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プラスチックにたよりすぎない暮らし
枚

今月の一

ドイツのフライブルク市のスーパーマーケットで見つけたミネラルウォーターのリ
ユースびん。パールびんと呼ばれ、約 50 回も再使用されているそうです。ケース買
いして二輪のキャリーカートでゴロゴロと家まで運ぶ女性の様子を目にしました。
日本ではペットボトル入りが多く、散乱ゴミとなるプラスチックの問題は深刻です
が、リユースびんをスーパーマーケットの棚に並べるドイツのマーケットには見習う
点が多いと思いました。
写真 / 吉川 康彦さん（環境市民会員）
今月の内容
p.2-3 【報告】環境首都創造フォーラム 2018 年度 in 京都
p.4
企業のエシカル通信簿 第２回調査結果から その 8
p.5 【報告】環境活動パワーアップ講座（その 3）
p.6
会員紹介 村木 正義さん（奈良県奈良市）
／ぐりちょばなし「オーガニックコットン」
p.7
行事案内／ JOIN US!
p.8
環境市民出版物のご案内／今月のありがとう／編集後記

【報告】環境首都創造フォーラム 2018 年度 in 京都
2019 年 1 月 17〜18 日、しんらん会館（京都市下京区）にて「環境首都創造フォーラム 2018 年度 in
京都」（主催：環境首都創造ネットワーク・環境首都創造 NGO 全国ネットワーク、協力：環境自治体会議）
を開催しました。なお、環境市民は主催の両ネットワークの事務局を務めており、開催までの準備全般
を担い、当日はネットワーク構成 NGO メンバーと協力して運営しました。
■フォーラム開催の趣旨・全体構成
環境首都創造フォーラムは、年 1 回、環境首都創
造ネットワーク会員自治体と NGO、研究者や関心の
ある方が集まり、持続可能な地域社会創造のために、
自由な政策議論を通して効果的な政策立案・実施に
つなげるとともに政府や社会への共同提案を行うも
のです。
気候変動による自然災害の激甚化が現実のものに
なる中、SDGs に象徴される社会正義や経済システ
ムと環境保全をうまく組み合わせた緩和・適応策が
急務であり、国際社会とともに地域社会ができるこ
■第 1 部（1 日目）「SDGs とパリ協定の実現に向けて

と、すべきことを話し合うため、全体テーマは「持
続可能で豊かさのあるレジリエントな地域社会づく

地域社会はどのように取り組み活かすのか」

りを実現するために」と設定しました。

環境省総合環境政策統括官の中井 徳太郎氏より

フォーラムは 2 部構成。2 日間で述べ 160 人が出

「地域循環共生圏‐日本発の脱炭素化・SDGs 構想‐

席した第 1 部では「SDGs とパリ協定の実現に向け

の実現に向けて」と題したミニレクチャーがありま

て地域社会はどのように取り組み活かすのか」（1 日

した。中井氏は 2018 年 4 月に閣議決定された「第

目）、「真の循環型社会に向けてプラスチックごみ、

5 次環境基本計画」の目玉ともいえるビジョン「地

フードロス、地域活動の担い手継承」（2 日目）をサ

域循環共生圏」について、「自然エネルギー、水、

ブテーマに、専門家や実践者のミニレクチャーをは

食料など、地域に豊富に賦存する資源を、技術を介

さみながら、出席者が熱のこもったディスカッショ

して最大限活用することで環境、経済、社会すべて

ンが行われました。

を満たす自立・分散型の社会づくりをめざす」「そ

第 2 部では「地域から日本を変える！ 環境先進事

のためにはカーボンプライシング（二酸化炭素に価

例の交流とディスカッション』と題した 2 つの分科

格をつけ排出量に応じて負担を課す仕組み）が不可

会を開催。第 1 分科会は「地域から、地域に役立つ

欠」とし、「環境省も自治体や市民とともに力を合

これからの再生可能エネルギー推進」、第 2 分科会

わせなければ実現できない」と力説しました。

は「SDGs 持続可能で、災害にも強いレジリエント

議論を受けて長野県飯田市の牧野 光朗市長からは

な地域づくり」をテーマとし、国内の先駆的な取り

「これまで我々が環境省に『こうしてほしい』と提

組み実践者からの事例紹介のあと、ディスカッショ

言してきたが、今は環境省から『いっしょに行動し

ンが行われました。ここでも多くの実践者が顔を合

よう』と言われている。全国に大きな流れを作り出

わせ、交流することでネットワークを拡大するよい

すためにこのネットワークを拡大していけるか、

機会となりました。今回は、主に第 1 部のハイライ

我々が問われている」との課題提起があり、一同の

トをお伝えします。

賛同を得ました。
その後、山陽学園大学の白井 信雄教授より気候変
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廃棄物分野
動適応策と地域づくりについて、また北海道ニセコ

