学習会をををを開催開催開催開催しますしますしますします””””    

第第第第 7777 回環境回環境回環境回環境フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    

    日日日日        時時時時        平成平成平成平成 22222222 年年年年 1111 月月月月 30303030 日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後 1111 時時時時 30303030 分分分分～～～～3333 時時時時 30303030 分分分分    

    場場場場        所所所所        コミセンコミセンコミセンコミセンみかみみかみみかみみかみ（（（（大大大大ホールホールホールホール））））    

    参参参参    加加加加    費費費費        無料無料無料無料（（（（申申申申しししし込込込込みみみみ不要不要不要不要））））    

    問合問合問合問合わせわせわせわせ先先先先    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    TEL 589TEL 589TEL 589TEL 589----6431643164316431    

                            （（（（野洲市役所野洲市役所野洲市役所野洲市役所    環境課環境課環境課環境課    担当担当担当担当：：：：村上村上村上村上）））） 

    

    

““““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ののののニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターはははは、、、、偶数月偶数月偶数月偶数月のののの 10101010 日日日日にににに発行発行発行発行しますしますしますします””””    

    

    

                    

                    ののののイベントイベントイベントイベントやややや予定予定予定予定    

環境基計画推進会議環境基計画推進会議環境基計画推進会議環境基計画推進会議「「「「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    環境経済部環境経済部環境経済部環境経済部    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----2492249224922492        野洲市西河原野洲市西河原野洲市西河原野洲市西河原 2400240024002400    

電話電話電話電話    077077077077----589589589589----6431643164316431    FAXFAXFAXFAX    077077077077----589589589589----5069506950695069    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 

参加参加参加参加されたされたされたされた方方方方にはにはにはには    

がありますがありますがありますがあります 

 


