
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

たいよう さんさん発電所 
 

点灯式 
次第 

 

１．点灯         フォーマザー西立野保育園 星組（年長） 

                     吉田 涼夏、池田 恭一、土橋 楓子 
 

２．主催者あいさつ  NPO法人川口市民環境会議 代表 浅羽 理恵 

            フォーマザー西立野保育園   園長 辻 智歌子 
 

３．来賓紹介ならびに来賓あいさつ 

    川口市長               奥ノ木信夫様 
埼玉県温暖化対策課 副課長  竹内 和幸様 

４．感謝状贈呈 

 
５．経過と設備概要  NPO法人川口市民環境会議 

 

６．フォーマザー環境教育報告と今後の計画 
       株式会社フォーマザー 代表取締役 辻 智歌子 

 

７．イベント  合奏「スターウォーズのテーマ」 
              フォーマザー西立野保育園星組 

              フォーマザー保育園星組 

              フォーマミー保育園星組 

 

 

平成 27年 3月 14日（土）午前 10:00～12:00 

認定ＮＰＯ法人川口市民環境会議 

フォーマザー西 立 野 保 育 園 



ご来賓（順不同 敬称略） 

川口市長                         奥ノ木信夫 

埼玉県温暖化対策課 副課長                                竹内 和幸 

ＮＰＯ法人環境ネットワーク埼玉 事務局長                秋元 智子 

ＮＰＯ法人太陽光発電所ネットワーク理事・相談室長     國井 範彰 

川口信用金庫 東川口支店 支店長             桑田 隆晴 

フォーマミー保育園保護者会 会長              井上由紀子 

フォーマザー保育園保護者会 会長                          吉開 乃美 

フォーマザー西立野保育園保護者会 会長                    坂本貴代香 

 

点灯式にあたって 
 

川口市内での市民共同発電所の第２号機を、皆様のご協力と川口市と埼玉県からの補助金

を得て、設置することができました。ＮＰＯ法人環境ネットワーク埼玉お日さまクラブ、Ｎ

ＰＯ法人太陽光発電所ネットワークの皆様には、格別のご協力をいただき厚く御礼申し上げ

ます。 

市民共同発電所とは、公益活動を目的とする団体が、市民・企業等から寄付金や出資金を

募り、公益的施設に今回は太陽光発電設備を設置するものです。 

このフォーマザー保育園の太陽光発電所を拠点にして、地域の方々と共に環境学習を進め

ていきます。 

これからも、皆様の暖かいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

市民共同発電所 



寄付者 （敬称略 五十音順） 

企業・団体 

あおば総合事務所      （川口市） 

アキ・オフィス     （さいたま市） 

株式会社 イーテク     （上尾市） 

石川設計事務所     （本庄市） 

風岡秀治税理士事務所      （川口市） 

株式会社 こども保育環境研究所 

（狭山市） 

株式会社 佐伯工務店    （さいたま市） 

株式会社 塩川功業         （川口市） 

フェルマ木須        （伊万里市） 

フォーマミー保育園保護者会  （川口市） 

フォーマザー保育園保護者会  （川口市） 

株式会社 ベルエール   （川口市） 

株式会社 保健福祉ネットワーク（東京都）    

個人 

稲垣 敬子 （川口市） 

植村 実敏 （川口市） 

大木 さつき （越谷市） 

國井 範彰 （行田市） 

駒﨑 茂 （川口市） 

佐藤 多恵 （川口市） 

鈴木 学、宣子、理緒 

  （川口市） 

鈴木 美保子 （川口市） 

辻 千里 （川口市） 

辻 智歌子 （川口市） 

辻 修身 （川口市） 

常泉 恵美子 （川口市） 

戸井田 利夫 （熊谷市） 

平野 智美 （川口市） 

宮坂 恭正（さいたま市） 

上記の皆様には大口のご寄付をいただきました 

 

浅倉 孝昭 （川口市） 

新井 一隆（さいたま市） 

新木 萌桃 （川口市） 

江藤 美恵子 （越谷市） 

太田 千恵子 （川口市） 

小栗 松夫 （草加市） 

岸田 洋二 （川口市） 

熊井 文子 （川口市） 

斉藤 照夫 （川口市） 

坂本 貴代香 （川口市） 

佐々木 かおり（越谷市） 

佐々木 佳子 （川口市） 

佐藤 顕士 （川口市） 

篠崎 哲平  （野田市） 

島村 大  （川口市） 

鈴木 秀幸  （川口市） 

大栄 達也  （川口市） 

高橋 明子 （さいたま市） 

田中 阿貴  （川口市） 

田邊 貴典 美香 

         （川口市） 

田沼 和夫  （蓮田市） 

辻 健志  （川口市） 

寺山 智  （川口市） 

照井 紀裕  （川口市） 

土井 敏彦 （名古屋市） 

橋本 節子 （川口市） 

橋本 裕子 （川口市） 

春 峯子 （川口市） 

深田 雅之 （川口市） 

福井 敬朗 （多可郡） 

松田 光央 （川口市） 

南 徹   （川口市） 

村本 実才子 （川口市） 

森田 茂 （川口市） 

山崎 由美子 （川口市） 

吉田 栄吉 （大里郡） 

吉田 毅 （川口市） 

和木 一真 （川口市） 

 