運動がつくれるのではないか」などの意見が出され

町の片山 健也町長から SDGs を活かした町づくりの

ました。

事例紹介がありました。課題山積の中、地域では少

その後、豊中市環境部減量計画課の吉村 光章課長

子高齢化、人口減少、地域経済の疲弊というトリプ

による「真の循環型社会に向けて プラスチックごみ、

ルパンチに直面しています。参加者からは「既存の

フードロス、地域活動の担い手継承〜豊中市の取組

先進事例を全国に横展開するためにも、子どもから

み事例〜」の紹介を受けたディスカッションでは、
「自

大人まで視野に入れた地域人材をいかに育てるか」

治体だけでは限界があり国が動く必要がある」「ごみ

「高校と地域を結ぶコーディネーターが必要」などの

減量に取り組んできた人たちが高齢化するなか、次

意見が出されました。

世代にいかに活動を引き継いでいくか」「どんな世代
でも教育の効果はある。諦めずやっていくべき」「自

■第 1 部（2 日目）「真の循環型社会に向けて

プラ

スチックごみ、フードロス、地域活動の担い手継承」
2 日目は京都大学の浅利 美鈴准教授から「フード

販機を置かずカフェで語り合うという文化がフラン
スにはある。日本人もそのような意識醸成が必要」
など積極的な意見交換がなされました。

ロス・食品ごみ地域はどのように取り組むか」につ
いて講演がありました。浅利氏は家庭系、事業系生

■フォーラムを概観して

ごみが年間各 800 万トンも出され、処理費用（約 11

SDGs に象徴されるように持続可能性の追求は世界

兆円）は農業・水産業総生産額（約 10 兆円）に匹敵

的な潮流になっています。そのなかで日本そして地

し多くの無駄が生じているという実態を指摘し、自

域が本気で変わることができるか、すべての参加者

治体として安易に焼却に頼らず下水処理システムと

が自分ごととして答えを見つけようとする熱心な姿

も統合し、食品ごみを資源として捉えた 2R（リデュー

勢が印象的で、今後の活動展開の兆しを予感させる

ス・リユース）、リサイクルシステムの構築を急ぐべ

ものとなりました。来年度のフォーラムも京都で開

きと提起しました。

催と決まりました。1 年後、今回提起された様々な

続いて京都市ごみ減量推進会議の堀 孝弘氏は「プ

課題について、各ネットワークメンバーの取り組み

ラスチックリサイクルが直面する大きな壁にどう向

とともに、ネットワークとしての活動成果を発表で

き合うか」と題し、リサイクルに頼らないごみ削減

きることを期待しています。

が必要なこと、また具体事例としてペットボトル削
減の取り組みとして茶葉から淹れるお茶のよさを伝

▼お願い▼

える工夫などについて紹介がありました。それを受

本活動は環境首都創造ネットワーク会員の会費と

け、各地域の様々な実践の交流がなされ、「民間、行

助成金を活用して取り組んでおり、その成果を社会

政、市民が協働すれば商品の生産段階（川上）での

に広く還元していくものです。多様なセクターを結
ぶネットワークの運営には多くの財源が必要です。
皆様からのご支援をお願いいたします。
※本フォーラムの開催費用の一部は、独立行政法人環境再
生保全機構地球環境基金からの助成金を使用しています。

（文 / 環境市民コーディネーター 風岡 宗人）
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企業のエシカル通信簿 第２回調査結果から その 8
環境市民代表理事 杦本 育生
企業の社会的な取り組みを調査し段階評価する「企業のエシカル通信簿」。今回は、コンビニ大手 4 社、
化粧品大手 5 社、宅配大手 3 社を対象としたその第２回調査結果から「平和・非暴力」についてレポー
トします。本稿はエシカル通信簿」の平和・非暴力チームがまとめたものを基にしています。
■背景
戦争・紛争・兵器等によって命の危険にさらされな

