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気候変動で桜の花見はどうなる

桜の花芽は、開花前年の夏にはできている。秋から冬にかけて、生長しないように休眠状
態に入って年を越す。そして充分に低温刺激を受けた後に気温がぐっと高まった段階で休眠
から目覚める。これを「休眠打破」という。このまま気候変動が進み、冬の寒さがなくなると、
西南日本や、東京、神奈川では休眠打破が起こらなくなり、開花しなくなるか、開花しても
満開にならないというようなことになってしまうと専門家は予測している。
また西日本では休眠打破が不十分で開花が遅れ、東北日本は開花が早くなり、その結果、
南西から東北へという桜前線がなくなってしまう。また、開花から満開までが短くなるとい
うことも予測されている。

写真・文 / 杦本 育生
（環境市民代表理事）

今号の内容
p.2-3 【報告】テーマは「脱プラ」岡山放送の番組制作に協力
プラなし生活をやってみました！
p.4-5 【寄稿】「気候変動適応の共創プログラム」開発のためのアンケート調査結果報告
p.6 【報告】持続可能な社会を地域から実現するための新組織が誕生します
p.7
行事案内 JOIN US! ／ぐりちょばなし「マスク」
p.8
企業のエシカル通信簿第 4 回結果発表／編集後記

【報告】テーマは「脱プラ」岡山放送の番組制作に協力
プラなし生活をやってみました！
環境市民会員 有川 真理子
もし、家の中にあるプラスチック製品を
全て取り除いたら、一体どうなるのか。
今回、岡山放送の環境情報バラエティ番
組「Re:SETO」でそんな試みをやってみる
ということで、環境市民として協力し、収
録された番組が 2 月 22 日、3 月 28 日に
放送されました。
「Re:SETO」は岡山・香川が面する瀬戸
内海がいつまでも美しく、豊かな海である
ために、次世代を担う子どもたちに楽しみ
ながら瀬戸内海の環境について考えてもら
うための環境情報バラエティ番組。毎月第
４土曜日の 15:00〜16:00 に岡山県、香川
県で放送されています。
URL：http://www.ohmysetouchi.jp/reseto/

今回は、芸歴 1 年目のシイナ・三浦 一馬さんが、
マシンガンズのお二人西堀 亮さん、滝沢 秀一さ
んと共に脱プラ生活にチャレンジしました。

右から滝沢さん、西堀さん、三浦さん

さんは美容に気を遣う男子で化粧水がいくつも
ありました）、カーテン（化繊）、布団のマット（ポ
リウレタン）、蒸着アルミ（暖房がないためこれ
を布団の上にかけて寝ているそう。蒸着アルミ
は薄いビニルにアルミを吹き付けたものでこれ
もプラスチック製品の一つ）、収納かご……。と
にかくプラスチックだらけ！
洋服も化繊の多いこと！ 三浦さん自身、と
ても驚いていました。でもこれが一般的ですよ
ね。しかしよくみると、綿のシャツやデニム生
地のジャケットなどがあり、なんとか寒さをし
のげる「脱プラ」ファッションになりました。
ということでプラスチック製品を取り除いた
状況が以下の写真。すっからかんになりました！

今回の舞台となったのは、東京都阿佐ヶ谷に
ある、お笑い芸人オードリー春日さんが住んで
いた日本一有名な !? アパート「むつみ荘」。お
部屋にお邪魔してみると、6 畳一間ぐらいのコ
ンパクトな角部屋。お風呂はなく、押入れとト
イレ、小さなキッチンのみ。無造作に敷かれた
ふとん、テレビ、洋服、小さなテーブル、あと
は細々とした雑貨が散らかった、まあよくある
一人暮らしのお部屋でした。
●あれもプラ これもプラ
今の暮らしはプラスチックが多い、と思って
はいたものの、実際に取り除いていくと改めて
その多さに驚きました。化粧水のボトル（三浦

before
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●使い捨てのものから脱プラを
「プラスチックってほんとに便利なものだなあ」

