ＮＰＯ法人 ふるさと街づくり推進協議会 広報誌「街」 ｖｏｌ．１１

２００７年７月２７日（金）
発

◆ 私達ＮＰＯ法人のボランティアによる４つの活動 ◆
①
②
③
④

ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会
発行責任者 大井巳喜彦
〒３４１-０００３ 三郷市彦成３-７-９-１０２
電話 ０４８（９５０）３１００ ＦＡＸ０４８（９５０）３２００
Ｅ-ｍａｉｌ：npo_hurusato@yahoo.co.jp
http://www.geocities.jp/satoplco/

地域社会のためにする、街づくりの推進に係る事業
地域社会のためにする、文化・芸術創造又はスポーツに係る事業
地域社会のためにする、環境美化・花いっぱい運動に係る事業
地域社会のためにする、国際社会の構築に貢献できる青少年の育成に係る事業
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歌手

21

庄野真代

40

３街区
・三井不動産㈱
・大型複合商業施設（ららぽーと）
・約１１５,０００㎡ ・地上３階
・供用予定…平成２１年６月頃
・駐車台数…約３,８００台

４街区
・三井不動産㈱
・複合型ビル（事務所・店舗）
・約３,３００㎡ ・地上８階
・供用予定…平成２１年６月頃
至流山

ＪＲ新三郷駅

蔵野線

ＪＲ武

至吉川

８ ～ １２ 街 区
・三井不動産レジデンシャル㈱
・戸建住宅 ・地上２階
・供用予定…平成２０年秋頃～
・総戸数２６９ 最低敷地２００㎡

桜小

６街区
・三井不動産㈱

５街区 ・複合型ビル（事務所・店舗）
・約４,８００㎡ ・地上１０階
・供用予定…平成２１年６月頃

７街区

・ＩＫＥＡ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，Ｓ．Ｌ．
・店舗（物販・飲食）
・約５７,０００㎡ ・地上２階
・供用予定…平成２０年秋頃
・駐車台数…約２,２００台

・三井不動産㈱
・事務所、物流・商業等
・約３４,０００㎡ ・地上２階、地下１階
・供用予定…平成２１年６月頃

（三 井 不 動 産 ㈱ ・三 井 不 動 産 レジデンシャル㈱ ・プロロジス
ＩＫＥＡ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，Ｓ．Ｌ． ・大 和 ハウ ス工 業 ㈱ ）

２街区
・プロロジス
・物流施設
・約３０,０００㎡ ・地上４階
・供用予定…平成２０年秋頃

武蔵野操車場跡地（三郷市域）
は、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設
整備支援機構において現在、道路・
公園・
調整池等の整備が実施されて
います。
三井不動産㈱を代表とする企業コンソーシアムは、昨年８月に鉄道・
運輸機構より土地を取得し現在までに、流通・
商業・業務・
住宅等の施
設整備について策定してまいりました。

１街区
大和ハウス工業㈱
・物流施設
・約２８,０００㎡ ・地上４階
・供用予定…平成２０年秋頃

(財)

新三郷プロジェクト事業概要

この頃よ
く耳にする
「持続可能
な社会」と
いう言葉。
いったいど
ういう意味なのかと考えると、実に
曖昧で正体がつかみにくく、そのく
せ、実に切実で意外に身近な出来事
だったりします。
現在私は、大学の「人間環境学部」
に籍を置き、こういった勉強をして
いますが、ゴミ問題から地球温暖化
まで、広範囲にわたる環境問題のベ
ースになっているのは、人間のさま
ざまな行動（経済活動）だと認識し
はじめました。ならば、私たちの生
活を見直すことで、問題解決の糸口
が見えてくるのではないかと思って
います。 世紀型の生活様式やライ
フスタイルを改善し、私たちの生活
が自然環境と調和し共存できるよう
に努力していくのが、 世紀流の生
き方ではないでしょうか。

（２００３街づくりサミット講演より抜粋）

｢持続可能な社会」 を目指して ！

ＮＰＯが 担 う 武 蔵 野 沿 線 の 環 境 共 生 都 市
人と自然が輝く街づくり構想がいよいよ実現 ！

多摩大学教授
望月照彦

ＮＰＯ法人 ふるさと街づくり推進協議会 広報誌「街」 ｖｏｌ．１１
ｖｏｌ．１

１、東洋一のインターチェンジの膨大なゴミ拾いからは始まった「環境美化・花いっぱい活動」

三郷中央総合病院
〒３４１-８５２６

埼玉県三郷市幸房７４５

９５３-１３２１
ホームページ

ＦＡＸ ９５２-７２７９

http://mchp.jp/index2.html/

診療科目 ・・・脳神経外科・整形外科・内科・外科・眼科・小児科・
脳神経内科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・胃腸科・循環器科・
心臓血管外科・リハビリテーション科・人工透析・人間ドッグ

