
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」」」」    
 

    

4444 月月月月 22222222 日日日日（（（（木木木木））））13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：30303030 

平成平成平成平成 22222222 年度総会年度総会年度総会年度総会をををを開催開催開催開催したころしたころしたころしたころ、、、、豪雨豪雨豪雨豪雨にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず会員会員会員会員 39393939

名名名名がががが参加参加参加参加されされされされ、、、、平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度のののの活動報告活動報告活動報告活動報告とととと平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度のののの事業計事業計事業計事業計

画画画画についてについてについてについて原原原原案通案通案通案通りりりり承認承認承認承認いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。来賓来賓来賓来賓としてとしてとしてとして出席出席出席出席いたいたいたいた

だいただいただいただいた山仲市長山仲市長山仲市長山仲市長からからからから、、、、「「「「市民市民市民市民のののの活動活動活動活動にににによりよりよりより市内市内市内市内のののの環境保全環境保全環境保全環境保全がががが守守守守らららら

れているれているれているれている。。。。」」」」とのとのとのとの挨拶挨拶挨拶挨拶ををををいただいただいただいただきましたきましたきましたきました。。。。推進会議顧問推進会議顧問推進会議顧問推進会議顧問のののの井阪様井阪様井阪様井阪様

からはからはからはからは、、、、「「「「市市市市のののの行政行政行政行政・・・・市民市民市民市民・・・・事業所事業所事業所事業所・・・・団体団体団体団体がががが一一一一つになってつになってつになってつになって活動活動活動活動をををを

されているされているされているされている事事事事がうらやましくがうらやましくがうらやましくがうらやましく思思思思うううう。」。」。」。」とおとおとおとお言葉言葉言葉言葉をいただきまをいただきまをいただきまをいただきましたしたしたした。。。。    

（（（（会場内会場内会場内会場内のののの様子様子様子様子））））                                                                                                                        （（（（質疑質疑質疑質疑のののの様子様子様子様子））））    

質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答ではではではでは、「、「、「、「あやめあやめあやめあやめ浜浜浜浜のののの砂浜砂浜砂浜砂浜がきれいになりがきれいになりがきれいになりがきれいになり、、、、シジミシジミシジミシジミがががが戻戻戻戻ってってってって    

きたときたときたときたと報告報告報告報告されたがされたがされたがされたが、、、、22222222 年度年度年度年度以降以降以降以降ははははどのどのどのどの様様様様にににに活動活動活動活動をををを進進進進めていくのめていくのめていくのめていくの    

かかかか？」？」？」？」とととと質問質問質問質問がありがありがありがあり、、、、代表代表代表代表のののの松沢松沢松沢松沢さんさんさんさんからからからから「「「「活動活動活動活動はははは今今今今までまでまでまで通通通通りりりり続続続続    

けけけけていくていくていくていく。。。。」」」」とととと回答回答回答回答しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、ごみのごみのごみのごみの散乱散乱散乱散乱・・・・不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄のののの問題問題問題問題    

についてについてについてについて「「「「自治会自治会自治会自治会とととと協力協力協力協力してしてしてして、、、、日頃日頃日頃日頃からからからからゴミゴミゴミゴミをををを拾拾拾拾ううううようようようよう活動活動活動活動してしてしてして    

はどうかはどうかはどうかはどうか」」」」というというというというごごごご意見意見意見意見ををををいただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。代表代表代表代表もももも「「「「自治会自治会自治会自治会のののの参参参参    

加加加加をををを強強強強くくくく願願願願っているっているっているっている。。。。」」」」とととと活動参加活動参加活動参加活動参加をををを呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ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    ５５５５月月月月    

第第第第１１１１５５５５号号号号    

4444 月月月月 18181818 日日日日（（（（日日日日））））参加者参加者参加者参加者 42424242 名名名名    

4444 月月月月 11110000 日日日日（（（（土土土土））））参加者参加者参加者参加者 32323232 名名名名    

    

