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コバトン 埼玉県のマスコット 

会 員 募 集 当協議会では、コミュニティ活動をさらに活発にするために、協力していただける新規会員を募集しています。

P2 ……平成17年度花いっぱい咲いたまフラワーコンテスト受賞団体（地域の部）
活動紹介 ・審査委員特別賞　巾着田管理協議会

・優秀賞　不老川をきれいにする会
・入　賞　久喜花ボランティア花の輪会
・入　賞　生出塚団地自治会花のコミュニティ
・入　賞　栄町園芸クラブ
・入　賞　国道254花の会

P6 ……先進的地域活動

・鳩山ニュータウン（平成17年度住民自治組織活動功績団体表彰・最優秀受賞団体）

会員紹介

・企業会員　東京ガス（株）埼玉支店

・団体会員（県域団体） 「小さな親切運動」埼玉県本部

P8 …… ・防犯のまちづくり（3）

主な内容



日高市内を流れる清流、高麗川の蛇行により長い年月をかけてつくられ、その形がきんちゃくの形に似て
いることから巾着田と呼ばれるようになった地域です。面積約17haの平地には菜の花、コスモスなどの
花々が咲き、中でも秋の曼珠沙華群生地は辺り一面を真紅に染め、まるで赤い絨毯を敷き詰めたようです。
毎年多くの人がその美しさに惹かれて訪れています。
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①　平成7年3月　

②　毎日　

③　約5人　

④　巾着田管理協議会職員5名＋ボランティア等

⑤　巾着田・巾着田曼珠沙華公園　

⑥　曼珠沙華の保護、育成。菜の花、コスモス、蕎

麦の播種。アジサイの管理。

⑦ 環境保全協力金として、車で巾着田を訪れる方

から駐車料金を徴収し、花の種（苗）代等に充て

ている。平成17年度からは、曼珠沙華開花期間中

に限り「入場料」を徴収し、施設の整備に充てて

いる。

⑧ 曼珠沙華開花期間中の交通渋滞対策としてパーク&ライドなどを実施。また、「曼珠沙華まつり」を開催しPR

用ポスターをJRや私鉄などに掲出。西武鉄道との協力体制により、臨時電車の運行や特急電車の停車など集客

に向けた取組みを行っている。

審査委員特別賞 巾着田管理協議会

巾着田管理協議会 会長／浅見 萬次郎

住所／日高市大字高麗本郷125番地2 �042-982-0268

ホームページアドレス／http://www.kinchakuda.com 

この度は、審査委員特別賞を頂きありがと

うございました。

曼珠沙華を通じて花の保護・育成を進めて

いた甲斐があったと大変喜んでおります。

これからも四季折々の花の姿を見せること

ができる「巾着田」となるよう頑張ります。

ぜひ一度巾着田へ遊びに来てください。

受　　賞
コメント

▲曼珠沙華が真っ赤な絨毯のようです

▲地道な作業もたくさんあります



①活動開始時期　②活動頻度　③活動人数　④活動員の構成　⑤活動地域・場所　⑥取組内容 

⑦活動資金について　⑧継続して活動を進めていくための工夫点（審査委員特別賞・優秀賞のみ） 
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不老川をきれいにする会 代表者／新井 悟樓