永井クリニック
院 長 永 井
泰
診療時間 ＡＭ１０：００～１２：００ ＰＭ３：００～５：３０
休 診 日 日曜日／祭日／土曜午後
埼玉県三郷市上彦名６０７-１
ＴＥＬ ０４８-９５９-１３１１

三郷市倫理法人会
会 長
事務局

佐 藤 友 宜

〒３４１-００３７ 埼玉県三郷市高州３-５-１
ＴＥＬ ０４８（９４８）１９８０ ＦＡＸ ０４８（９４８）１９８１

三郷ウェンズデーロータリークラブ
会 長
例会場

ＭＡＣＥ
大熊

幹 事

谷口昭作

三郷市花和田 三郷市商工会館２階（水曜日・１２時３０分）
ＦＡＸ ９５８-２５００

ロータリーは分かちあいの心

三 郷 経 済 同 友 会
会長

石井幸男
９５８-２５００

http://www.nagai-cl.com/

企業に倫理を！ 職場に心を！
社団法人倫理研究所

分かちあいの心＝思いやりの心

三郷中央ロータリークラブ

正道

連絡事務所

〒３４１-０００４ 埼玉県三郷市上彦名５０７-１
ＴＥＬ０４８（９５７）００８８ ＦＡＸ０４８（９５７）０６８６

会 長

宮田

博

幹 事

田中欣一

例会場 三郷市花和田 三郷市商工会館２階（火曜日・午後６時３０分）
事務局

９ ５ ３ -７ ７ １ １

ＦＡＸ ９ ５ ３ -７ ０ ７ ０

２１世紀にむけての社会動向を考えるうえで、大きく影響を与
えるのは高齢化の進展です。そのほかにもストレスの多い社会の
ひよっこ連 南越谷
出現、子供が育つ自然、社会環境の悪化など様々な課題は自治体
連長 辻 澄人
が解決するには難しく、ここからここまでが行政の役割で、ここ
からは住民の役割と明確に線を引きにくい状況になってきていま
おきらく連 南越谷
す。
連長 澤井康敏
すなわち、住民と行政がパートナーシップを持って協働して、
地域社会の問題解決にあたらなければならない時代にはいってき
ております。
輝（ひかり）連 八潮
行政のみでは問題解決できない課題に対して「協働領域」をど
連長 内田由美子
うつくり出していくのか、自治体と住民の知恵の出しどころが今、
問われ始めています。
南

喜代崎澄夫
活動のネットワークを構築しＮＰＯが担い、７０団体１，９００人
が参加し国道２９８号沿道８、４キロに及ぶ日本一の環境美化・花
夢工房連 いっぱい活動に育ちました。
連長 大井巳喜彦 そして、２００６年日本風景街道戦略会議からモデルルートの一
つ「日本風景街道２９８三郷」のビューポイント「みさと公園」と
ともに観光ルートとして本格的な新しい活動が始まりました。

三郷
南越

谷 朝日さわやか連
連長
大村慶子

２、環境保全事業として、１１７回の開催実績を持つ「彩の国・フリーマーケット」

松戸

小金宿連

ゴミの減量化と限りある資源の有効利用として家庭内の不用品の
服部幸子リサイクルを目的にはじまったフリーマーケットです。
出店者は１ケ月分の古新聞を持って参加すると７００円で出店でき
ます。
がまっこ連 毎月第二日曜日午前９時から受付、１０時から午後３時まで開催。
連長 浅見治三毎回、和太鼓の生演奏、ビンゴ大抽選会など、盛りだくさんイベン
トで家族そろって１日中楽しくすごせます。
けやき連 会場は公団の「みさと団地中央商店街の広場」
連長 西村勝男出店申し込み、お問い合わせ先：０４８－９５０－３１００

いなせ連

連長

南越
谷
南越
谷

市民と行政の新しいパートナーシップ
惣ノ風連

伊藤武輝 毎年、７月の最終土曜日にＪＲ東日本「新三郷駅」と共催で三郷
市、三郷市観光協会、三郷市商工会、ロータリークラブ等の後援を
受けて、新三郷駅前通を通行止めにして開催しております。
泰 斗 連 操車場の跡地の「ＥｃｏＶｉｌｌｅ・環境共生」の提言者のＮＰ
連長 土屋昌彦Ｏと２００８年秋共用開始予定の開発デベロッパー三井不動産株式
会社との連携・協働も視野に入った「みさと阿波踊り」です。
向日葵連 ※第９回「みさと阿波踊り」の開催は操車場跡地インフラ整備
のため、新三郷駅前商店街通りを通行止めにして７月２８日
連長 金子充芳
（土）午後６時から開催されます。