◇◆◇◆◇◆◇◆    今年度今年度今年度今年度のののの各各各各プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの活動活動活動活動がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました    ◆◇◆◇◆◇◆◇    

4444 月月月月 20202020 日日日日（（（（火火火火））））参加者参加者参加者参加者 21212121 人人人人    

エコエコエコエコ遊覧遊覧遊覧遊覧（（（（花見花見花見花見））））のののの後後後後、、、、家棟家棟家棟家棟

川川川川のののの清掃清掃清掃清掃をををを行行行行いいいいましたましたましたました。。。。    

妙光寺山妙光寺山妙光寺山妙光寺山花登山花登山花登山花登山のののの様子様子様子様子    

小南小南小南小南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でのでのでので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出前講座出前講座出前講座出前講座ののののエコダエコダエコダエコダ

ンスンスンスンスのののの様子様子様子様子    



こんなことに取り組んでいます！  ～プロジェクトの主な活動紹介（平成 2１年度の様子）～  

 

①①①①    「「「「おらがおらがおらがおらが川川川川」」」」人人人人がががが親親親親しめるきれいなしめるきれいなしめるきれいなしめるきれいな川川川川づくりづくりづくりづくり    

◆◆◆◆家棟川家棟川家棟川家棟川エコエコエコエコ遊覧遊覧遊覧遊覧のののの実施実施実施実施    

    川川川川のののの現状現状現状現状をををを間近間近間近間近でででで見見見見てててて、、、、知知知知ってもらうためってもらうためってもらうためってもらうため、、、、昔昔昔昔ながらのながらのながらのながらの手漕手漕手漕手漕ぎにぎにぎにぎに

よるよるよるよる遊覧船遊覧船遊覧船遊覧船をををを運航運航運航運航していますしていますしていますしています。。。。912912912912 人人人人のののの市民市民市民市民がががが参加参加参加参加されされされされ、、、、心無心無心無心無いいいい行為行為行為行為

でででで川川川川べりにべりにべりにべりに散乱散乱散乱散乱しているごみをしているごみをしているごみをしているごみを目目目目のののの当当当当たりにされましたたりにされましたたりにされましたたりにされました。。。。一方一方一方一方でででで、、、、

姿姿姿姿をををを消消消消していたしていたしていたしていたホタルホタルホタルホタルがががが復活復活復活復活するするするする地域地域地域地域がががが増増増増えたりえたりえたりえたり、、、、ビワマスビワマスビワマスビワマスがががが遡上遡上遡上遡上

するなどのするなどのするなどのするなどの河川環河川環河川環河川環境境境境にににに変化変化変化変化がががが見見見見られるようになってきていますられるようになってきていますられるようになってきていますられるようになってきています。。。。    
    

②②②②    葦地帯葦地帯葦地帯葦地帯をみんなでをみんなでをみんなでをみんなで増増増増やそうやそうやそうやそう        ◆◆◆◆ヨシヨシヨシヨシ植植植植ええええイベントイベントイベントイベントのののの開催開催開催開催    

かつてびわかつてびわかつてびわかつてびわ湖周辺湖周辺湖周辺湖周辺にににに群生群生群生群生していたしていたしていたしていたヨシヨシヨシヨシ帯帯帯帯はははは、、、、水辺水辺水辺水辺のののの生生生生きききき物物物物にとってにとってにとってにとって重要重要重要重要

なななな生息場所生息場所生息場所生息場所でしたでしたでしたでした。。。。地元地元地元地元のののの小学生小学生小学生小学生もももも苗作苗作苗作苗作りにりにりにりに参加参加参加参加してしてしてして、、、、びわびわびわびわ湖湖湖湖のののの環境環境環境環境をををを保保保保

全全全全するためにするためにするためにするためにヨシヨシヨシヨシ帯帯帯帯をををを復活復活復活復活させるさせるさせるさせる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。    

平成平成平成平成 19191919 年年年年からのからのからのからの延延延延べべべべ植栽面積植栽面積植栽面積植栽面積    3,0103,0103,0103,010 ㎡㎡㎡㎡    