■調査結果
全 12 社中 10 社がレイティング１という結果となっ

い、人種・民族・文化・信仰・性別・身体的特徴によっ
て迫害されない、大規模開発によって住む場所を汚染・

た。暴力団（反社会的組織）との関わりについて大半

収奪されない、あらゆる拷問・拉致・暴力行為を受け

の企業は明確に方針を定めているものの、他の項目で

ない平和な社会を私たちは望んでいる。社会の一員で

は方針が明文化されていなかった。

ある企業が、平和・非暴力を進めるステークホルダー

企業理念等では、ポーラ・オルビスがウェブサイト

の一つとしてその姿勢を打ち出し実行しているかは、

に平和の文言を記載、ミニストップが加わっているイ

国内が戦争状態になくても現実的な問題と捉えるべき

オングループが基本理念に平和を打ち出しており、レ

である。特に、調達先が海外にある場合、自らの事業

イティング３となった。特にイオングループは、「私

がその国の平和・非暴力にどのような影響を及ぼすか、

たちイオンは、お客さまを原点に平和を追求し、人間

もとても重要なことである。

を尊重し、地域社会に貢献するという基本理念のもと、

CSR 活動において、平和・非暴力はあまり馴染みの

多くのステークホルダーの皆さまとともに、持続可能

ない分野だと思われがちかもしれないが、アメリカで

な社会の実現を目指します」というサステナビリティ

1989 年に出版された「SHOPPING for a Better World」

基本方針を打ち出しており、特筆すべきことだと言え

（右図：「SHOPPING for a Better

る。ただし、グループの方針をどのようにコンビニ経

World」表紙）は、ベトナム戦

営に具体的に反映しているかは読み取ることができな

争に関わっていない企業に投資

かった。

したいという投資者の声に応え

また、今回は「平和・非暴力に配慮した責任ある調

たのが始まりであった。また、

達を行うための方針や基準」を「持続可能な開発」の

同時期に英国では南アフリカの

項目で調査したが、「平和・非暴力」は、直接的な兵

アパルトヘイトなど国際的な政

器産業や暴力団はもちろんのこと、調達時における開

治問題に関心を持つ学生活動組

発等多くの企業にとっても関わりがあることであり、

織が発足したことなどを皮切り

サプライチェーンの中で活動するすべての企業が主体

に「どの企業・商品のボイコットをすべきか」という

的に自らの課題として認識する必要があると言える。

情報が必要となり、それが「Ethical Consumer」の誕
生へとつながった。このように「エシカルの歴史は平
和・非暴力から始まった」とも言える。
■調査内容
企業理念や経営理念、中長期の経営戦略や経営ビ
ジョン、CSR 方針等に「平和・非暴力」について、ど
のように位置づけているかを調査した。さらに「軍と
の関わりについての方針」、「武装勢力と関わらない方
針」、「暴力団と関わらない方針」、「兵器産業との関わ
りについての方針」に分けて方針があるかを確認した。

4

【報告】環境活動パワーアップ講座（その 3）
気に共感は広がり多くの人が参加されたそうです。た

第 3 回は、自分がどんな力を発揮できる可能性が
あるのかを確認する講座となりました。テーマは「

だ、そこまでのプロセスで多様な人が企画にも参画す

私（達）にはどんな力があるのか

ることで意見や価値観の違いが明らかになり、まとま

様々なつながり

を考えてネットワークを広げよう」。自分一人では

ると思った企画がまとまらない、意見が食い違うなど

到底実現できないことであっても、これまでのつな

苦労もあったようです。向井さんからの事例を聞いた

がりを生かすことで、思いもよらない力を発揮でき

後は、事例に、どんなヒントがあったのかグループで

ることがあります。まずは、その可能性をよりわか

話し合いました。それぞれに感じるところがあり自分

りやすくするため、地域で活動する人の事例からヒ

の思いを形にするときの大きなヒントになりました。

ントになることをしっかり得ることから始めまし
た。
第 3 回の事例紹介は、地域公共政策士の向井 弘美
さんの活動事例をお聞きしました。自分の持つネット
ワークをどのように生かし、どのようにつなげて活動
してきたのかを具体的な事例で紹介してもらいまし
た。向井さんの経験からうまく行ったこと、ぶち当たっ
た壁、その壁を乗り越えるためにどのようなことをし
たのかなどを伺いました。印象的だったのは、地域の
人とのコミュニケーションを地域の資源を活用するこ
とで生み出していたことです。例えば、向井さんが実
際に実施されたイベントは地元の竹を使った内容でし
た。もともと竹の大量繁殖が問題となっていましたが、