谷

南越

谷

ＮＰＯが拓く新しい市民社会

南越
谷
松戸馬
橋

毎年、県営「みさと公園」の屋根付広場で打ち上げる、「水ロケ
越谷倫理連ット・火薬ロケット」をリーダー指導のもとに製作し、打ち上げを
連長 蛯沢芳廣競い合います。
今年は１０月２１日（日）の「花と緑のフェスティバル」と同時
馬橋連 開催する予定です。
参加申し込み・お問い合わせ 電話：０４８－９５０－３１００
連長 石田すみ子
◆マイホーム造りのお手伝い◆

谷津テック（株）
０４８-９５５-２３０１

パークフィールドサービス㈱
三郷市さつき平２-１-２
ー創業１００余年の信頼と実績ー

９５２-５５６２

０４８-９５２-１０５４

野田

連長

久保田博史

代表 大熊正道

河野光太郎

ＣＥＲＥＭＯＮＹ ＨＡＬＬ

(有)ケイテイテイ

総合クレーンリース＆バードビジョン撮影事業

９５３-２２７１

９５５-１１３１

ＦＡＸ

９５５-１１３５

プレハブ住宅

民間車検場

三郷市指定上下水道工事店
ＡＭＥＮＩＴＹ ＢＡＳＩＳ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ

第一生命保険 (有)宮田さく泉工業所 (有)浜田オート
アサカ会館
三栄興業
KINDER GARTEN

株式
会社

加藤英泉
（０４８） ９５７-０９６２ ご葬儀（通夜）法要、設備完！！２４時間受付けております。
三郷市早稲田１-３-１０
三郷中央支部
０１２０-５５-７７４４
ＦＡＸ（０４８） ９５７-０９６６ 三郷市高州１-３５
三郷市三郷１-４-１ 山七ビル２Ｆ
三郷市戸ヶ崎２４６５-１
代表取締役

代表取締役 森 克夫
三郷市鷹野４-３１-６

三郷市新和２-１８６

９５２-２９１５

《園児募集中！》

学校法人

喜代崎学園

三郷市鷹野２-４４７

９５２-１３４３

天幼使

本社 三郷市戸ヶ崎３-３０２

天使幼稚園
９５５-０４５３㈹

ＤＲＥＡＭ

プロパンガス
住宅設備機器
住 宅 建 材
電気設備機器
お 米・灯 油

有限
会社

東洋ハウジング

ＴＥＬ（０４８）９５２-１８７９㈹
株式会社 豊 田
〒３４２-００２７ 埼玉県吉川市三輪野江１３７５

三郷市彦成４丁目６０-１ （立花小学校となり）

各種 外装・内装・仕上げ工事

ＴＥＬ ０４８（９５２）００５６
９５７-２３５０
９５５-１６３２
９５２-５５４３
０４８-９８２-３０３１
０４８-９８１-１８６１
牛尾税務会計事務所
(有)田中欣一
掛川敏夫税理士事務所 ミサト紙工㈱
安全に心をこめた建物を！！
建 築 塗 装 請 負・看板制作
看板のことならおまかせ下さい
（株）オリム
三郷市戸ヶ崎３-７２７
写真事務所 http://www.ushiokaikei.jp/ 山田泰子税理士事務所
三郷市茂田井７３１-２
須合建設株式会社
東京支社
(有)見付工務店
（有）小山塗装看板店
９５２-３１７１
９５７-０１０３
９５２-３１７５
９５７-０２０３
９５２-０５２５
９５２-５７０６
９５５-７５５６
９５２-９３９７
三郷市三郷１-２３-８
川口市北原台１-１３-３９
０３-３４７４-８３２１
柴田美巧
三郷市鷹野３-２９６
ＴＥＬ ０４８（９５３）３２３１