③③③③    琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖をををを身近身近身近身近なものにしようなものにしようなものにしようなものにしよう        ◆◆◆◆あやめあやめあやめあやめ浜浜浜浜まつりのまつりのまつりのまつりの開催開催開催開催    

びわびわびわびわ湖湖湖湖のののの現状現状現状現状やややや湖魚湖魚湖魚湖魚のののの伝統食伝統食伝統食伝統食をををを多多多多くのくのくのくの方方方方にににに知知知知ってもらいってもらいってもらいってもらい、、、、水環境水環境水環境水環境のののの

保全保全保全保全をををを啓発啓発啓発啓発するためするためするためするため、、、、昨年昨年昨年昨年にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、あやめあやめあやめあやめ浜浜浜浜まつりをまつりをまつりをまつりを開催開催開催開催。。。。参加参加参加参加

者者者者 234234234234 人人人人がががが、、、、菖蒲菖蒲菖蒲菖蒲（（（（あやめあやめあやめあやめ））））浜浜浜浜でびわでびわでびわでびわ湖湖湖湖にににに親親親親しむしむしむしむイベントイベントイベントイベント体験体験体験体験、、、、湖魚湖魚湖魚湖魚

食食食食のののの試食試食試食試食、、、、フナフナフナフナのののの放流放流放流放流、、、、浜浜浜浜のののの清掃清掃清掃清掃などをなどをなどをなどを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

④④④④    野洲野洲野洲野洲のののの里山里山里山里山のののの自然自然自然自然にににに触触触触れようれようれようれよう、、、、知知知知ろうろうろうろう    

                                                    ◆◆◆◆里里里里山山山山をををを歩歩歩歩くくくく自然体験自然体験自然体験自然体験イベントイベントイベントイベントのののの開催開催開催開催    

    里山里山里山里山のののの保全保全保全保全をををを進進進進めるためにめるためにめるためにめるために、、、、地元地元地元地元のののの自治会自治会自治会自治会やややや生産森林組合生産森林組合生産森林組合生産森林組合、、、、企業企業企業企業のののの協力協力協力協力をををを

得得得得てててて、、、、大篠原大篠原大篠原大篠原・・・・小堤小堤小堤小堤・・・・妙光寺地区妙光寺地区妙光寺地区妙光寺地区でででで里山里山里山里山のののの林道整備林道整備林道整備林道整備とととと自然体験自然体験自然体験自然体験イベントイベントイベントイベントをををを行行行行

っていますっていますっていますっています。。。。イベントイベントイベントイベント参加者参加者参加者参加者ががががリピーターリピーターリピーターリピーターとなりとなりとなりとなり、、、、里山里山里山里山のののの保全活動保全活動保全活動保全活動へのへのへのへの参加参加参加参加

者者者者もももも増増増増えてきていますえてきていますえてきていますえてきています。。。。    
    

⑤⑤⑤⑤    まちなかのまちなかのまちなかのまちなかの緑緑緑緑ボリュームアップボリュームアップボリュームアップボリュームアップ大作戦大作戦大作戦大作戦    

◆◆◆◆河辺林河辺林河辺林河辺林でのでのでのでの自然自然自然自然観察会観察会観察会観察会のののの開催開催開催開催    

 市街地市街地市街地市街地からからからから琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖へとへとへとへと連連連連なるなるなるなる樹林帯樹林帯樹林帯樹林帯をををを創創創創りりりり上上上上げげげげ、、、、緑豊緑豊緑豊緑豊かなまちにかなまちにかなまちにかなまちに変変変変

えていくえていくえていくえていくためためためため、、、、現存現存現存現存するするするする野洲川野洲川野洲川野洲川のののの河辺林河辺林河辺林河辺林（（（（市三宅地先市三宅地先市三宅地先市三宅地先））））をををを保全保全保全保全してしてしてして、、、、

