今月の一

枚

NPO 法人環境市民の月刊会報誌

の だ しょうこ

野田 晶子

インターン紹介

京都造形芸術大学空間演出デザイン学科プロダクトデザインコース４回生の
野田晶子です。キッチンツールや文房具、雑貨など生活が少し楽しくなるような
もののデザインをテーマに制作を行っています。
大学のある講義で、
この地球のありふれた風景がどれだけ奇跡的なことかを知り、
衝撃を受け、地球環境について興味が湧きました。科学技術の発達によりそれ
が分かっているのにも関わらず BAD DESIGN を繰り返す私たちの生活を少しでも

2013 年 10 月号

よくしていくためにはどうしたらいいのか、私には何ができるのか、その答えを出すために環境市民へ

no.245

のインターンを志望しました。
食べることも作ることも大好きな私は、水の危機、食の安全問題に興味があります。グリーンコンシュー
マー活動、グリーンウォッシュ防止の活動を通して関わり考えていきたいです。

報告：

持続可能な社会実現のために様々な活動を行なっている環境市民のみなさんから良い影響を受けながら、

環境市民ツイッターフォロワー

2,000 人を超えました

まずは自分自身の意識行動を変え、インターン活動を通して答えを出したいと考えています。よろしくお
願いします。

2010 年 度 に 開 始 し た 環 境 市 民 の ツ イ ッ タ ー

今月の

ご支援いただいているみなさん

（ご寄付）風岡 宗人さん、楠 正吉さん、近藤 裕介さん、長谷川 昌弘さん、濱 和宏さん、吉田 文子さん
（コピー用紙寄付）印刷会社 有限会社糺書房さん
環境市民の活動にご賛同いただき、ありがとうございます。環境市民は、みなさんひとりひとりのご支援により
成り立っています。今後とも活動のご理解とご支援、よろしくお願いいたします。
最新情報を発信中 !

環境市民の Twitter&facebook
● Twitter アカウント： @kankyohsimin
● facebook http://www.facebook.com/kankyohsimin

環境市民に
入会しよう！

●ご寄付：住所・氏名・電話番号・寄付金額を
ご明記の上、ご入金ください。

だれもが参加できる環境 NGO
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〒 604-0934
京都市中京区麩屋町通ニ条下る第二ふや町ビル 405
（月〜金 午前 10:00 から午後 6:00、祝祭日除く）

環境市民
富小路通

http://www.kankyoshimin.org
E-mail：life@kankyoshimin.org
TEL：075-211-3521 FAX：075-211-3531
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☞
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法人会員の他、個人会員
（年会費 4,000 円、入会金1,000 円）、シニア・
学生会員
（年会費 3,000 円）などの種類があります。詳しくは事務所まで。

これからも積極的に情報を受発信し、活動を活発

を上限とする文字を配信できる仕組みです。速報性

化させていきますのでこれから

が高く、また、ツイッターをしている人たち同士に

も環境市民ツイッターをよろし

はなりますが、すばやく情報交換ができる双方向性

くお願いいたします。

おすすめ：

地下鉄
京都市役所前

本誌の無断複写・複製・転載を禁じます。「環境市民」登録商標 第4809505号

環境市民 @kankyoshimin
フォロー

今月の一枚
手作りお祝ポス
ターを作成してく
れたインターンの
八 柳 さ ん（ 左 ）と
前田くん（右）。ゼ
ロのところにロゴ
が入っています。

社員研修に、環境の学習会に便利！
温暖化防止がわかるDVD「未来の選択」
（日本語版／英・中・日本語版）

豪雨、暴風、干ばつ……日本だ
けではなく、世界中で異常気象現
象が多発しています。今一度、地
域や学校、職場で地球温暖化の現
状・影響・予測、そして私たちか
らできることは何か、学ぶ機会を
つくりませんか。

【郵便振替】
口座番号：01020-7-76578
加入者名：環境市民

●入会申し込み：郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・送
金内容事項をご記入の上、ご入金ください。

した。ツイッターとは、インターネット上で 140 文字

所の事故の際には、ツイッターを活用し放射能防御に

環境市民は、多くのボランティアと会員の皆さんの参加によって支えられています。「持続
可能で豊かな社会づくり」のために、ぜひ会員になって環境市民の活動を応援してください !
会費・寄付のお振込み先