匿名希望と氏名公開の可否が無記入であった方合計４２名   2015 年３月 5 日現在 

たくさんのご寄付をありがとうございました。 



 

 
認定 NPO 法人川口市民環境会議について 

 

川口市民環境会議は、市民・事業者・行政機関・教育機関などと一

緒に、環境問題に取り組み、社会を変えていきたいと活動しています。

特に、2000 年から私たちが始めた「エコライフＤＡＹ」は、川口市

では１０万人が参加し、埼玉県をはじめ全国に広がっています。 

 

この他、出前授業の実施、子ども環境フォーラム・環境フォーラム in かわぐち・かわぐ

ち自然エネルギー学校などの開催も行っています。さらに 2013 年より、川口市から「川

口市地球高温化防止活動推進センター」の指定を受け、朝日環境センター・リサイクルプラ

ザにてその運営を行っています。 

 

私たちは、“日常生活の中で省エネに取り組もう！”と呼びかけると同時に、生活の中で

必要なエネルギーについては、自然の恵みを利用した再生可能エネルギーを利用する社会に

していきたいと考えています。 

 

 

フォーマザー西立野保育園について 

  

平成２６年４月１日９０人定員の認可保育園として、西立野にオー

プンしました。 

「子どもの最善の利益と子どもの福祉の増進のために、〝一人一人の

成長に添う保育〟」を基盤とした保育を行っています。 

また、養護と教育を一体化し、豊かな人間性を持った子どもを育成

し、健全な心身の発達を促し、地域の子育て支援の拠点となって、保

育の相談を受け親育ちを助ける保育園でありたいと願っています。 

 

 このたび、埼玉県と川口市に補助金、川口市民を中心に多くの方にご寄付をいただきソー

ラーパネルを設置することが出来ました。西立野保育園のカリキュラムに環境教育を入れて

いくことになります。これまで、姉妹園では地球温暖化防止のための４つの約束運動に取り

組んだり、木育を取り入れた保育をおこなってきました。その活動が認められて埼玉県の「木

育推進園」に認定されました。 

 

今後は、フォーマザー西立野保育園の園児のみならず、姉妹園と地域を巻き込んで、環境

教育に取り組んでまいります。 

 



 

 

設備の概要 

太陽光発電システム： ソーラーフロンティア 4.29ｋＷ 

設 置 場 所 ： フォーマザー西立野保育園（川口市西立野 654-17） 

設 計 ・ 施 工 ： 株式会社エコテック 

石川設計事務所（表示板） 

＜システム構成＞ 

・太陽電池モジュール 26 枚 （太陽の光から発電するパネルです。） 

・パワーコンディショナー  

（太陽電池モジュールが発電する直流電流から家庭用電気機器が使える交流電流に変

換します。） 

・モニター （発電情報を表示します。） 

 

 

設置のための収支概要 

    収入   

埼玉県補助金        864,000 円 

川口市支援金        864,000 円 

寄付金                      865,480 円 

支出   

設備一式          2,533,980 円 

事務経費           59,500 円 

 

設備の所有権は当初５年間は「認定ＮＰＯ法人川口市民環境会議」に属しますが、５年が経

過した時点で設備を寄贈し、その所有権は「フォーマザー西立野保育園」に移転します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定ＮＰＯ法人 川口市民環境会議 

住所： 〒332-0015  
埼玉県川口市川口 1-1-1 キュポ・ラ本館棟Ｍ４階  

                        市民団体共同事務所内  

電話番号： 048-222-9050  FAX 番号： 048-222-9051   

メールアドレス  ： info@ecolife-kawaguchi.org 

ホームページ URL： http://www.ne.jp/asahi/eco/ecolife/  

＜連絡先＞ 

フ ォ ー マ ザ ー 西 立 野 保 育 園 

住所： 〒333-0813  
埼玉県川口市西立野 654-17 

電話番号： 048-299-2651  FAX 番号： 048-299-2652  

メールアドレス   ： bz699406@bz04.plala.or.jp 

ホームページ URL： http://www.for-mother.com 

 

mailto:info@ecolife-kawaguchi.org
http://www.ne.jp/asahi/eco/ecolife/