木漏木漏木漏木漏れれれれ日日日日のののの中中中中でででで散策散策散策散策がががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる「「「「緑緑緑緑ののののプロムナードプロムナードプロムナードプロムナード」」」」作作作作りをりをりをりを行行行行っていっていっていってい

ますますますます。。。。このこのこのこの河畔林河畔林河畔林河畔林のののの豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然をををを知知知知ってもらうためにってもらうためにってもらうためにってもらうために、、、、タケノコタケノコタケノコタケノコ掘掘掘掘りりりり

イベントイベントイベントイベントをををを実施実施実施実施したりしたりしたりしたり、、、、県立大学県立大学県立大学県立大学のののの野間先生野間先生野間先生野間先生をををを招招招招いていていていて観察会観察会観察会観察会をををを開催開催開催開催しししし

ましたましたましたました。。。。    

    

⑥⑥⑥⑥    みんなでみんなでみんなでみんなで進進進進めるめるめるめる環境学習環境学習環境学習環境学習        ◆◆◆◆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のののの開催開催開催開催    

    「「「「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」」」」ををををテーマテーマテーマテーマにににに、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化のののの現状現状現状現状とそれがとそれがとそれがとそれが

もたらすもたらすもたらすもたらす影響影響影響影響をををを学学学学びびびび、、、、私私私私たちたちたちたち一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが行動行動行動行動をををを起起起起こすことのこすことのこすことのこすことの大切大切大切大切さをさをさをさを

訴訴訴訴えるためえるためえるためえるため、、、、学区単位学区単位学区単位学区単位でででで学習会学習会学習会学習会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。    

    延延延延べべべべ参加者数参加者数参加者数参加者数（（（（７７７７学区学区学区学区））））    136136136136 人人人人    



    

⑦⑦⑦⑦    生生生生ごみごみごみごみ資源化資源化資源化資源化システムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり        ◆◆◆◆生生生生ごみごみごみごみ資源化実践発表会資源化実践発表会資源化実践発表会資源化実践発表会のののの開催開催開催開催    

家庭家庭家庭家庭ででででのののの生生生生ゴミゴミゴミゴミのののの資源資源資源資源（（（（堆肥堆肥堆肥堆肥））））化化化化をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、手回手回手回手回しししし式生式生式生式生ごごごご

みみみみ処理機処理機処理機処理機ややややコンポストコンポストコンポストコンポストなどなどなどなど、、、、家庭家庭家庭家庭でででで簡単簡単簡単簡単にできてにできてにできてにできて、、、、省省省省エネエネエネエネににににもももも配配配配

慮慮慮慮したしたしたした生生生生ごみごみごみごみ処理方法処理方法処理方法処理方法のののの実践事例発表会実践事例発表会実践事例発表会実践事例発表会をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

    

    

⑧⑧⑧⑧    天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油をををを捨捨捨捨てずにてずにてずにてずにエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー（ＢＤＦ）（ＢＤＦ）（ＢＤＦ）（ＢＤＦ）化化化化しようしようしようしよう    

    ◆◆◆◆使用済使用済使用済使用済みみみみ天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油のののの回収回収回収回収    

    市内市内市内市内のののの家庭家庭家庭家庭からからからから出出出出るるるる使用済使用済使用済使用済みみみみ天天天天ぷらぷらぷらぷら油油油油のののの約半分約半分約半分約半分がががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物（（（（燃燃燃燃えるごみえるごみえるごみえるごみ））））

としてとしてとしてとして捨捨捨捨てられていますてられていますてられていますてられています。。。。このこのこのこの廃食油廃食油廃食油廃食油のののの回収量回収量回収量回収量をををを増増増増やしやしやしやし、、、、資源化資源化資源化資源化をををを行行行行ってってってって

いますいますいますいます。。。。    

    平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度のののの回収量回収量回収量回収量    

回収回収回収回収ＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    3,6233,6233,6233,623 リットルリットルリットルリットル    ////    拠点回収拠点回収拠点回収拠点回収    1,8301,8301,8301,830 リットルリットルリットルリットル    
    