連絡先／04-2958-6362

住所／狭山市入間川1-23-5（狭山市役所　環境部　生活衛生課）�04-2953-1111（内3681）

①　昭和60年12月　

②　毎月1回　

③　約80人　

④　狭山市内不老川流域自治会の約13,500人

⑤ 不老川の狭山市内6.7キロ・源流から新河岸

川に合流するまでの18.5キロ

⑥ 監視員を任命し、月1回早朝パトロールを実

施。年1回クリーン作戦を行い、川の浄化や堤

防の美化、花壇の整備に取り組む。

他に、環境倫理の出前語り部や他県の浄化団

体との交流等。 ｠｠

また、不老川の源流から下流まで一環した浄

化活動をするため、不老川浄化市民団体連絡会

を結成し活動している。 ｠｠｠｠｠

⑦ 狭山市、市内の不老川流域自治会、入間地区自治会連合会より資金の提供を受けている。また、年4回発行す

る会報「クリーン不老川」に企業広告を掲載し、収入の一助としている。

⑧ 川を行政と住民の共有財産とみなし、企業や学校にも協力を求めている。川の浄化は住みよい街づくりの基本

であり、やがては地球環境美化につながると呼びかけて活動している。

優 秀 賞 不老川をきれいにする会

日本で一番汚い川になってしまった不老川を清流に甦らせようと、昭和60年12月に活動を開始しました。
狭山市内の流域31自治会と、行政、企業、学校とのネットワークを構成し、源流から下流まで理念統一し、
浄化活動を行っています。「継続は力なり、造福後代日々是好日」を会の合言葉としています。

受　　賞
コメント

汚れた川をきれいにする浄化活動と併せ

て、としとらず公園を中心に堤防もきれい

にと20年継続した努力が実を結んで、優

秀賞を受賞した。

今後は子どもたちが川で遊べるようにする

と共に、としとらず公園を不老川のシンボ

ルとして市民の憩いの場にするよう活動を

続けます。

▲クリーン作戦でとしとらず公園の除草に汗を流す

▲散歩中の方も思わず花に歩みを止めます



①　平成14年1月　

②　週2回　

③　約30人　

④　市民大学卒業生、イベント講習会の参加者等多岐にわたる。

⑤ 久喜市駅前広場、中落堀川上三角パーク、総合公園の100

坪花壇、吉羽児童公園など市内7か所

⑥ 週2回2時間程度の管理活動を実施。年間延べ1,200人が

参加。またガーデニングス久喜や花の講習会等の開催や、環

境推進協議会会員として、活動時に清掃活動を行っている。

⑦ 会員及び特別会員の会費や市緑化ボランティア補助金、市

商工会等の協賛金を資金源にしている。他に、市民まつりで

の販売益など。

入　賞 久喜花ボランティア花の輪会

入　賞 生出塚団地自治会花のコミュニティ

①　平成7年4月　

②　週2回　

③　約140人　

④　自治会住民

⑤ 鴻巣市生出塚団地自治会（約600世帯）内の公園、緑地、遊水

池など、全ての公共用地（約2ha）の花壇。

⑥　週2回の作業と毎月1回会報を発行している。

また、近隣保育所、小学校等の花壇作りと学習会を行っている。

他に、中学校や県民活動総合センター、市社協等のボランティア

活動を受け入れている。

⑦　年会費を会員より徴収しているほか、市から助成金を受けている。

久喜花ボランティア花の輪会 会長／武田 将彦　住所／久喜市東3-34-13 �0480-23-5737

生出塚団地自治会花のコミュニティ 代表／鹿間 秀一　住所／鴻巣市生出塚2-31-8 �048-542-9114

一般家庭の庭・玄関周りや、学校の花壇を写真に撮り応募していただく「ガーデニングス久喜」を開催してい
ます。本年は208件の参加がありました。
また、花の講習会等を開催し、花と緑あふれる街づくりに努めています。

花好きな有志が公園に花を植え始めたのがきっかけで、現在は子どもから大人までボランティアの輪が広がっ
ています。年間を通し300種類の花が咲き、住民の遊びの場、憩いの場となっています。種から花を育て咲かす
ことをモットーに次世代に「花の咲く故郷」づくりを目指しています。

▲久喜市駅前東口花壇の花がら摘みやゴミ拾いなどの美化運動

▲夏休みになると、中学生がボランティアに来てく
れます

当コンテストに入賞したことは、日頃の弛まない努力の賜物と喜んでおります。これからも、地域
はその近くの人が守ることを掲げ、より一層市民が花を通じて出会い、人が輝く、心豊かな明るい街
を作ることを目指します。

受　賞
コメント

花を通して年齢を越えた人の輪が、この様な素晴らしい賞を受けることになり、会員一同心より喜
んでいます。これを励みに、たくさんの人達の心安らぐ場となるよう、活動を継続させていきたいと
思っています。