次に、ESD（持続可能な開発のための教育）を活

切り出す作業も大変なため、山の地主さんも持て余し

用した環境活動事例を環境市民から、SDGs（持続可

て困っていました。その竹を山から切り出し、地元の

能な開発目標

人も楽しめるイベントに活用することを考え、さらに

がら、環境活動が他の社会的課題とどのようなつな

そのイベントを地元の人も一緒に楽しく企画実施でき

がりがあるかを把握するための講義がありました。

る形に変えて行ったことが共感と賛同を得たポイント

杦本講師からの講義で「SDGs ってなんだ。環境活

でした。地域を元気にしたいと考えたイベントは、地

動にどのように活かすか」を聞きました。

域の課題を解決するためのものでもあったことで、一

休憩を挟んでいよいよ「私（達）の資源マップ作成」
のワーク。自分の持つつながりをそれぞれが思い出

そもそも違う性質のものをつなぐ・結ぶことの難しさ

しながらシートに書き込んでいきます。ふだん何気

地域における公共人材が求められる

なく知り合ったり交流したり、話したりしている人

国・政策
地方行政

企業

経営・収益

サステナブルゴールズ）を活用しな

も大切な活動の資源（力）になります。自分が直接
知り合っていなくても、この人に聞けばつながれる
という認識をあらためて確認することも大事です。

大学
公共政策

目的・方向性
共通言語・共通認識

自分にどんな資源があるのか、その可能性を明らか

民

にしてみました。スラスラ出てくる人、慎重に考え

NPO・団体

ている人、ネットワークがどんどん広がっていく人

同じ地域でも異なるカルチャー
３Ｄで見ると
町おこしにお
隙間
けるマネジメ
狭間
落とし穴
ントの問題
図：向井 弘美さん提供

など様々でしたが、最終回で自分の活動を企画する
際に役立つ作業ということで、時間が足りなかった
人には完成を目指しての宿題となりました。
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村木 正義さん （奈良県奈良市）
●環境市民との出会い、きっかけは？
直接の出会いは 17 年程前。奈良県ストップ温暖化推進
員の会（現奈良ストップ温暖化の会）代表として第一回
の講習会に杦本さんを招いたのがきっかけでした。
しかし環境市民の活動には京都会議 (COP3) の頃から、
京都を中心に市民活動を盛り上げている団体として一目置
いていました。会社を半日サボって COP3 の会場を見に行っ
たのがきっかけで、「残りの人生、何か良いボランティア活
動をしよう！」と製薬会社を早期退職。同時に環境問題に
取り組むバックグラウンドが必要だと考えて京都大学大学
院の植田先生（環境市民の元理事）のもとで環境経済学を
学びました。「環境のために何かしたい」という人が集まり
実践と提案を行う環境市民にはその頃から共感していまし
た。

がカーボンクレジットとして買い取り、グループは現金
を得ます。だれでも、どこでも、いつからでも参加でき
ます。是非皆さんも 5 人以上の仲間と手を組み、省エネ・
節電に踏み出して下さい。一年後に皆でお祝いをしたり、
更なる削減を年々一緒に試行錯誤したりと、既に参加さ
れた皆さんが仲間との繋がりを深めながら楽しく継続さ
れているこの活動。多方面から評価され表彰も沢山頂い
ています。
●環境市民へ今後も期待すること
全国の小さくても面白い活動を「これはいい！」と取
り上げて、環境市民のネットワークを活用して吹聴して
もらいたいです。市民として地球温暖化を考えるとき、
省エネは本当に大切なことだと思っています。「市民節
電所」のネットワークも、環境市民に共感して繋がって
いる多くの地域、市民団体、企業、そして一人ひとりへ
広がってほしいと心から願っています。

●今こそリデュース！みなさんにも加わってほしい「市民節電所」
3.11 直後の節電がブームとして去ってしまいそうな今
だからこそ、奈良から全国、そして世界へ広げたいネッ
トワークが「市民節電所」です。この取り組みの鍵は「ひ
とりではなく仲間と一緒に楽しみながら、エネルギーの
使用量自体を減らす」というところです。大学院で環境
政策の視点から研究したことも活かして考案したこの仕
組み。5 人以上のグループとして毎月状況を共有しながら、
1 年間家庭の電気・ガス使用量削減に取り組み、前年比の
削減量を市民節電所ネットワーク（理事長は村木さん）