⑨⑨⑨⑨    おおおお得得得得でででで楽楽楽楽しいしいしいしいリユースステーションリユースステーションリユースステーションリユースステーションをつくろうをつくろうをつくろうをつくろう    

◆◆◆◆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のののの試行試行試行試行開始開始開始開始    

資源資源資源資源のののの有効利用有効利用有効利用有効利用をををを進進進進めるためにめるためにめるためにめるために、、、、ごみとしてごみとしてごみとしてごみとして出出出出されているされているされているされている不用品不用品不用品不用品をををを希希希希

望望望望するするするする市民市民市民市民へへへへ譲譲譲譲るるるる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のののの試行試行試行試行をををを開始開始開始開始しましたしましたしましたしました。。。。平成平成平成平成 21212121 年年年年

度度度度はははは３３３３回実施回実施回実施回実施しししし、、、、捨捨捨捨てられるはずだったてられるはずだったてられるはずだったてられるはずだった家具家具家具家具やややや食器食器食器食器などがなどがなどがなどが再再再再びびびび利用利用利用利用されされされされ

ることとなりましたることとなりましたることとなりましたることとなりました。。。。    

平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度    ３３３３回実施回実施回実施回実施    109109109109 人参加人参加人参加人参加        小型家具小型家具小型家具小型家具などなどなどなど 31313131 品品品品ほかほかほかほか多数多数多数多数のののの食器食器食器食器がががが引引引引きききき取取取取られましたられましたられましたられました。。。。    
    

⑩⑩⑩⑩    「「「「こんなこんなこんなこんなエコエコエコエコなななな店店店店あるよあるよあるよあるよ！」！」！」！」ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック作成事業作成事業作成事業作成事業    

◆◆◆◆小売店舗小売店舗小売店舗小売店舗へのへのへのへの聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調査調査調査調査をををを実施実施実施実施    

    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商品商品商品商品をををを扱扱扱扱っていっていっていっていたりたりたりたり、、、、レジレジレジレジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減やややや簡易包装簡易包装簡易包装簡易包装のののの実施実施実施実施などごみなどごみなどごみなどごみ減量減量減量減量にににに努努努努めているめているめているめている

商店商店商店商店のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブックのののの作成作成作成作成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。。。。平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度はははは、、、、商店商店商店商店へのへのへのへの聞聞聞聞きききき取取取取

りりりり調査調査調査調査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。。。。    
    

⑪⑪⑪⑪    一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが自動車社会見直自動車社会見直自動車社会見直自動車社会見直すすすす「「「「エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ活動活動活動活動」」」」    

◆◆◆◆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のののの開催開催開催開催    

    誰誰誰誰でもでもでもでも簡単簡単簡単簡単にににに、、、、おおおお金金金金をををを掛掛掛掛けずにけずにけずにけずに低燃費低燃費低燃費低燃費にできてしまうのがにできてしまうのがにできてしまうのがにできてしまうのが、、、、エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ

ですですですです。ＣＯ。ＣＯ。ＣＯ。ＣＯ２２２２のののの排出量排出量排出量排出量もももも削減削減削減削減できるできるできるできる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地地地地域域域域やややや企業企業企業企業でででで広広広広めるめるめるめるリーリーリーリー

ダーダーダーダーをををを増増増増やすためやすためやすためやすため、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから「「「「エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ教習会教習会教習会教習会」」」」をををを開催開催開催開催していますしていますしていますしています。。。。    
    

⑫⑫⑫⑫    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方方方・・・・買買買買いいいい方方方方がががが広広広広がるまちがるまちがるまちがるまち        ◆◆◆◆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開催開催開催開催    

買買買買いものからいものからいものからいものから発生発生発生発生するごみのするごみのするごみのするごみの減量減量減量減量をめざしてをめざしてをめざしてをめざして、、、、まずまずまずまず身近身近身近身近ななななレジレジレジレジ袋袋袋袋なななな

どからのどからのどからのどからの削減削減削減削減をををを通通通通じてじてじてじて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ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをををを考考考考えてもらえてもらえてもらえてもら