受　賞
コメント
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入　賞 栄町園芸クラブ

入　賞 国道254花の会

①　平成10年4月　

②　毎月1回（7月～10月は毎週1回）

③　約30人　

④　町会会員　

⑤ 東武伊勢崎線松原団地駅東口駅前通り（県道）

の両サイド・栄町中央町会さざんか通り、

あじさい通り、柳通、仲通り　

⑥ 毎月1回（7月～10月は毎週1回）園芸クラブ定例会。4月はチューリップまつり、5月、10月は親子で楽し

む花植えイベント「HANA ウェルカムフェスタ」を実施している。

⑦　町会費をはじめ、市緑化補助金を資金源とし、県や市のみどり協会から花苗の提供を受けている。

①　平成13年12月　

②　月3～4回　

③　約61人　

④　市内在住者、ホンダ学園寮生　

⑤ 国道254号線・ふじみ野市亀久保交差点から川越市藤間に至る中央分離

帯約800メートル　

⑥　月3～4回（内1回は例会）、ゴミ拾い及び植栽等の作業。

ホンダ学園生や中学校等との世代間協力体制を構築している。

また、月1度定期連絡、年2回会報を発行。

⑦ 会員からの会費と近隣賛同者からの募金を自主財源としており、苗や種

については会員や他の有志からの提供等がある。

栄町園芸クラブ 代表／松尾　好將　住所／草加市栄町2-9-24-1103

国道254花の会 代表／磴 正雄　住所／ふじみ野市鶴ヶ岡4-10-1 �049-266-2161

「きれいな町に犯罪はない」を合言葉に、町内
どこの通りにも四季折々の花を咲かそうと始めた、
クラブ員による町内環境美化活動も少しづつ軌道
に乗り、今では春のチューリップ、初夏のあじさ
い、真夏のサルビア、秋のパンジー、冬のサザン
カが通りに彩りを添えています。

当初は山となっていた多様なゴミを拾うことから始まりました。次いで、ここ
を街の顔として草花の植栽による花園化を目指し、月3～4回、ゴミ拾いと季節の
花植え、手入れ作業を行うようになりました。灯灯無尽、美化運動の輪が広がる
ことを念願しています。

▲春は菜の花から桜とパンジーが主役に

▲親子で楽しむ花植えイベント「HANAウエルカムフェスタ」参加者たち
毎回大勢の方が参加されます

表彰を受け、この賞の重みと喜び、そしてこれからが活動の出発点という意気込みと責任を新たに
しました。「町内どこの通りにも四季折々の花を咲かそう」をコンセプトに町会員全員参加のうるお
いある美しい街づくりを目指します。

受　賞
コメント

このような地味な活動に、思いがけず晴れがましい賞を頂き会員一同大変喜んでおります。これを
励みとして、まちの顔、花の川越街道として、道行く方々の目を一層楽しませ、心和せることができ
るよう活動を続けていきたいと思っております。

受　賞
コメント
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今回紹介する「鳩山ニュータウン自治会」は、平成17年度住民自治組織活動功績団体表彰で最優秀を受賞した団