とはいえ、やはり便利なプラスチック。いざ脱

しみじみつぶやく西堀さん。たしかに便利な素材

プラ！と思っても、今持っているものを捨てるの

だからこそ、ここまで私たちの生活の奥深くにま

は気が引けます。そこで、まずは使い捨てのもの

で浸透したのでしょう。しかし、今や地球上はプ

（ペットボトルやレジ袋）は優先的に、衣類などは

ラスチックであふれかえり、2050 年には魚の重

新しく商品を買う際に脱プラをはかるのが現実的

量よりもプラスチックの重量が超えるという予測

ではないかと思います。健康に気を遣う場合は、

もあります。私たちの暮らしから放出されたプラ

食べ物を入れる容器をガラスや陶器に変えていく

スチックは、細分化され、マイクロプラスチック

のも一つかもしれません。環境市民の会員さんで

と呼ばれる 5 ミリ以下の小さな破片となり、食物

あればすでに脱プラを実践している方も多いはず。

連鎖を経て私たちの口へと戻ってきていることも

ぜひ成功談、失敗談を編集部までお寄せください。

明らかになりつつあります。また、環境ホルモン
の影響が指摘されるプラスチックはそもそも多用
すべき素材とは言えません。

スペシャル
インタビュー
ごみ減量のポイントは？

今回ご一緒した滝沢秀一さんは芸人活動をしな
がらごみ清掃員の仕事もされ、気づいたことを書
籍『ゴミ清掃員の日常』（講談社）や『このゴミ
は収集できません』（白夜書房）、『ゴミ育』（太田
出版）で紹介されています。

日本初 !? ごみエンターテイナー
滝沢 秀一さんに聞きました！
「毎年、新米が出る時期になると古米が捨
てられているんです。つくっている人の苦労
を知っていたら捨てないですよね。ごみを収
集しているとこの社会が続くはずがないとつ
くづく感じます」
−−ではどうすれば？
「まずはほんのちょっとでいいのでやって
みることが大事だと思います。楽しみながら
やるのがコツ。ぜひモノとの付き合い方を見
直してみて欲しい」
とメッセージをいただきました。モノがつ
くられた背景を知り、大切に思う気持ちから
ごみ減量は始まるのかもしれません。

ごみは捨てた人、その地域の暮らしぶり、さら
には日本、世界のあり様を映し出す鏡といっても
過言ではありません。賞味期限内にもかかわらず
捨てられた食べ物、束になって捨てられている洋
服……。その「鏡」をいつも見ている滝沢さんは、
3R（Reduce（リ デ ュ ー ス）、Reuse（リ ユ ー ス）、
Recycle（リサイクル））にもう一つ、
「Respect（リ
スペクト）」、つまりモノを大切に思う気持ちを足
した 4R を提案されています。
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【寄稿】「気候変動適応の共創プログラム」開発のための
アンケート調査結果報告
環境首都創造NGO全国ネットワーク事務局

風岡 宗人

全国 17 の NGO で構成される環境首都創造 NGO 全国ネットワーク（代表幹事：杦本 育生）では、2019
年度から独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金から助成を受け、「地域住民等主導の『気候変動適
応の共創プログラム』の試行・開発と、実践普及のための体制構築」プロジェクトに取り組んでいます。
今回はそのプロジェクトの紹介と、2〜3 月に実施した「『気候変動への適応』に関するアンケート」の結
果について速報をお届けします。
■「気候変動への適応策」の必要性
世界の平均気温は 19 世紀後半以降 100 年あたり
0.72℃、日本ではそれを上回る 1.19℃のスピードで
上昇しています。IPCC（気候変動に関する政府間パ
ネル）の第 5 次評価報告書（2014 年）では、今後
100 年の平均気温上昇について 4 つのシナリオを示
していますが、そのうち最も気温上昇の低いシナリ
オ（RCP2.6 シナリオ）でもおよそ 2℃上昇するとさ
れています。また世界の平均気温の上昇による様々
な災害は 1.5℃の上昇を境に、その激甚化、不可逆性
が高まると予測されており、2015 年に締結されたパ
リ協定でも、気温上昇を 1.5℃未満に留めることが目
標とされています。気候変動が原因とされる自然災
害や健康被害の増加・激化や、農林水産業への影響
などが毎日のように報道され、皆さんの肌感覚とし
ても否定しがたいものとなっていることでしょう。
今後気候変動による影響の深刻化が予測されるな
か、温室効果ガスの削減に取り組むこと（緩和策）
は依然として最優先ですが、一方で深刻化する気候
変動の影響にいかに備えるか（適応策）も同時に取
り組んでいかなければ、私たちの社会・生活は維持
できなくなってしまいます。このように気候変動の
緩和策と適応策は車の両輪と言われています。