おうとおうとおうとおうと、、、、子子子子どもたちにもどもたちにもどもたちにもどもたちにも分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい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。。。。幼幼幼幼

稚園稚園稚園稚園やややや学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所のほかのほかのほかのほか、、、、自治会自治会自治会自治会やふれあいやふれあいやふれあいやふれあいサロンサロンサロンサロンなどなどなどなどでででで受講受講受講受講いただいただいただいただ

いていますいていますいていますいています。。。。    

    平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度    21212121 回実施回実施回実施回実施    延延延延べべべべ 933933933933 人受講人受講人受講人受講



    

    
    

    

    

    

    

～～～～春春春春のののの自然自然自然自然をををを感感感感じながらじながらじながらじながら竹竹竹竹のののの子堀子堀子堀子堀りをしましょうりをしましょうりをしましょうりをしましょう～～～～    
    日日日日        時時時時：：：：6666 月月月月 5555 日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前 10101010 時時時時 00000000 分分分分～～～～午後午後午後午後 1111 時時時時 00000000 分分分分    

    ((((雨天雨天雨天雨天のののの場合場合場合場合ははははコミセンコミセンコミセンコミセンきたのきたのきたのきたの))))        

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

                        （（（（駐車場駐車場駐車場駐車場にににに限限限限りがありますのでりがありますのでりがありますのでりがありますので、、、、乗乗乗乗りりりり合合合合わせにわせにわせにわせに    

ごごごご協力協力協力協力くださいくださいくださいください））））    

    参 加参 加参 加参 加 料料料料：：：：ひとりひとりひとりひとり５００５００５００５００円円円円    ＊＊＊＊小学生以下小学生以下小学生以下小学生以下はははは無料無料無料無料    

 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又又又又はははは    

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。。。。        

（（（（先着先着先着先着５０５０５０５０人人人人    ５５５５////２６２６２６２６締締締締めめめめ切切切切りりりり））））    

＊＊＊＊小学生以下小学生以下小学生以下小学生以下はははは保護者同伴保護者同伴保護者同伴保護者同伴    

連連連連    絡絡絡絡    先先先先：：：：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（（（（都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課））））    

TELTELTELTEL 587 587 587 587----6324  6324  6324  6324  FFFFAX 58AX 58AX 58AX 586666----2222176176176176    
    

    

    日日日日        時時時時：：：：6666 月月月月 26262626 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～～～～午後午後午後午後 3333 時時時時 30303030 分分分分        

    会会会会        場場場場：：：：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なかさとなかさとなかさとなかさと    大大大大ホールホールホールホール    

    内内内内        容容容容：：：：水源水源水源水源のののの山山山山、、、、森森森森、、、、川川川川、、、、田畑田畑田畑田畑、、、、びわびわびわびわ湖湖湖湖のののの水環境保全水環境保全水環境保全水環境保全    

                        にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ市民団体市民団体市民団体市民団体やややや自治会自治会自治会自治会のののの活動事例活動事例活動事例活動事例のののの報告報告報告報告    

    参 加参 加参 加参 加 料料料料：：：：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））））    

    問合問合問合問合せせせせ：：：：里川里川里川里川づくりづくりづくりづくり委員会委員会委員会委員会    事務局事務局事務局事務局（（（（環境課環境課環境課環境課））））    

TEL 587TEL 587TEL 587TEL 587----6003600360036003     FAX 587 FAX 587 FAX 587 FAX 587----3834383438343834    

    

～～～～～～～～        会会会会会会会会員員員員員員員員募募募募募募募募集集集集集集集集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」」」」ではではではでは、、、、常時会員常時会員常時会員常時会員をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています。。。。    

◆◆◆◆    年会費年会費年会費年会費        個人個人個人個人    500500500500 円円円円    

    団体団体団体団体・・・・自治会自治会自治会自治会    1,0001,0001,0001,000 円円円円    

                            事業者事業者事業者事業者    2,0002,0002,0002,000 円円円円    

会費会費会費会費はははは推進会議推進会議推進会議推進会議をををを運営運営運営運営するためのするためのするためのするための費用費用費用費用のののの一一一一部部部部にににに    