ホームページ http://www.tensi.ac.jp/

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

三郷市早稲田２-１７-１８シャトービル２０２

有限
会社

ＦＡＸ

０４８-９５２-４６１８

ＦＡＸ
足立区六木３-２０-１２

ＴＥＬ ０３（５６８２）２７７６
ＦＡＸ ０３（５６８２）２７７５

ＦＡＸ

墨田区向島１-２９-８

０３-３６２３-０２３１

９５２-２９４６

ＦＡＸ

９５３-４７４６

９５５-９２７８

ＦＡＸ

０４８-２９４-８８９５

９５５-９２７８

公団住宅の水まわり・ガス・住まいのリフォーム専門に３０年の実績 ！

株式
会社

堤製作所

明日の快適なリビングを考える
宮田タイル 長田工務店
樺沢木工 インテリアカツミ ９５２-９１７８ ９５２-０９６０
三郷市幸房７０７-３

ショールーム ： 三郷市彦成３-７-９-１０２
モデルルーム ： 三郷市彦成３-７-８-１０３

Ｔ Ｅ Ｌ：０４８-９５７-１３０２
ＦＡＸ：０４８-９５７-３００５
ＵＲＬ www.yumekobo-ds.com

ＦＡＸ

華やかなパーティ・宴会を
本社 〒３３７-０００４ さいたま市見沼区卸町１-２２
お手伝いさせて下さい。

オカニワ

Ｅ Ｌ ０４８（６８２）３６６６
木戸板金工業 小林バンケット
たきた建装 Ｔ篠宮畳店
０４８-９９５-７０３４
ＦＡＸ ０４８（６８２）３６６８
八潮市中央２-８-１５

市立看護
専門学校

越谷市民病院

越谷警察署

産業道路

越谷市役所
元荒川

中央市民会館

足立越谷線

ＴＥ Ｌ．０４８-９６６-８７３３
ＦＡＸ．０４８-９６６-８４８７

至北千住

越谷市東越谷７－１

旧４号線

越谷駅

定休日 水曜日（夏期・正月休日等有） 営業時間 １０：００～１７：３０

駐車場完備

らぽーれ

ス

イパ

４号バ

モービルＧＳ

至春日部 東武伊勢崎線

住まいの水まわりに関する相談は、
クリナップのショールームへお越し下さい。

谷

ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会が
きむら連 南越
谷
市民参加を実現する「参加のデザイン」
連長

オオクマ園芸 しんわ幼稚園 (株)アペックスワールド ミサトガーデン
まごころでご奉仕する

ピタットハウス三郷店

篠田石材工業 篠田重機株式会社

０４８-９５８-１２２１

有限
会社
http://www.parkfield-service.net/

寺田美智子

三郷石井学園

『注文建築専門店』

（株）鶴田建築
三郷市谷中９８-６

華

阿波踊り
連長

ＮＰＯは法人格を持つ、一定の公共的目的に基づく市民活動組
織のことです。
宙（おおぞら）連 南
また、ＮＰＯは個人の思いを社会化する仕組みで、専属のボラ 越谷
連長 浅野目猛
ンティアスタッフをもってプロフェショナルな活動も行い、市民
事業の一端を担う活動をおこなっています。
南越谷商店会｢勢｣連 南
行政セクターや企業セクターで供給しにくい社会サービスを、
越谷
連長 佐藤公義
様々な新しい社会的支援方策によって民間で供給する仕組みです。
ＮＰＯは組織の概念であり、ボランティアは個人の概念であり
ます。
ゆうゆう連 南越

日本宇宙少年団「彩の国。サトプルコ分団」を結団。

佐藤貞年

吉田勝夫

連長

八潮４、国際社会に貢献できる「青少年の健全育成」を目的に
飛潮太鼓連
連長

松戸

連長 三輪幸子
街づくりや環境づくりは、本来そこに住む人々のために行政、
住民、企業の三者がパートナーシップをもって協働して行うもの
で、そのためには、そこに住む人々が行政まかせではなく、自分
かかし連 南越
谷
達の生活の中から出発し、自分達の手と目と体で動き、意見をだ
連長 森 嘉大
していかなければ、良い結果は生まれない。地域の側、住み手の
側からどう街を創り、身近な環境をつくっていくのかの発想と視
帆波衣連 南越谷
点が重要です。