ぐりちょばなし「オーガニックコットン」 文 / 田中 そら（環境市民会員）
みなさんはコットン製品を買うとき、どんなことを気にして選んでいますか。最近はオーガニックコットンの
タオルや肌着、T シャツなども見かけるようになりましたね。実はコットン製品ができあがるまでには様々な問題
がかくれているのです。
綿花畑は世界の農地の 2.5% であるのに対して、化学肥料や除草剤の使用料は全世界の約 11％で、殺虫剤は、
全使用料の約 15% といわれています (*1)。インドではコットン種子生産畑で多くの児童労働（約 40 万人。うち
８割が女子）が行われています (*2)。また、ファッション業界について言えば、2013 年にバングラデシュで発生
した縫製工場の崩壊事故によって、最低賃金すら保障されず危険な環境で働く人々の存在が明るみに出ました。
これに対して、オーガニックの綿を使用しているものや、つくる人の人権を守っているものも多く出てきてい
ます。コットン製品に関するエシカルな行動とは、まずは今持っているものを大切に長く使うこと、そして今後
はできるだけエシカルなものを買うことです。服について言えば、一年間袖を通さなかったものは NPO に寄付す
るか、リサイクルショップに持って行きましょう。NPO に寄付すると、例えば地雷除去や元子ども兵の社会復帰
支援に取り組む認定 NPO 法人テラ・ルネッサンスに古着 1 箱寄附すれば、1 ㎡の土地の地雷除去ができ、元子ど
も兵社会復帰支援センターの給食 2 食分になるそうです。その他にも色々あるので、「古着 寄附」などのキーワー
ドで調べてみてください！ちなみに、今までお世話になってきたファストファッションのブランドに対しては、
「フェアトレードやオーガニックのものも欲しいです！」と最後に伝えるのも良いかもしれませんね。
ぐりちょ Green & Ethical Choices
https://guricho.net/

*1:http://orgabits.com/about/diﬀerence/
*2:http://acejapan.org/cotton/childlabour
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行事案内

企業のエシカル通信簿

結果発表会

JOIN US！

今年度で 3 回目になる企業のエシカル通信簿、新聞や web メディアなどでも取り上げられ注
目度も高まってきています。
午前 10 時 30 分〜午後 5 時
今回は、環境問題や人権・労働問題などを取り上げられることも多い業界から、外食チェーン
５社と家電メーカー５社の調査を行い市民目線で私たちが本当に知りたい、気になる情報を
チェックしました。その調査結果発表会を下記の日程で実施します。多様な NGO が専門性を生
かした報告を行います。
詳細は追ってお知らせしますのでご注目ください。
日時：2019 年 3 月 19 日（火）午後
場所：東京都内
結果発表分野：外食産業５社、家電メーカー５社
調査項目：持続可能な開発（社会）、環境、消費者、人権、社会・社会貢献、平和・非暴力、
アニマルウェルフェア