た。このようにトップダウン型の公助による取り組
みは徐々に進みつつありますが、この動きと併せ、
地域住民の参加と学習による、自助・互助の仕組み
と活動づくりがなければ、制度は「絵に描いた餅」
となり、実際の被害を抑えることは不可能です。し
かし一方で、人口の都市集中、少子高齢化による地
域コミュニティの担い手の減少、農林水産業の衰退
など、地域の疲弊は深刻化する一方ですし、「適応」
という考え方さえ多くの市民は知らない中では、住
民主導のボトムアップの動きを生み出す適切な支援
が求められます。そこで、私たち NGO は研究者の方々
にも参加を呼びかけ、地域の当事者が集う場を設け、
外部の NGO メンバーや専門家、自治体の支援を得な
がら公助・共助・自助をうまく組み合わせることで、
しなやかな適応力を育むために共に学び、考え、つ
ながりを生み出すような「気候変動適応の共創プロ
グラム」を国内 2〜3 地域で試行的に実施し、その成
果を他の地域も活用にできるような仕組みにつなげ
ていきたいと考えています。このプログラムの試行
地域の選定と全国の市区町村の適応策の取り組み状
況を調査するため、アンケートを実施しました。以下、
その結果概要をご報告します。

■「気候変動適応の共創プログラム」とは
日本政府は「地球温暖化対策計画」（2016 年 5 月
閣議決定）で「2030 年度に 2013 年度比で 26％削減
する」との中期目標（この目標については NGO をは
じめ多方面から低すぎるとの批判があります）を掲
げ緩和策に取り組む一方、2018 年に気候変動適応法
を制定しました。この法律により適応策の法的位置
が明確化され、地域では各都道府県毎に地域気候変
動適応センターを設置することや、都道府県・市区
町村に適応計画策定の努力義務などが規定されまし

■アンケートの結果概要
アンケートは 467 自治体にメール、郵便にて送付
し、235 自治体から回答を得ました（回収率 50％）。
アンケートは、①当該自治体における気候変動の影
響や対策の有無、②その制度的位置づけ、③適応策の
実施体制、④庁内、住民、事業者の関心や主体性を高
める取り組みの有無、⑤住民力の高い地域の有無とそ
の要因、⑥適応策に取り組む上での課題や悩み、⑦必
要な資源、⑧共創プログラムへの参加意思などの設問
で構成されています。今回はそのうち、①⑥⑦につい
て紹介します。
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どが挙げられます。
気候変動の影響は、市民生活のあらゆる局面に現
れます。そもそも自治体行政は市民生活全般に対応
するよう組織されていますが、各担当者からすれば
「すでに必要な対策はとっており、なぜいまさら適応
策という屋上屋を架す必要があるのか」と認識され
てしまいがちです。しかし気候が変わるのですから、
過去と現在だけでなく将来にわたる時間軸での変化
を捉えなければ市民生活の安全・安定を守ることは
できません。専門的人材の不在、科学的根拠の弱さ、
中央省庁の縦割り構造による資源配分の縦割りなど
が原因で、現場の危機感とは裏腹に組織として取り
組めない状況があることがわかりました。