連長

南越

越谷

下岡保彦

連長

八潮３、第９回「みさと阿波踊り」地域住民のために開催する「芸術・文化創造振興事業」
演歌塾 フジオン連

クリナップ越谷ショールーム

この夏、三郷の阿波踊りに来ませんか。一緒に踊って見ませんか。きっとあなたは感動と出会えるはずだから・・・待っています！

（４）

市民が拓く２１世紀の社会・・・新しい担い手の登場 ！

三郷 天使幼稚園連 あまりのゴミの多さにたまりかねた地域の住民、企業、奉仕団体
がはじめたゴミ拾いとゴミ拾いのあとに花の種を蒔き、咲かせる。

不動産 旅行 プレイガイド リフォーム

産科 ・ 婦人科 ・ 整形外科 ・ 麻酔科

２００７年７月２７日（金）

「つぶやき」を「かたち」に市民参加を実現する「参加のデザイン」とＮＰＯが拓く新しい市民社会の創造を目指す活動

連長

サスティナブル （持続可能）にする社会を目指す ！

21

物の豊かさを追い続ける事業活動や生活様式は、恵まれ
た自然や循環サイクルを破壊し、ダイオキシンや地球温暖
化に見られるように、人間自身の生存をも脅かすまでに至
ってしまいました。
「サスティナブルな社会」の構築には「人間のあり方」
や「豊かな精神」の形成が重要です・芸術・ＮＰＯ・住民
参加・教育・スポーツなどをキーワードとして、「物質的
豊かさ」から「心の豊かさ」をベースとした時代を迎えて
おります。
さらに、この構想の実現のために、「感動のイベント・
みさと阿波踊り」を開催し、市民参加の街づくりネットワ
ークを創り上げるために私達は行動を起こしました。 日
本グランドワーク協会（主務官庁 農
…林水産省・環境省・
国土交通省・総務省）の会員として、埼玉県環境推進協議
会会員として、ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会が
「産」「官」「学」「民」連携・協働によるときめきの感
動の街づくりを進めるものです。

20

明るく楽しく安全で安心して暮らせる新しい街
「
みさとスタイル」を創造する ！

「働」「住」「遊」「食」の環境が１００％満たされた
新しい街「新みさと」
つくばＥＸ線の開業で三郷中央駅から秋葉原まで区間快
速で約 分、武蔵野線新三郷から流山流山経由でも約 分
とワーキングスタイルが新しく生まれ変わりました。
２００㎡の広い敷地の戸建住宅は無農薬野菜を作れる家
庭菜園や花いっぱいのガーデニングが楽しめます。自然が
いっぱいの「県営みさと公園」は子供達が一日中楽しく遊
べます。「地産地消」で朝取りの新鮮な野菜がいつでも楽
しめます。
このような素晴らしい環境の中であなたならどんな「み
さとスタイル」を創りあげますか？ あなたと家族が主役
で新しいワーキングスタイルを創り上げてください。

パリの都心で暮らして分
かったことは、毎日新鮮な
野菜が農家から直接アルシ
ェ（市場）に届けられる事。
市民は農村と交流を毎日行
うことのできるエコビレッ
ジであった訳です。それは
都市と農村の交流を伝統的
に〝文化〟として行う、す
なわちエコカルチャーが基
底に存在していることを現
しています。 世紀はさら
に市民がまちの構想をどん
どん立案し、提言し実践す
る〝エコソサティ（共生社
会）〟の時代が求められます。
本構想は提言はその先端的
事例といえるでしょう。

（２００３街づくりサミット講演より抜粋）

「Ｅｃｏ Ｖｉｌｌｅはエコカルチャーとエコソサイティから」

（１）

行

至増林
越谷
ショールーム
市川
胃腸外科

法務局
裁判所

この夏、三郷の阿波踊りに来ませんか。一緒に踊って見ませんか。きっとあなたは感動と出会えるはずだから・・・待っています！

ＮＰＯ法人 ふるさと街づくり推進協議会 広報誌「街」 ｖｏｌ．１１

『日本風景街道２９８三郷』

会長：三郷市長
副会長：北首都国道事務所所長
代表幹事：ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会

活動主体：「花と緑の協議会」

２００７年７月２７日（金）

住民参加から市民参加のモデル活動…
近年、市民の意識の高まり、価
値観の多様化等により、従来行政
が担ってきた範囲にとどまらない
「公」の役割を、地域住民、ＮＰ
Ｏ、企業等が担うなど、協働の動
きが各地で広がってきている。日
県営みさと公園
本風景街道戦略会議ではこれらの
国土をめぐる大きな流れを受け止め、国土文化の再興の仕組み
のひとつとして、道を舞台に、多様な主体による協働のもと、
地域資源を活かした多様で質の高い風景の形成、地域の活性化、
観光の振興の図る新たな仕組みを構築すべく、約１年半」にわ
ったって調査・議論・検討をかさねてきた。そして、ここに「
日本風景街道の実現に向けて」を提言するに至った。今後日本
風景街道が、国民的な運動として拡がり、定着し、発展するこ
とにより、我が国の国土が本来持っている魅力の再興に大きく
貢献していくことを強く期待する。

埼玉県秩父市 羊山公園の芝桜

埼玉県ＮＰＯ基金の団体希望寄付金制度を利用して
『芝桜の会』に参加・応援しよう ！
＊団体希望制度とは？
寄付をする際、基金を通じて支援したい団体を希望することができる制度です。

＊希望できる団体は？
・埼玉県内に主たる事務所があり
・県内を中心に活動している

日本風景街道戦略会議
委員長 奥田 碩

＊ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会の活動分野は？

「日本風景街道の実現に向けて 美しい国土景観の形成を目指した国民的な運動提言」より抜粋

①まちづくりの推進を図る活動 ……………………………「Ｅｃｏ Ｖｉｌｌｅ・街づくり提言事業」
②学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動 …「みさと阿波踊り」
③子供の健全育成を図る活動……………………………「日本宇宙少年団活動」
④環境の保全を図る活動…………………………………「環境美化・花いっぱい運動」