メンバー募集！
make the Good... ミライプロジェクト for youth〜
昨年末の慌ただしい、環境市民の事務所。
毎月のニュースレター発送作業で、初対面のボランティアさん含め、数名で作業に追われていま
した。そんな中でのお茶の時間。合間の休憩は、ホッとするのと同時に賑やかなコミュニケーショ
ンの場になります。
楽しく会話が弾む中で、ふと私の口をついて出た「どうしてもインタビューしてお話を聴きたい
方がいる…」
この想いが、他のボランティアさんの想いも巻き込み、今回の動画作成チーム発足のきっかけにつ
ながるとは、そのときは考えもしませんでした…
…このたび、環境市民のボランティアで、YouTube の動画作成チームを立ち上げました。
チーム名は、未来の社会の主人公、若者へ伝えたいという思いを込めて、「make the Good... ミラ
イプロジェクト for youth〜」に決まりました。
メンバー構成は、大学生と大学院生と社会人との混在チームです。主に高校生・大学生にむけて、
私たちの想いを動画を通じて発信していきます。
テーマは…SDGs、持続可能な社会、エシカル、オルタナティブ、人権、フェアトレード、気候変動、
貧困、環境問題、グローバル化、ソーシャルビジネス、IoT、少子高齢問題、縮小都市論、地域活性
化、まちづくり、コミュニティデザインなどさまざまです。
テーマやインタビューしてお話を聴いてみたい方の選択は、あなた次第！
学校の課題やバイトで忙しくて単位落としそう、環境問題には関心がないけどファッションや音
楽に興味がある…お仕事や家事で忙しい社会人だって大歓迎！どんな人でもどうぞ！！興味関心を
お互い話す中で、新しい視点を得る機会になるかも。動画や撮影、シナリオ制作などに興味がある
人も、一緒に勉強していきたいです！
詳しくは環境市民事務局までご連絡ください！
E-mail：life@kankyoshimin.org（担当：堀家）
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環境市民出版物のご案内
2 月 4 日は立春。まだまだ寒い日は続きますが、日差しは春めいてきました。
春といえば行楽の季節。行楽といえば CO2 排出もない、健康にもプラスになる「サイクリング」！
40 人のサイクリストが実際に道を走って調査した自転車ガイドの決定版。
10 年以上前、自転車のまちづくりをすすめるため、ヨーロッパの本格的なツーリングガイドを参考に
つくった「京都自転車マップ」がさらにパワーアップ！ 難易度別に 16 コースを紹介。
名所旧跡、グルメ、カフェ、名物、温泉のほか、スポーツ自転車が借りられる
レンタサイクル店もリストも掲載していますので、観光で京都に来らたときにも
お使いいただけます。
ロングライドコース一覧
①かやぶきの里と京の尾根、②賀茂川源流と峠越え入門、③鯖街道と原生林、④琵琶湖疎水と南
湖一周、⑤焼き物の里、信楽、⑥山城茶処めぐり、⑦当尾・笠置の古社寺と月ヶ瀬湖、⑧山背古道、
⑨桂川・木津川サイクリングロード、⑩古社寺めぐりと七夕伝説、⑪淀川と京街道、⑫西国街道、
⑬大原野の山社寺めぐり、⑭雲海と海の眺望 亀岡〜北大阪、⑮騎馬の道 日吉〜亀岡、⑯保津
峡と棚田
A5サイズ、128ページ、西日本出版社、2018年4月17日発行、1,404円（税込み）
お求めは全国の書店、
または環境市民事務局までご注目ください。

今月のありがとう
(ご寄付)

1 2 月 1 日 〜 1 2 月 31日

15,200円のご寄付をいただきました。
豊島 由香さん、平山 義章さん、前田 裕資さん

(ニュースレターの発送など事務局のお手伝い)
久保 浩さん、野村 哲司さん
堀家 沙里さん、山形 七日さん

「寄付をする」も
「会員になる」
参加の一つです。

編集後記▶最近、ニュースレターの校正はmessenger（メールアプリ）で
グループをつくりやりとりしています。イラストレータという専用ソフト
で作成、PDFに変換して添付すれば、見てくれる人は見てくれるシステム。
messengerで「編集後記書いてくれる人募集！」と投げるのは簡単ですが、
だれも返事がないときは取り付く島なし。事務局にあつまって何時間もか
けて校正していた頃がなつかしい……（か）。
●編集部……石崎 雄一郎、大西 康史、風岡 宗人、日下部 伸行、
下司 智子、佐藤ふみ香、平山 秀昭、向井 弘美、山形 七日
（50 音順）
一緒にニュースレターを作ってくれるメンバーを募集して
います！ご関心のある方は、環境市民事務局までご連絡く
ださい。

環境市民は、ボランティアと会員、寄付によって支えられています。

●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。
●会員種類： 法人会員の他、個人会員（年会費 4000 円、入会金 1000 円）、シニア・学生会員（年会費 3000 円）
などの種類があります。詳しくは事務局まで。
●入会申込： 郵便振替振込用紙に、住所・氏名・電話番号・会員の種類・送金内容をご記入の上、ご入金ください。
●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。環境市民への寄付は税制控除の
対象となります。
【環境市民へのご寄付は税制上の特例措置が講じられ寄付控除預金算入の対象となります】
お振込先：郵便振替 口座番号 01020-7-76578 加入者名：環境市民

誰もが参加できる
環境 NGO

環境市民

二条通

環境市民
富
小
路
通

Citizens Environmental Foundation

TEL 075-211-3521
FAX 075-211-3531
mail life@kankyoshimin.org

押小路通

御
幸
町
通

寺
町
通

京都市
消防局

白山神社

〒 604-0934 京都市中京区麩屋町通ニ条下る第二ふや町ビル 206
【平日午前 10:00 から午後 6:00】

http://kankyoshimin.org/
Twitter アカウント： @kankyoshimin
facebook http://www.facebook.com/kankyohsimin

麩
屋
町
通
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京都
御池中

御池通

京都市役所

オ京
都

河
ホ
原 クテ
町 ラル
通

地下鉄
京都市役所前
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