
彩の国環境大学修了生の会 平成 26 年（2014）事業カレンダー 

【各部会の例会、行事に興味のある方は、どなたでも自由に参加できます。行事に参加等の場合詳細は HP 

月 

全体事業   

総務部 048-548-4737 雨宮 

事業部 049-261-0168 小林 

生活循環資源部会 

048-666-9555 今井 

地温暖化防止部会 

048-775-5282 安田 

化学物質部会 

048-763-5457 松平 

自然環境・教育部会 

048-556-8999 茂木 

4 5 会報 60 号発行 

19 第 1 回理事会（下落合ｺﾐｾﾝ） 

12 定例会 17 定例会 5 定例会  

5 17 定期会員総会 

17 第 2 回理事会 

10 定例会 15 定例会  定例会中止 5 親子観察会 CESS 

10 定例会 

6 28 第 3 回理事会（桜木公民館講座

室 2） 

21 定例会 3 熊谷気象台見学 

19 定例会 

14 定例会 8  自然観察会（大

雨警報中止） 

7 5 会報 61 号発行 

26 第 1 回例会 

19 定例会 17 定例会 

10 エコライフ夏（～9

月 30 日） 

12 定例会 12 定例会 

8 23 第 4 回理事会（桜木公民館講座

室 2） 

23 環境大学開講式 

27 朝霞浄水場見学会 

9 定例会 定例会中止  定例会中止 10 氷川参道を歩こ

う 

9 ｘｘ 出前講座 

28 環境ネットワーク埼玉 10 周年記

念事業 

13 定例会 

4 久喜宮代衛生組

合見学会 

18 定例会 6 定例会 13 定例会 

10 11 会報 62 号発行 

（PM1：00～） 

25 第 5 回理事会（桜木公民館講座

室 2） 

18 定例会（浦和コ

ムナーレ） 

16 定例会 

9  太陽光発電所見

学 

4 石坂産業見学会 

24ふじみ野市市民

企画講座参加 

ｘx 自然観察会 

11 1  公開講座（With You さ） 

22 環境大学閉講式 

15 低炭素まちづくり（日本工業大

学） 

定例会（中止） 20 定例会 

29 こどもエコクラブ 

 

8 定例会（澤村氏

講演） 

8 定例会 

14 親子観察会 

29 こどもエコクラブ 

12 6  第 2 回例会（産業文化センター３

Ｆ302会議室） 

20 第6回理事会（浦和コミセン第 9） 

2 築地市場見学と

セミナー 

定例会中止 

18 定例会 

 

定例会中止 14 自然観察会（季

節を感じてみよう）草

加公園 

15

年 

1 

10 会報 63 号発行 

17 出前講座（岩槻駅前東口ｺﾐｾﾝ多

目的ﾙｰﾑ C 室） 

24 フォローアップ講座 

定例会中止  定例会（休会） 21県主催環境コミ

ュニケーション

研修参加 

10 定例会 

2 6～8 Withyou さいたまフェス 

21 身近な観察局発表会 

28 第 7 回理事会（総会基本計画） 

7 定例会 

7 つめかえ用商品 

 調査結果報告会 

14 定例会 7定例会（宇塚氏、

新木氏、松平講演） 

28 冬のバードｳｫｯﾁ

ﾝｸﾞを楽しもう（cess） 

3 2/28～3/1 第三回コムナーレフェス 

 浦和コミセン 10：00～16：00 

21 定例会 19 定例会 7定例部会 14 定例会 

xxは日程未確定、決まり次第会報及び HPに掲載します。問い合わせは上記担当へお願いします。 



彩の国環境大学修了生の会 平成 27 年（2015）事業カレンダー 

【各部会の例会、行事に興味のある方は、どなたでも自由に参加できます。行事に参加等の場合詳細は HP 赤字未定 

月 全体事業   

総務部 048-548-4737 雨宮 

事業部 049-261-0168 小林 

生活循環資源

部会 

048-666-9555

今井 

地温暖化防止部会 

048-775-5282 安田 

化学物質部会 

048-763-545松平 

自然環境・教育部会 

048-556-8999 茂木 

4 11 会報 64 号発行 

18 第１回理事会 

25 総会招集通知発送 

ｘｘ定例会 ｘｘ 定例会 ｘｘ定例会 ｘｘ定例会 

5 16 定期総会（場所未定） 

16 第 2 回理事会 

ｘｘ定例会 ｘｘ定例会 ｘｘ定例会 5 親子観察会 CESS 

ｘｘ 定例会 

6 2７ 第 3 回理事会 ｘｘ定例会 ｘｘ見学会 

ｘｘ定例会 

ｘｘ定例会 ｘｘ自然観察会 

7 4 会報 65 号発行 

25 第 1 回例会 

ｘｘ定例会 ｘｘ定例会 

ｘｘエコライフ夏（～9

月 30 日） 

ｘｘ定例会 ｘｘ定例会 

8 22 第 4 回理事会 

22 環境大学開講式 

ｘｘ 見学会（事業部） 

ｘｘ定例会 定例会中止 定例会中止 ｘｘ氷川参道を歩こう 

9 ｘｘ 出前講座 

  

ｘｘ定例会 

ｘｘ見学会 

ｘｘ定例会 ｘｘ定例会 ｘｘ定例会 

10 10 会報 66 号発行 

24 第 5 回理事会 

ｘｘ定例会 ｘｘ定例会 

ｘｘ見学会 

ｘｘ見学会 

 

ｘｘ自然観察会 

11 ｘｘ公開講座 

2１ 環境大学閉講式 

ｘｘ低炭素まちづくり 

定例会（中止） ｘｘ定例会 

ｘｘ こどもエコクラブ 

 

ｘｘ定例会 ｘｘ定例会 

14 親子観察会 

ｘｘ こどもエコクラブ 

12 ｘｘ第 2 回例会 

26 第 6 回理事会 

ｘ ｘ見学研修

会 

ｘｘ 定例会 

ｘｘ定例会 

 

定例会 ｘｘ自然観察会 

赤字は未定 

xx は日程未確定、決まり次第会報及び HPに掲載します。問い合わせは上記担当へお願いします。 

 


