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市民の発信で持続可能な社会をつくる

特集：本気で減らそうごみ、
本気で考えよう
循環・3R

¥200
収益の一部は環境市民の活動資金として
使わせていただきます。なお、会員には
毎月無料配布しています。
このニュースレターはボランティアの
手で折られ発送しています。

ハイムーン

21世紀 地球を、地域を、生活を、持続可能な豊かさに

http://www.kankyoshimin.org/

編集員が行く！
編集部のアンテナにかかった選りすぐりの
エコ情報を伝えます！

No.199 2009年12月号
編集員が行く !
出張で
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出張で

マイ◯◯を忘れたら

久しぶりの東 京出張。この日は朝からついていなかっ
た。

マイ◯◯を忘れたら

朝 7 時。 京 都 駅で焼きたてパンを買おうと思ってい
たら、パン屋はまだ閉 店 時 間。 時間もないししょうがな

特集：本気で減らそうごみ、
本気で考えよう循環・3R

03-08

とれたて！ 環境市民

09

あなたの企業選びの軸は何？
｢ 就活に CSR セミナー 2009｣ 開催

い、と立ち寄ったキオスクには添 加 物の多いパンばか
り。 泣く泣く添 加 物 少なめのパンを選び、 飲み物コー
ナーへ。しまった、 今日はマイボトルも忘れてしまった。
せめて紙パックのものを選ぼうと思ったが、ない。 お店
を変えてキオスクをまわること三 件。 それでもない。あ
きらめてペットボトル飲 料を購 入。さくさくレジ袋にいれ

行事案内

10-11

ようとする店員さんだけはなんとか阻 止できた。
いよいよ新 幹 線に乗ろうとふとまわりをみわたすと、
小さなレジ袋にペットボトルの飲 み 物 やパン、 おにぎり

りじこらむ no.9

12

琵琶湖を有する滋賀県から環境を考えています
竺 文彦

を入れたスーツ姿のサラリーマンがずらり。2 時 間 後、
東 京に着いたらこれが全 部ごみになると思うと、ぞっと
した。
午前中の仕事を終えて、お楽しみランチの時間到来。
「わっ。 マイ箸も忘 れてる。 使 い 捨て食 器じゃないお

自分でできる和室のエコリフォーム

13

店を選ばなくては」。 定 食屋さん、パスタ屋さん、と探
しているうちオムライスを発 見。これなら、スプーンだ
し大 丈 夫なはず。ところが、「おまたせしましたー」と

❹ふすまの補修と張り替え
～引き手と枠の取り付け～

店員さんの明るい声とともにほかほかのオムライスの横
にあったのは、 使い捨てプラスチックスプーン。 甘かっ

読者交流コーナー

みどりのかわらばん

1/ 環境市民

14
15

企業にも環境にもよく思えるような社会をどうつ
くっていくか、そんな活動にかかわりたい／
島村 吉男さん

た……。
この日は 結 局、 帰りが 遅く
お弁 当も買ったので、 お箸に
お手 拭き（セットされているの
で断れ ず）、スプーンにペット
ボトルとごみ 発 生 三 昧の出 張
になってしまった。
しかし、 考える。 人 間 誰しも忘 れものぐらい する。
誰もがエコに取り組めるようになるにはやっぱり、リユー

次号 みどりの
予告 ニュースレター

No.200

2010年1月号

現在
編集中！

特集：みどりのニュースレター 200 号記念（仮）

1 月号で 200 号を迎えるみどりのニュースレター。

これまでどう環境情報を伝えてきたか、これからどう
伝えていくのかを特集します。
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スできるびんやペットボトル、 使 い 捨てでない 食 器 が
当り前にならないと大 幅なごみの発 生 抑 制なんて無 理
だー。自分 の 忘 れ 物グセを棚にあげ つつ、 あらため
て 2R （Reduce,Reuse） 社 会 の 必 要 性を実 感した 出
張でした。
（文 / ニュースレター編 集 部

有川 真 理 子）

文／環境市民事務局長

■活動のまわりにある誤解や思い込み

特 集 ： 本 気 で 減 ら そ う ご み 、本 気 で 考 え よ う 循 環・３Ｒ

特集：本気で減らそうごみ、
本気で考えよう循環・3R
堀 孝弘

■持続できない社会に

環境活動、特にごみ減量活動に取り組んでいる

これまで流されてきた環境情報の多くは、リサイ

と、さまざまな言葉や考えに出会います。それらの

クルが進むことで、石油や金属など海外からの輸入

中には、活動の指針となるものもありますが、多く

に頼っている資源が節約され、エネルギー節約にも

の人が長い期間使っているうち、本来の意味からか

なると強調してきました。部分的にそのような効果

け離れてしまったものや、思い込みに染まったもの

があっても、社会全体で見ると、それとまったく逆

もあります。私たちの活動のなかで出会う言葉や考

に、海外からの資源輸入やエネルギー消費が増え続

えについて、本来の意味やめざすものが何だった

ける社会になっています。さらに言えば、国内で産

か、ふりかえってみましょう。

出可能な資源が、近年ますます顧みられなくなり
なっています。

■循環型社会になれば、持続できる社会に
近づくの？
最近、「循環型社会」って言葉、よく聞きます
ね。資源リサイクルが社会に広まりましたが、私た
ちの社会は循環型社会に近づいているのでしょう
か。また、循環型社会に近づけば、持続可能な社会
にも近づくのでしょうか。