体です。

今年度は前回を上回る52件の応募の中から、学識経験者をはじめ、住民自治組織活動に深い関わりを持っている

5名の委員による審査会が選定しました。

なお、選定後に委員の方々からは、「立派な活動をやっている自治会が多数応募していただいた。もっと入賞させ

たいくらい。」、「地域活性化の工夫があちらこちらにみられて良かった。」などのコメントが寄せられました。

東京ガス株式会社は、公益的使命と社会的責任を常に意識

し、地域社会の皆さまとの信頼関係を何よりも大切にしなが

ら、事業活動を営んでまいりました。この姿勢を維持しつつ、

CSR（※）の取組みをさらに充実させていくために、2004年

にCSR推進会議とその事務局となるCSR室を設置しました。

そして、2005年7月、初めてのCSR報告書を発行しました。

当社は経営理念で「東京ガスグループは天然ガスを中心と

したエネルギーフロンティア企業グループとして、快適な暮

らしづくりと環境に優しい都市づくりに貢献し、お客さま、

株主の皆さま、社会から常に信頼を得て発展し続けていく」

会 員 紹 介 掲載を希望する会員の方は、事務局までご連絡ください。 

企業会員 東京ガス（株）埼玉支店

鳩山ニュータウン自治会

会員相互の親睦と明るく住みよい街づくりを目的

に、高齢社会対応活動、イベント、環境保全・美化活

動、防犯・防災活動、子どもの健全育成などの様々な

活動を11の専門部会を常設して実施している。この

うち、高齢社会対応活動については、下記のような諸

活動を行っている。

� ひまわりの部屋…毎週金曜日実施
｠｠｠高齢の会員が、元気に「いきいき人生」を楽し

むことや年代を超えた相互親睦を図ることなどを

目的に、住民交流の場を提供しようと平成10年に

開設。昔懐かしい歌謡曲・童謡・青春歌謡等を合唱したり、押し花を使った作品づくりを楽しむなど

の会を行い、高齢者の外出機会を提供している。

� 男の料理教室…年4回＋特番1回
中高年の殿方を対象にレシピ講義の後、食材・調理器具等の基本的な扱い方を実践の中で学び、楽

しみながらの食育実践講座と試食で、“作ることの楽しさ、食べることの美味しさ”を堪能する教室

を実施している。この事業を行うことで、ご近所の友達が増え、感性豊かな腕の良い鳩山シェフが誕

生したりしている。

★その他、なつかしい映画を見る茶話会や健康講座など、要介護予防の観点からも、需要期待がますます

高まっているこうした高齢社会に対応した事業を企画・実施している。

また、イベントについては、「ニュータウンの子供たちに故郷としての思い出を残す」という目的で始め

たニュータウン独自の夏祭りも、徐々に盛大になり、30回目を迎えた昨年は延べ1万人の人出を集める

までになっている。

「男の料理教室」

最優秀賞 鳩山ニュータウン自治会（鳩山町）の活動概要

6



ことを目指しています。この理念を日々の仕事を通じて実現

していくことが東京ガスグループのCSRであると考えてい

ます。とくに、最近の地震を契機として関心が高まっている

「防災」や京都議定書発効等で重要性を増している「環境」

の取組みは、当社の特長あるCSR活動です。

「防災」については、高い耐震性を確保した製造・供給設

備による万全な予防とともに、緊急時には必要最小限のガス

供給停止によって二次災害を防止しつつ、被害の少ない地域

の供給を継続できる仕組みを構築しています。さらに、復旧

の際は安全第一の迅速な作業によって復旧日数を可能な限り

短縮するようにしています。

「環境」については、環境負荷の低い天然ガスの利用や高

エネルギー効率の機器普及の推進とともに、省エネ・エコラ

イフの情報提供などの環境コミュニケーション活動も積極的

に実施しています。

これらを受けて、東京ガス埼玉支店では防災や環境に関連

するイベントへの参加や小中学校への環境エネルギー出張授

業等の活動をしています。今後ともこうした機会を通じて、

地域社会の皆さまのご意見をうかがい、諸活動に取り入れて

いくことによって、CSR活動のさらなる深化を実現できる

よう、積極的に取り組んでいきたいと考えております。

『「小さな親切」を勇気を持ってやっていただきたい。そ

してやがては、日本の社会の隅々まで埋めつくすであろう親

切という雪崩の芽としていただきたい。』これは、昭和38年

3月、東京大学の卒業式において、茅 誠司総長が告辞のな

かで卒業生に贈った言葉の一部です。これがきっかけとなっ

て、この年の6月13日、「小さな親切」運動が発足しました。

以来、「できる親切はみんなでしよう。それが社会の習慣

となるように。」をスローガンに「小さな親切」運動は日本

中に広がっていきました。