■気候変動の影響の発生状況について
ここでは自治体による気候変動の影響の確認度合
いを尋ねました。
最も多かったのは「未調査のため発生状況が不明
である」の 141 自治体（61％）でした。「発生して
いない」自治体は 22（9%）、「発生している」と回
答したのは 72 自治体（31%）でした。
主な発生状況として記載のあったものを分類する
と下記の表のようになりました（数字は記述の数）。

■課題解決に必要な資源
必要な資源の内容として、①ヒト・人材、②モノ・
サービス、③カネ・財源、④情報について尋ねました。
①ヒト・人材では、気候変動に関する専門知識を
有した職員の確保、②モノ・サービスでは、職員への
研修機会、③カネ・財源では、計画策定のための補助
金、④情報では、世界や国、他都市の動向、適応策の
必要性を説明する科学的根拠、地域や住民のニーズ、
などが挙げられました。

毎年のように全国で発生している異常気象につい
て豪雨や高温による熱中症なども含めれば、各地域
が何らかの影響を被っていることは否定できません。
「不明である」との回答には「実感として影響はある
と考えられるが、科学的な調査結果としてではない」
という意味での回答も含まれていると考えられます。
「すでに発生している」と回答した 72 自治体のう
ち 31 自治体（43％）が「対策の予定なし」と回答し
ていました。これは、「対策の必要性はあるものの、
何らかの事情で行政として適応策に取り組めない要
因」の存在を示唆しています。それでは自治体はど
んな悩みを抱えているのでしょう。

■まとめ
アンケートからは、市区町村が適応策に取り組む
資源が圧倒的に不足している現状が浮き彫りになり
ました。しかし気候変動は着実にすすみ、その影響
も待ってはくれません。もちろん外部からの資源は
必要ですが、どうすればできるのかを地域に投げか
け、早急に危機感を共有する必要があります。みな
さんもお住まいの地域の自治体がどのような適応策
を考えているのか、それは実効性があるのか、注目
してみましょう。
共創プログラムでは、2020 年度から自治体行政と
住民組織の橋渡しを行い、当事者が主体的に学ぶな
かで適応策の必要性を認識し、自助・共助・公助の
ためのつながりをつくるプロセスや仕組みを実践的
に明らかにしていく予定です。ぜひを関心もってい
ただき、ご支援いただければ幸いです。

■適応策を行う場合の悩みや課題認識
適応計画を策定、実行する上での悩みや課題につ
いて尋ねました。目立ったキーワードとしては、人材、
財源、科学的知識・知見、情報・ノウハウ、実行体制、
等の不足の他、庁内での横断的取り組みの困難さ、
適応策が対象とする範囲の広範さ、各事業への適応
策の位置づけ方の困難さ、指標設定の困難さ、庁内
における優先順位の低さ、先行事例の少なさ、自治
体間・官民連携の困難さ、小規模な自治体レベルで
取り組めることの少なさ、情報の信頼性の低さ、な
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【報告】持続可能な社会を地域から実現するための新組織が誕生します
環境首都創造ネットワーク事務局／新組織設立準備事務局 大西 康史
環境首都コンテスト全国ネットワーク（主幹事団体：環境市民）が 2001 〜 2010 年度に実施した「日本
の環境首都コンテスト」に積極的に参画していた自治体及び研究者と、同コンテストを主催していた
NGO/NPO をメンバーとし、日本を地域から持続可能で豊かな社会に変えていくことを目的として活動し
てきた「環境首都創造ネットワーク」（事務局団体：環境市民）。
この度、自治体環境政策の推進とイニシアティブの発揮、ネットワークづくり、社会的発信を目的とす
る自治体のネットワーク組織である「環境自治体会議」とともに、新組織を設立することとなりましたので、
お知らせします。
●環境首都創造ネットワークの活動とその評価
環境首都創造ネットワークのメンバーから
は、環境首都コンテスト以来培ってきた自治体
間及び自治体と NGO/NPO、研究者による信頼
関係と、それをもとにした活動により「他の自
治体の事例（深い情報）を知ることができる」
「人
的交流等から新しい取組（政策）を見出すこと
ができる」と評価を得てきました。また、環境
首都創造フォーラムでの議論等を通じて、市民、
自治体、研究者が共同で国に対して政策提言等
を行ったり、地域ブロックごとに自治体が集ま
り、防災協定の締結や共通の庁舎の省エネ目標
設定などの共同行動を生み出したりしてきまし
た。