ント情報などを中心に環境情報の発信を続けています。

3.11の東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電

●毎週月曜午後１:00 から 1:15（再放送は火曜朝７:00 から）
●京都三条ラジオカフェ（79.7MHz）
URL: http://radiocafe.jp

●会員特典：月刊会報誌「みどりのニュースレター」をお届けいたします。行事
などの参加費を割引させていただきます。環境に関する様々な情報を得たり、
また質問や相談ができます。入会時には記念ポストカードを差し上げます。

（twitter）フォロワーが９月上旬に 2,000 人を超えま

にもすぐれています。

身近な話題から旬の話題まで環境の視点から情報発信
ラジオ
番組 「環境市民のエコまちライフ」

関する情報をいち早く発信しました。現在は、イベ

「未来の選択」は、地球温暖化防
止を分かりやすく解説した 30 分
程度の DVD です。貴重な映像、写
真、研究成果、データを駆使し、
世界各地で起こっている温暖化の
影響、将来の影響予測、そして私たちが毎日の暮ら
し、行動から何ができるかを紹介しています。授業、
職場研修、地域学習会など、ぜひ、みなさんの職場、
学校、地域でご活用ください。

●こんなときに便利！
国内外の社員研修、学校の環境教
育、地域での温暖化防止活動、環境
関連施設・図書館などの資料として、
家庭での勉強に。
＜内容＞
１ 地球の現実 自然の変化
２ 世界の現実 異常気象 海面上昇
３ 私達の生存への影響 現実と将来予測
４ 地球温暖化の原因 気温上昇
５ 私たちから温室効果ガスを減らす

＜ 2 ページに続きます＞
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■ DVD の内容（抜粋）

セミナー&イベント情報
講 座

※環境市民の連絡先は4ページをご参照ください。

【連続講座】 買い物を変える 生活、企業、社会が変わる！グリーンコンシューマーのリーダーになろう

10/5（土）、10/6（日）、10/14（月）

私たちの消費つまり買い物を変えることによって、私た
ちの生活も、販売店も、メーカーも、そして経済活動も変
●と き：午前 10:00 から午後 5:00
えていくことが可能です。それがグリーンコンシューマー
●ところ：ウエダ本社 北ビル 2F（京都市下京区）
活動で、本質的な生活の豊かさを創り出すものです。
●参加費：3 回で 1,000 円
私たちの未来と、子どものため、そして地球の生きもの
●定 員：20 人
のため、さあ、一緒に活動をはじめましょう。
●申込み：お名前、ふりがな、所属団体（あれば）、
＜講座概要＞
電話番号、FAX、メールアドレス、住所
講義やワークショップやクイズ、ゲームを交えながら、グリー
を明記の上、環境市民までご連絡下さい。
ンコンシューマーの視点、知識を多角的に学びます。
●主 催：NPO 法人環境市民
＜講師プロフィール（敬称略）＞
高月 紘：京都大学名誉教授、京エコロジーセンター館長
堀 孝弘：奈良県生駒市環境経済部次長
杦本 育生：環境市民代表理事、ｸﾞﾘ ｰ ﾝ 購入ﾈｯﾄ ﾜｰｸ 顧問
下村 委津子：環境市民理事、市民エネルギー京都理事

出典：気象庁「２０世紀の日本の気候」

■特別価格
日本語版：2,100 円→ 1,500 円（残りわずか） 日・英・中３カ国語版：3,150 円→ 2,000 円
■申込み
お名前、送り先住所、郵便番号、電話番号、希望される DVD の種類、冊数を環境市民まで電話または
FAX、Email でご連絡ください。
イベント