日本風景街道のモデルルートの
一つ「日本風景街道２９８三郷」
のビューポイントである自然と野
鳥の飛交う「県営みさと公園」に
埼玉県ＮＰＯ基金と協働し、地域
住民・企業の支援、協力のネット
ワークを構築して「芝桜」の苗を
植え！育て！咲かす活動をすすめます。

「芝桜の会」を設立したＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会は既に県に登録済みです。

個 人

企 業

寄付金の税法上の措置

寄付金の税法上の措置

個人住民税所得税
の寄付金控除

（５０万円以上は知事から感謝状贈呈）

法人税における損金算入

（１０万円以上は知事から感謝状贈呈）

ＮＰＯ法人
ふるさと街づくり推進協議会

埼玉県ＮＰＯ基金

県営みさと公園

ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会
理事長 大井 巳喜彦

団体希望寄付金
分野希望寄付金

（３）

一般寄付金
※埼玉県ＮＰＯ基金 ＮＰＯ活動を促進するため、県の拠出金（１
億円）を原資として、広く、県民・企業からの寄付（税制優遇があ
ります。）ＮＰＯ基金を公募してＮＰＯ活動を支援する制度で、既
に多くの皆様、企業から寄付が寄せられております。

＊埼玉県ＮＰＯ基金に対するお問合せ・
資料請求は、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人ふるさと街
づくり推進協議会まで

ＮＰＯ法人 ふるさと街づくり推進協議会 広報誌「街」 ｖｏｌ．１１

１、東洋一のインターチェンジの膨大なゴミ拾いからは始まった「環境美化・花いっぱい活動」
あまりのゴミの多さにたまりかねた地域の住民、企業、奉仕団体
がはじめたゴミ拾いとゴミ拾いのあとに花の種を蒔き、咲かせる。
活動のネットワークを構築しＮＰＯが担い、７０団体１，９００人
が参加し国道２９８号沿道８、４キロに及ぶ日本一の環境美化・花
いっぱい活動に育ちました。
そして、２００６年日本風景街道戦略会議からモデルルートの一
つ「日本風景街道２９８三郷」のビューポイント「みさと公園」と
ともに観光ルートとして本格的な新しい活動が始まりました。

２、環境保全事業として、１１７回の開催実績を持つ「彩の国・フリーマーケット」
ゴミの減量化と限りある資源の有効利用として家庭内の不用品の
リサイクルを目的にはじまったフリーマーケットです。
出店者は１ケ月分の古新聞を持って参加すると７００円で出店でき
ます。
毎月第二日曜日午前９時から受付、１０時から午後３時まで開催。
毎回、和太鼓の生演奏、ビンゴ大抽選会など、盛りだくさんイベン
トで家族そろって１日中楽しくすごせます。
会場は公団の「みさと団地中央商店街の広場」
出店申し込み、お問い合わせ先：０４８－９５０－３１００

３、第９回「みさと阿波踊り」地域住民のために開催する「芸術・文化創造振興事業」
毎年、７月の最終土曜日にＪＲ東日本「新三郷駅」と共催で三郷
市、三郷市観光協会、三郷市商工会、ロータリークラブ等の後援を
受けて、新三郷駅前通を通行止めにして開催しております。
操車場の跡地の「ＥｃｏＶｉｌｌｅ・環境共生」の提言者のＮＰ
Ｏと２００８年秋共用開始予定の開発デベロッパー三井不動産株式
会社との連携・協働も視野に入った「みさと阿波踊り」です。
※第９回「みさと阿波踊り」の開催は操車場跡地インフラ整備
のため、新三郷駅前商店街通りを通行止めにして７月２８日
（土）午後６時から開催されます。

４、国際社会に貢献できる「青少年の健全育成」を目的に
日本宇宙少年団「彩の国。サトプルコ分団」を結団。
毎年、県営「みさと公園」の屋根付広場で打ち上げる、「水ロケ
ット・火薬ロケット」をリーダー指導のもとに製作し、打ち上げを
競い合います。
今年は１０月２１日（日）の「花と緑のフェスティバル」と同時
開催する予定です。
参加申し込み・お問い合わせ 電話：０４８－９５０－３１００