●新組織の構成メンバー
環境首都創造ネットワークと同様に、自治体
と NGO/NPO、専門家・教育関係者を構成メン
バーとするパートナーシップによる組織となる
予定です。
また、賛助会員としての都道府県や企業等の
参画、会員自治体内で活動する小規模の市民団
体等についてはパートナーシップ会員としての
ご参画もいただける会員制度を設ける予定で
す。
●今後の予定と、ご支援・ご参画のお願い
まずは今年 6 月に、新組織を発足します。そ
の後 10 月に、設立記念大会を東京で開催し、
新組織としての本格的な活動に入っていく予定
です。
新組織での活動は、丁寧な調査と、その調査
結果をいかに活かしていけるかが肝となると考
えており、そのためには、多くのマンパワーが
必要です。発足にあたっては、改めて皆さまの
参画を呼びかけます。
NGO/NPO や専門家・教育関係者としての正
会員としてのご参画、パートナーシップ会員と
してのご参画等、ぜひ、多くの皆様のご支援・
ご参画をお願いします。

● 新組織で行うこと
詳細は、今後関係者でさらに議論を行い決定
することとなりますが、これまで環境首都創造
ネットワークと環境自治体会議が培ってきた経
験をベースに、引き続き、人と情報の交流、ネッ
トワークづくり等を進めるとともに、そこから
もう一歩踏み込み、「自治体の具体的な政策立
案の支援等につながる取り組み」を進めていき
たいと考えています。
またこのために、必要な「自治体の取り組み
に関する調査」を実施したいと考えています。
さらに、規模も大きくなることから、これま
で以上に「社会的影響力のある政策提言や発信
等」も行っていきたいと考えています。
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環境市民フェスタ（通常社員総会＆講演会）
「企業のエシカル通信簿から見えてきたこと」

行事案内

JOIN US！

毎年恒例の環境市民フェスタを開催します。環境市民の活動の全体像がわかる通常社員総会にあ
午前 10 時 30 分〜午後 5 時
わせ、持続可能な生産・消費の実現をめざすプロジェクト「企業のエシカル通信簿」について紹介
する講演会を開催します。ぜひご参加ください！
日時：6 月 14 日（日）14：00〜16：45（13：30 開場）
14：00〜15：00 【第 1 部】通常社員総会
15：10〜16：45 【第 2 部】講演会「第 4 回 企業のエシカル通信簿から見えてきたこと」
講師：環境市民 代表理事 杦本育生、副代表理事 下村 委津子、
消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク (SSRC) メンバー
会場：京エコロジーセンター（京都市伏見区深草池ノ内町 13）
対象：どなたでも参加できます（第 1 部通常社員総会で表決権をもつのは環境市民社員に限られます）
参加費（第 2 部のみ）：環境市民会員・学生 無料、非会員 500 円
※内容は変更される可能性があります。
＜会員各位＞社員申告（新規・継続）手続きのお願い
NPO 法人環境市民では、社員資格の取得を、会員自身の意思表示に委ねています。
社員になると社員総会で表決権が生じるなど、組織の重要な意思決定に参画すること
ができます。申告は住所、氏名、TEL、メールアドレスなどの連絡先を添えて、メール、
ハガキ、FAX、ウェブサイト上の入力フォーム（右の QR コードからアクセス可）から
行ってください。