そうした中、埼玉県本部は昭和40年に、全国で初めての

県本部としてスタートしました。

その後、この運動の精神は皆様の深いご理解とご協力を得

て、県内各地に広く浸透し、活発に活動が行われています。

主な事業といたしましては、

1．「小さな親切」運動実行章の贈呈

社会の中に埋もれている温かな行為に敬意を表し、実行

章（バッジ）と賞状を贈ることによって、思いやりの精神

を広めていこうというものです。

2．日本列島クリーン大作戦

歩道のゴミ拾いを通して地域の美化運動に参加したり、

県内の学校、団体等へゴミ袋の配布を行っております。

3．「小さな親切」作文コンクール&作文集の作成

平成17年度は、小中学生合わせて803名の応募がござ

いました。

4．車椅子の寄贈運動

毎年6～7台の車椅子を県内の施設等に寄贈しています。

5．「埼玉の集い」の開催　＊毎年11月に開催。

感謝状の贈呈、「小さな親切」運動実践指定校の指定、

活動報告、優秀作文朗読等を行っております。

団体会員（県域団体 「小さな親切」運動埼玉県本部

東京ガス（株）埼玉支店ホームページ
http://www.tokyo-gas.co.jp/area/saitama/

東京ガスの社会的責任～CSR～
http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/index_j.html

※CSR（＝Corprate Social Responsibility）

企業の社会的責任。企業活動のプロセスに社会的公正性
や環境への配慮などを組み込み、株主、従業員、顧客、
環境、コミュニティなどに対し説明責任を果たしてゆく
こと。その結果、経済的・社会的・環境的パフォーマン
スの向上を目指すこと。

この運動に賛同し、ご協力頂ける方を募集してお
ります。

事務局／さいたま商工会議所内　

�048-838-7703
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防犯のまちづくりホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/B700/
bouhan/bouhantop.html

8

彩の国コミュニティ協議会（埼玉県総務部県民・消費生活課内）
編集・発行 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話 048-830-2819 FAX 048-830-4750

ホームページ　http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BQ00/community/com.htm

ひったくりや乗物盗などの街頭犯罪や、空き巣などの

侵入盗など、犯罪の多くは私たちの身近な場所で発生し

ています。これらの犯罪は、「犯罪を起こせそうだ」とい

う機会に乗じて行われます。つまり、一人ひとりが防犯

意識をしっかり持ち、犯罪者が犯罪を起こす機会を奪う

ことで、犯罪を減らすことができるのです。

これならできる！一人ひとりの防犯対策

�自転車の前カゴには防犯ネット、防犯カバーを取り

付ける。

�徒歩の際は、常に車道と反対側にバッグを持つ。

�大金を持ち歩かないようにする。

�人通りの多い明るい道を歩く。

�U字ロック、ワイヤー錠などを使用し、ツーロックに

する。

�コンビニでの買い物など、わずかな時間でも必ず施

錠する。

�路上放置や違法駐車（輪）をせず、管理の行き届い

た駐車（輪）場に止める。

�必ず防犯登録をする。

�車から離れるときは、必ずエンジンキーを抜き、窓

を閉め、ドアロックをする。

�スペアキーを車体に付けたり、車内に置かない。

�路上放置や違法駐車をせず、管理の行き届いた駐車

場に止める。

�必要に応じ、イモビライザーやハンドルロックなど

の防犯装備を取り付ける。

�車から離れるときは、窓を閉め、ドアロックをする。

�車の中に上着やカバン、小銭などを放置しない。

�路上放置や違法駐車をせず、管理の行き届いた駐車

場に止める。

�ひとつのドアや窓に、カギをふたつ以上取り付ける。

（ワンドア・ツーロック）

�郵便受けや家の周囲にスペアキーを置かない。

�ゴミ出しなどのわずかな時間でもカギをかける。

�窓からの侵入対策として、防犯ガラスや防犯フィル

ムを活用する。

�家の周囲を整理整頓し、侵入の足がかりとなるもの

を放置しない。

�家に多額の現金を置かない。

�通帳と印鑑は別々に保管するなど、貴重品の保管場

所を工夫する。

ひったくり

自動車盗

車上狙い

侵入盗（空き巣・忍び込みなど）

自転車盗・オートバイ盗