充充充充てますてますてますてます。。。。会員会員会員会員にはにはにはにはイベントイベントイベントイベントやややや学習会学習会学習会学習会などのなどのなどのなどの実施予実施予実施予実施予    

定定定定やややや計画計画計画計画のののの取組取組取組取組みみみみ状況等状況等状況等状況等をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた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をををを    

おおおお送送送送りしますりしますりしますりします。。。。興味興味興味興味のあるのあるのあるのある活動活動活動活動がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん参加参加参加参加してみてくださいしてみてくださいしてみてくださいしてみてください。。。。    

ごごごご入会入会入会入会のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みやみやみやみや、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは、、、、下記下記下記下記のののの事務局事務局事務局事務局までまでまでまで。。。。    

    

    

    

    
    

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）””””にににに環境環境環境環境基本基本基本基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」」」」のののの    

コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティーをををを立立立立ちちちち上上上上げましたげましたげましたげました。。。。イベントイベントイベントイベント情報情報情報情報などなどなどなどをををを発信発信発信発信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。。。。    

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    kankankankankyou@city.yasu.lg.jpkyou@city.yasu.lg.jpkyou@city.yasu.lg.jpkyou@city.yasu.lg.jp 

～～～～    今後今後今後今後ののののイベントイベントイベントイベント    ～～～～    

みなさまのごみなさまのごみなさまのごみなさまのご参加参加参加参加をををを

おおお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！！！！    

日時日時日時日時：：：：6666 月月月月 13131313 日日日日((((日日日日) ) ) ) 午前午前午前午前 10101010 時時時時～～～～午前午前午前午前 11111111 時時時時    

場所場所場所場所：（：（：（：（仮称仮称仮称仮称））））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    

（（（（旧消防署車庫旧消防署車庫旧消防署車庫旧消防署車庫））））    

野洲市西河原野洲市西河原野洲市西河原野洲市西河原 2419241924192419 番地番地番地番地    

対象物品対象物品対象物品対象物品：：：：家具類家具類家具類家具類・・・・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・・・・食器食器食器食器

類類類類・・・・陶磁器類陶磁器類陶磁器類陶磁器類・・・・バッグバッグバッグバッグ類等類等類等類等    

譲渡対象者譲渡対象者譲渡対象者譲渡対象者：：：：野洲市在住野洲市在住野洲市在住野洲市在住のののの方方方方    

問合問合問合問合せせせせ：：：：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（（（（環境課環境課環境課環境課））））    

                TEL 587TEL 587TEL 587TEL 587----6003600360036003     FAX 587 FAX 587 FAX 587 FAX 587----3834383438343834    

日日日日        時時時時：：：：６６６６月月月月５５５５日日日日（（（（土土土土））））     

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（（（（9999 時集合時集合時集合時集合）））） 

作業内容作業内容作業内容作業内容：：：：間伐材間伐材間伐材間伐材ででででベンチベンチベンチベンチをををを作作作作ろうろうろうろう 

服服服服        装装装装：：：：長袖長袖長袖長袖シャツシャツシャツシャツ・・・・長長長長ズボンズボンズボンズボン・・・・足元足元足元足元

ののののしっかしっかしっかしっかりしたりしたりしたりした靴靴靴靴・・・・帽帽帽帽

子子子子・・・・水筒水筒水筒水筒    

連絡先連絡先連絡先連絡先：：：：山部会山部会山部会山部会事務局事務局事務局事務局（（（（農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課））））    

℡℡℡℡    587587587587----6004600460046004 

＊＊＊＊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持持持持参参参参してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

事事事事事事事事事事事事務務務務務務務務務務務務所所所所所所所所所所所所移移移移移移移移移移移移転転転転転転転転転転転転            

ししししししししししししままままままままままままししししししししししししたたたたたたたたたたたた。。。。。。。。。。。。            


