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入間市環境大賞候補者推薦のお願い

入間市環境まちづくり会議では、市内の環境活動をより一層推進するため、市内の環境の保全及び創造

に著しい功績のあった個人、団体および事業者に対する表彰制度を設けました。

記念すべき第１回の受賞者は、個人が、不老川流域川づくり市民の会の会長やさとやま探検隊の隊長と

して入間を舞台とした市民と自然とのふれ合いの場を提供し続けている相馬和彦さん。団体部門では、長

年にわたり不老川流域における環境保全活動を実施している“入間市不老川をきれいにする会”が受賞し

ました。

今年度も私たちのふるさと入間の環境に貢献した個人や団体を表彰致します。環境まちづくり会議では、

光発電の街、群馬県太田市に

をこの入間市で立ち上げる

電話：０４-２９６４-１１１１（内線１２４１、１２４３）、FAX：０４－２９６５－０２３２

環境に配慮した取り組み⑦
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・ ６月：環境展に参加
・１０月：簡易包装・
マイバッグ推進キャンペーンに参加
・１１月：環境ウォーキング開催

～～～編集後記～～～
人が生きて行くには、環境破壊がついてまわります。
朝起きて電気を点け、お湯を沸かし、顔を洗い、また洗
濯・掃除等々、今までは普通に行っていた一つ一つが、

埼玉県環境整備センターの
見学に一緒に行きませんか！
日時：２００８年２月１２日（火）
参加対象：一般市民
参加費：￥１５００円（昼食代等）
見学場所：
・環境整備センター内
・オリックス資源循環（株）
・（株）エコ計画

環境破壊とは気づかずに生活していました。それが、電
気・水・ガス等の使用が少しずつ環境に影響を与えてい
たとは・・・。
以前にディーゼル車の排気ガスが問題になった事も思
い出しましたが、ガソリン車でも化石燃料使用・排気ガ
ス・熱の放出等様々な環境に与える影響があります。

主催：入間市環境まちづくり会議
みんなのごみ部会
詳細は、１月１日の市報に掲載
します。

この企画に参加し、今までと違う意識あるいは見方で
「地球のあり方・環境」というものをより一層考えるよ
うになりました。家庭や職場においても、節電・節水等

事務局：入間市役所環境経済部環境課

の必要性を自信を持って話せるようになり、今後の入間

住所：〒358-8511 入間市豊岡 1 丁目 16 番 1 号

市・日本・地球というモノの大切さを説明できるように
努力したいと考えます。
（田崎

修司 記）

TEL：04-2964-1111（内線 1241,1243）
FAX：04-2965-0232
E-mail：ir210100@city.iruma.lg.jp
大豆油インキ「ＳＯＹＩＮＫ」を使用しています

この広報誌は古紙配合率１００％の再生紙を使用しています。