助成運営委員会の審査

『日本風景街道２９８三郷』のビューポイント県営みさと公園

助成金の交付

Ｒ２９８号沿道のポピー街道
コスモス街道に続く芝桜の里

ＮＰＯ法人

◆マイホーム造りのお手伝い◆

谷津テック（株）

ＮＰＯ法人 ふるさと街づくり推進協議会
〒３４１-０００３ 三郷市彦成３-７-９-１０２

０４８-９５５-２３０１

ＴＥＬ ０４８－９５０－３１００

人の和 地域の輪を大切に

専門相談員が心のこもった相談に応じます。

介護保険指定事業者

０１２０-００２９４０

(有)えびす給食 東営運送(有)
三郷市谷口３７９

９５３-２１１１

ＦＡＸ ９５３-２２３３

造園・外柵工事 設計 施工 管理

中 村 智 英

株式
会社

石出造園土木

三郷市鷹野５-２４７
０４８（９５５）０７１３㈹

不動産の有効活用について
相続・税務対策を含めた
最適なプランをご提供します。
公 認 会計士
税 理 士

岡庭武利 会計事務所

〒３４１-００４４ 三郷市戸ヶ崎２１２０-４

０４８（９５６）１７１５（代）

経理事務受託業務、経営の効率化・改善案の提供、生保・損保代理店業務

有限会社 オーエスケイ

代表取締役

吉村睦男

三郷市鷹野４-３１７

９５５-１６８３

心のこもったサービスを！
http://www.dairitenhp.com/mthirai/

有限会社

管工機材／住宅設備機器

倉

地

株式
会社

ＦＡＸ ０４８（９５５）０７２７

「中小企業の明日を共に考える」

（２）

市民が拓く２１世紀の社会・・・新しい担い手の登場 ！
２１世紀にむけての社会動向を考えるうえで、大きく影響を与
えるのは高齢化の進展です。そのほかにもストレスの多い社会の
出現、子供が育つ自然、社会環境の悪化など様々な課題は自治体
が解決するには難しく、ここからここまでが行政の役割で、ここ
からは住民の役割と明確に線を引きにくい状況になってきていま
す。
すなわち、住民と行政がパートナーシップを持って協働して、
地域社会の問題解決にあたらなければならない時代にはいってき
ております。
行政のみでは問題解決できない課題に対して「協働領域」をど
うつくり出していくのか、自治体と住民の知恵の出しどころが今、
問われ始めています。

市民と行政の新しいパートナーシップ
街づくりや環境づくりは、本来そこに住む人々のために行政、
住民、企業の三者がパートナーシップをもって協働して行うもの
で、そのためには、そこに住む人々が行政まかせではなく、自分
達の生活の中から出発し、自分達の手と目と体で動き、意見をだ
していかなければ、良い結果は生まれない。地域の側、住み手の
側からどう街を創り、身近な環境をつくっていくのかの発想と視
点が重要です。

ＮＰＯが拓く新しい市民社会
ＮＰＯは法人格を持つ、一定の公共的目的に基づく市民活動組
織のことです。
また、ＮＰＯは個人の思いを社会化する仕組みで、専属のボラ
ンティアスタッフをもってプロフェショナルな活動も行い、市民
事業の一端を担う活動をおこなっています。
行政セクターや企業セクターで供給しにくい社会サービスを、
様々な新しい社会的支援方策によって民間で供給する仕組みです。
ＮＰＯは組織の概念であり、ボランティアは個人の概念であり
ます。

ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会が
市民参加を実現する「参加のデザイン」

『芝桜の会』設立
県営公園を芝桜でいっぱいにする
お問合せ ・ 入会申込みは

事業の実施

介護用品・レンタル・販売・
住宅改修・訪問介護サービス

２００７年７月２７日（金）

「つぶやき」を「かたち」に市民参加を実現する「参加のデザイン」とＮＰＯが拓く新しい市民社会の創造を目指す活動
『日本風景街道２９８三郷』
のビューポイント県営みさと公園に『芝桜』
を植え咲かそう ！

一つ
ートの
ル
ル
日本風景街道
モデ
（シーニック・バイウェイ・ジャパン）

上下水道・ガス・石油・空調・電気・リフォーム工事

住宅機器全般

卸 工事 修理

東埼住設

エム・ティ保険

■松戸支店

千葉県松戸市
大橋１１０８－３
ＴＥＬ ０４７（３９１）５７１１
ＦＡＸ ０４７（３９１）５７７７
〒２７０ー２２２４

業者登録

◆東京ガス建物内管工事
◆三郷市上下水道指定工事店
◆八潮市上下水道指定工事店
◆東京都給水工事指定工事店

株式会社

只今ご契約の自動車保険最大１０％割引

サービスキャンペーン中！！

関東自動車共済協同組合
０４８-６４１-８２０４ ＦＡＸ ０４８-６４１－８０６５
株式
会社

マリーメイト

三郷市采女１-１０５

美容室

９５８-１１１２

マイ・ヘアー

ラ・パーク長崎屋１Ｆ

９５９-３５６６

ミサトオフセット印刷

三郷市三郷３-１６-２
ＴＥＬ ０４８（９５８）４７４１

（株）鶴田建築
三郷市谷中９８-６

不動産 旅行 プレイガイド リフォーム

パークフィールドサービス㈱
三郷市さつき平２-１-２

０４８-９５８-１２２１
http://www.parkfield-service.net/

株 式会 社

神戸商店

代表取締役

神戸

純

〒３４１-０００３ 埼玉県三郷市彦成５-２０２
ＴＥＬ ０４８-９５９-５０９３ ＦＡＸ ０４８-９５９-５０８３

９５５-８２１０ ＦＡＸ ９５５-６４８０
Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ Ｎｏ．ＡＪＡ０３/６８４８