ぐりちょばなし
文 / 下村 委津子（環境市民 副代表理事）

マスク

新型コロナウィルスに対するマスク着用の推奨は、ウィルスが付着した手で無意
識のうちに口元や目などを触って感染してしまうリスクを抑えること、市中感染に
より誰もが感染している可能性があるなら、他の人に感染させないようにマスクを
という発想からでした。品切れ状態が続くマスクですが、ほとんどの人が購入する
のは不織布で作られた家庭用の使い捨てマスクです。不織布とは「織っていない」、
熱や科学的な作用によってつなぎあわされた「布」のことで天然繊維ではありません。原材料は、ほぼポリエステ
ルやポリエチレンでありプラスチックです。今は緊急時ということで、このプラスチックが大量に使い捨てられて
いますが、もしマスクにウィルスが付着したとしたら普通のごみ処理以上の注意が必要です。
さて、家庭用マスクには布マスクもあります。もし、最初に書いたような目的のマスク着用ならプラスチックを
使わず使い捨てでない布マスクの利用も考えられます。写真はオーガニックコットンで作られた平型マスクで、５
年ほど前に私が購入したもの。内側にあてるオーガニックのガーゼを毎日取り替えれば清潔に使えます。耳にかけ
る紐もオーガニックコットンで、長さ調節ができるとめ結びが施され自分サイズに合わせて使えます。柔らかく心
地よい肌触りで、湿度も保ってくれるため喉が乾燥するときにもオススメです。また、常に口や喉の湿度を保つこ
とで、一般的にはウィルスの働きを抑えるともいわれています。最近では布マスクの作り方がウェブサイトで紹介
されているなど自分のサイズにあったものも作れます。世界には清潔な水がないため手洗いやうがいができない、
布製のマスクを洗えないという環境の人たちもいます。日本でも使い捨てマスクが必要な人がいます。そんな人の
元にこそ不織布のマスクを届けたいと思います。
布マスクのココをチェック！ □有機栽培コットン使用。 □使い捨てでない。 □プラスチックを使っていない。
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市民の力で実現する持続可能な消費活動のための
「企業のエシカル通信簿」第４回結果を発表しました！
環境市民が事務局をつとめる持続可能な社会をつくる市民ネットワーク（以下、SSRC）が、今年も「企
業のエシカル通信簿」の成績を発表しました。今回はプラスチック問題が注目される中、飲料メーカーと
カフェチェーンのそれぞれ 5 社の取り組みを調査し結果をまとめました。どの飲料メーカーのプラごみ削
減がすすんでいるのか、ふだん利用しているカフェチェーンの結果はどうだったのか、SSRC のウェブサ
イトでぜひご覧ください。https://cnrc.jp
また、詳しくまとめた「企業のエシカル通信簿 第４回結果報告書」の発行時期と合わせて、延期となっ
た結果報告会も開催予定です。日程が決まりしだいフェイスブックやウェブサイトでもお知らせします。

環境市民へのご寄付をお願いいたします
１）クレジットカードでのご寄付（右の QR コードをスマートフォン等で読み込んでください）
２）銀行振込によるご寄付
＜郵便振替口座＞京都 01020-7-76578（名義）環境市民
＜銀行口座＞京都中央信用金庫 御池支店
普通 0666071 特定非営利活動法人環境市民 代表理事 杦本 育生
トクヒ）カンキョウシミン ダイヒョウリジ スギモトイクオ

※銀行口座へのお振込の際は、ご連絡先の確認のため、御手数ですが振込後に事務局までご一報ください。

編集後記▶今般のコロナ禍は、私たちの社会のあり方、めざす方向の本質的な転
換が必要であることを、語りかけているようでなりません。この経験を単なる災
厄と受け取るのではなく、私たちが不要なものとして忘れてきたものを見直す機
会にしたいと強く思います（あ）。

●編集部…石崎 雄一郎、風岡 宗人、日下部 伸行、すきかえしがみ、
平山 秀昭、向井 弘美、吉田 有里（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。

「寄付をする」も
「会員になる」
参加の一つです。

ありがとう
2019年12月25日〜2020年4月1日

ご寄付）秋田 仁志さん、榎本 友一さん、小出 廣行さん、
埼玉県在住 M.N、田崎 由子さん、手塚 智子さん、
常盤 和裕さん、野瀬 貴子さん、二松 康さん、
藤井 信英さん、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

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： 季刊会報誌「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
〒 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
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