おすすめ：

環境市民マガジン「流れを変える」

定期購読特別割引の
受付〆切は 10 月まで

環境、人権、経済至上主義、グローバリゼーション……。
世界で起きていることが地球に何をもたらしているのか、
●ところ：ひとまち交流館 第4会議室（京都市下京区） きちんと知ること、パラダイムシフトすること、行動する
●資料代：会員 500 円 ／ 一般 800 円
ことが今こそ必要です。
●申込み：お名前、電話番号、メールアドレス、会
マスメディアではあまり語られない、私たちひとり一人
員か一般かの別を添えて、環境市民まで
にとって重要な TPP の本質的な問題点を明らかにします。
ご連絡下さい。メールの場合は、タイト
私たちの選択で社会の流れを変えていきましょう。
ルを
「野の塾TPP参加希望」
とお書き下さい。
＜講師プロフィール（敬称略）＞
●主 催：NPO 法人環境市民
神田 浩史：NPO 法人 AM ネット理事、NPO 法人泉京・垂
井理事、西濃環境 NPO ネットワーク副会長
杦本 育生：環境市民代表理事、グリーン購入ネットワー
ク顧問、環境首都創造 NGO 全国ネットワーク
代表幹事

10/9（水）午後 6:30 から午後 8:45

このマガジンでは、社会の「流れを変える」最前線の動き、視点を伝え「持続可能な社会
はつくれるんだ！」という実感がもてるような情報発信をめざしていきます。
地域から持続可能な社会をつくる行動と提案をし続けてきた環境市民だからこそ伝えら
れる情報、視点にぜひご注目ください。
＜特集＞多発する気候変動現象 / 気候変動は、私たちに何をもたらすのか / 京都議定書と世
界の温暖化対策の動向 / 地域から気候保護に取り組む / 気候保護、雇用創出のエンジンに
〜ドイツの戦略〜 / 気候変動を根源から防いでいくために / ツバルからのメッセージ 他

価

格：500 円（税込、送料別）※会員には無料で送付

発行頻度：季刊

創刊を記念して 10 月までに定期購読をお申し込みいただくと、期間限定特別価格

イベント

期間限定特別価格

1 年間

雑誌定価：500 円× 4 冊

2,000 円

→

初回のみ 1,800 円 10%off!

2 年間

雑誌定価：500 円× 8 冊

4,000 円

→

初回のみ 3,400 円 15%off!

3 年間

雑誌定価：500 円× 12 冊

6,000 円

→

初回のみ 4,800 円 20%off!

多部数定期購読
5冊

●ところ：京町家 さいりん館（京都市中京区）
●参加費：本会会員 800 円 ／一般 1000 円
●申込み：お名前、電話番号、メールアドレス、会
員・一般の別を添えて環境市民までご連
絡下さい。メールの場合は、タイトルを
「野の塾 国際原子力ロビー参加希望」とお
書き下さい。
●主 催：NPO 法人環境市民

期間限定特別価格

雑誌定価：500 円× 5 冊× 4 回

9,000 円

→

【野の塾】『国際原子力ロビーの犯罪』著者 コリン・コバヤシ氏来日記念講演
午後 2:00 受付開始
10/19（土）午後 2:30 から 4:30

（いずれも送料サービス）にて承ります。定期購読をご希望の方は環境市民事務局までご連絡ください。
定期購読

【野の塾】 人も地球もこわすＴＰＰをぶっとばせ！

初回のみ 7,000 円 22%off!

委託販売（５冊以上）
卸価格：400 円× 5 冊〜

2,000 円〜
ボラン
ティア

★会員のみなさんへ、マガジン宣伝協力のお願い★
環境市民マガジン「流れを変える」の購読をまわりにおすすめしていただけませんか？ PR チラシも
用意していますので、ご協力いただける方は環境市民まで必要部数等をご連絡ください。
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世界の原子力産業を支えるため、自らの存在をおびやか
しかねない状況に対する巧みな働きかけを「国際原子力ロ
ビー」といいます。その中心には、マスメディアによく登場
する、IAEA
（国際原子力機関）
や ICRP
（国際放射線防護委員会）
などの国際機関があります。彼らがチェルノブイリでしたこと。
そして福島で何をしようとしているのか。国際原子力ロビー
の驚くべき、隠された実態を筆者
の総力取材で明らかにします。
＜講師プロフィール（敬称略）＞
コリン・コバヤシ：
フランス在住。美術家、ビデ
オ作家、フリージャーナリスト、
著述家。1970 年代から日仏の
軍事・民事の反核運動に関わる。

誰でも参加できる 1Day ボランティアデー

10/31（木）午後 2:00 から午後 6:00 頃まで

毎月、おしゃべりしながら会報誌みどりのニュースレター
発送作業をしています。どなたでも参加できます♪

●ところ：環境市民京都事務局
●申込み：不要
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