http://www.kambe.co.jp

オオクマ園芸 しんわ幼稚園 (株)アペックスワールド ミサトガーデン
代表 大熊正道

まごころでご奉仕する

(有)ケイテイテイ

ＦＡＸ

９５２-３１７５

ＦＡＸ

９５５-１１３５

プレハブ住宅

三郷市鷹野２-４４７

９５５-０４５３㈹

９５２-１３４３

三郷市早稲田２-１７-１８シャトービル２０２

９５２-９３９７

９５２-５７０６

９５７-０１０３

９５２-０５２５

ＦＡＸ

９５７-０２０３

公団住宅の水まわり・ガス・住まいのリフォーム専門に３０年の実績 ！
ショールーム ： 三郷市彦成３-７-９-１０２
モデルルーム ： 三郷市彦成３-７-８-１０３

Ｔ Ｅ Ｌ：０４８-９５７-１３０２
ＦＡＸ：０４８-９５７-３００５
ＵＲＬ www.yumekobo-ds.com

宮田タイル 長田工務店 樺沢木工

カツミ

インテリア

ＤＲＥＡＭ
有限
会社

東洋ハウジング

ＴＥＬ（０４８）９５２-１８７９㈹
各種 外装・内装・仕上げ工事

（株）オリム
東京支社

０３-３４７４-８３２１

株式
会社

堤製作所

三郷市幸房７０７-３

９５２-９１７８

ＦＡＸ

９５２-０９６０

華やかなパーティ・宴会を
お手伝いさせて下さい。

オカニワ

たきた建装 篠宮畳店 木戸板金工業 小林バンケット

市立看護
専門学校

越谷市民病院

越谷警察署

モービルＧＳ

産業道路

越谷市役所
元荒川

中央市民会館

ＴＥ Ｌ．０４８-９６６-８７３３
ＦＡＸ．０４８-９６６-８４８７

至北千住

越谷市東越谷７－１

足立越谷線

越谷駅

定休日 水曜日（夏期・正月休日等有） 営業時間 １０：００～１７：３０

駐車場完備

らぽーれ

ス

イパ

４号バ

旧４号線

住まいの水まわりに関する相談は、
クリナップのショールームへお越し下さい。

八潮市中央２-８-１５

０４８-９９５-７０３４

至春日部 東武伊勢崎線

クリナップ越谷ショールーム

この夏、三郷の阿波踊りに来ませんか。一緒に踊って見ませんか。きっとあなたは感動と出会えるはずだから・・・待っています！

ＦＡＸ

民間車検場

三郷市指定上下水道工事店

牛尾税務会計事務所
(有)田中欣一
写真事務所 http://www.ushiokaikei.jp/

三郷市戸ヶ崎３-７２７

９５５-７５５６

９５５-１１３１

アサカ会館 (有)宮田さく泉工業所 (有)浜田オート

掛川敏夫税理士事務所 ミサト紙工㈱
９５２-３１７１

９５３-２２７１

加藤英泉
（０４８） ９５７-０９６２ ご葬儀（通夜）法要、設備完！！２４時間受付けております。
三郷市早稲田１-３-１０
０１２０-５５-７７４４
ＦＡＸ（０４８） ９５７-０９６６ 三郷市高州１-３５
代表取締役

代表取締役 森 克夫
三郷市鷹野４-３１-６

三郷市新和２-１８６

９５２-２９１５
ＣＥＲＥＭＯＮＹ ＨＡＬＬ

三郷市茂田井７３１-２
ＦＡＸ ０４８（９５０）１１１９

９５２-５５６２

ピタットハウス三郷店

～地球環境にやさしい廃食用油リサイクル～

代表取締役 尾花幸夫 〒３４１-００４４ 埼玉県三郷市戸ヶ崎１-５３４-４

http://www.tousai.com

美容室

三郷石井学園

『注文建築専門店』

至増林
越谷
ショールーム
市川
胃腸外科

法務局
裁判所

この夏、三郷の阿波踊りに来ませんか。一緒に踊って見ませんか。きっとあなたは感動と出会えるはずだから・・・待っています！