つまり、資源循環は増え、ごみの最終処分量は
減っても、とても持続できそうにない社会に向かっ
ていると言えます。

■ペットボトルは暮らしに欠かせない
もの？
身近なところに目を移しましょう。グラフ2は最

グラフ1を見てください。循環利用量が増え、ご

近10数年のPETボトル用の樹脂の生産量を表して

みの最終処分量は減少しています。さらには新しい

います。一貫して増え続けていて、これだけ見ると

資源の投入量も大きく減少しています。これだけ見

「ペットボトルは生活に欠かせないものになった」

ると「良い傾向」のように思えます。注意してほし

と感じる人もあるかもしれません。ですが、よく見

いのは、新資源投入量は、国内資源利用量と海外資

ると増えているのは清涼飲料ばかり。

源輸入量を足したものであることです。新資源投入

さらに清涼飲料の中身を見ると、最近増えている

量が減っていると言っても、減っているのは国内資

のは、緑茶飲料とミネラルウォーターだけと言って

源利用量ばかりで、海外資源輸入量は増えていま

もよい状況です。緑茶飲料は1997年の約50万klから

す。また、エネルギー消費量（石油換算）も、12年

2006年250万klへ、ミネラルウォーターは約65万kl

間で2割以上増えています。

から180万klへと増加しました。どちらも、もとも
と「わざわざ買うもの」ではありませんでした。

グラフ1. 日本国内の資源利用の推移

環境省「わが国の物資フロー」より

■消費者ニーズではなく、
需要創造の成果
初の缶入り緑茶は1985年に発売さ
れた伊藤園の「煎茶」。後に「お
〜い

お茶」と改名されヒット商

品となりました。初の家庭用ミネラ
ルウォーターは1983年に発売され
た「六甲のおいしい水（ハウス食
品）」。どちらも、販売当初、多く
の消費者の反応は、「なぜ、お茶を
堀 孝弘作図

100円も出して買う必要があるの」や
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ました※2。または「発生抑制」という表現も使われて

「水はタダでしょ」でした。
それが連日のように流れるCMによって、「おい
特 集 ： 本 気 で 減 ら そ う ご み 、本 気 で 考 え よ う 循 環・３Ｒ

しいお茶や水は、店で売られているもの」という意

いますが、これらの言葉の方が、「減量」より「そも
そもごみを出さない」ことをよく表現しています。

識が「当り前」になりました。つまり、どちらも、

「Reduce」という言葉には、容器の肉厚を薄くし

「消費者ニーズ」から生まれた商品ではなく、企業

たり、コンパクト化するなど、作り手の努力は含まれ

による「需要創造」の典型的な成功例であると言え

ますが、消費者が買物時に、必要性が高くないと判断

ます。需要創造などの企業の努力自体、否定はでき

すれば、購入そのものを「回避」するなど、買い手

ませんが、消費者の「何を選ぶか」といった主体的

側の主体的な判断※3を求める意味合いは薄くなってし

な判断が、これからより重要になります。需要創造

まっています。

へのおつきあいは、ホドホドにしておきましょう。
グラフ2. ボトル用PET樹脂需要の推移

※2
※3

1986年制定の廃棄物回避管理法より
グリーン購入基本原則も参考に。
http://www.gpn.jp/basic/principle/principle.htm

■リユースを安楽死させないで！
Reuse（再使用）を、着られなくなった服や不要品
をフリーマーケットに出したり、他人に譲ることを指
すように表現した公共広告機構のCMがテレビ放映さ
れたことがありました。そういった個人の心がけも大
切ですが、びんビールのように社会の仕組みとしての
リユースが重要であり、そこから人々を遠ざけようと
しているかのような情報も気になるところです。
堀 孝弘作図

■今さら言うまでもない、3Rの優先順位

Recycle情報でも、RecycleとReuseを混同させる
ような情報が結構あります。びんビールにしても、
「何度も使ってリサイクル」のような……。Recycle

「3R」という言葉も多くの人に知られるように

とReuseは、「溶かして資源として使う」か「そのま

なりました。Reduce（減量）、Reuse（再使用）、

ま使う」といった物理的な違いだけでなく、費用負担

Recycle（資源やエネルギーとしての再利用）、この3

のあり方など社会的な違いもあります。その違いを

つのRに優先順位があることは、環境活動をやってい

しっかりおさえることが大切ですし、また、Recycle

る人たちには浸透してきましたが、環境問題に関心を

とReuseの違いをわかりやすく伝えることも、大切な

持ち始めた人には、あまり知られていないようです。

環境情報発信と言えます。

・・そもそもごみを出さない（Reduce減量）。
・・使い終わった後、そのままの形で、または簡単な
修理で再使用する（Reuse）。
・・リユースができなければ、溶かし、燃やして資源
やエネルギーとして利用する（Recycle）。
上記の順が、「ごみ処理の優先順位」として法律に
※1

■レジ袋削減周辺の誤解、思い込み
レジ袋削減もごみ減量の身近な活動として、広く長
く取り組まれてきました。そのため、ここにも結構、
誤解や思い違いがあります。

も定められています 。ですが、ごみの少ない製品づ

まずは「マイバッグ持参運動」。そもそもは「マイ

くりを促す制度が弱く、ごみの少ない製品やリユース

バッグの持参を広め、レジ袋辞退を進める運動」だっ

（再使用）できる製品や容器を選ぼうとしても、売り

たはずです。わかりやすい表現にしようとして、大事

場にそのような商品がない！ということが多々ありま

な部分が抜け落ち、手段と目的が入れ替わっている

す。

ケースもよく見ます。

※1

2001年制定

循環型社会形成基本法より

次に「年間使用量305億枚」の誤解。そもそもこの

■3Rの中身を少し見ると

数字は、日本ポリオレフィンフィルム工業組合が2002
年の数字として出したもの。しかも「9.9グラムのLL

4

「3Rで最も優先順位の高いのはReduce（減量）」

サイズ換算」という但し書きがついています。「9.9

と紹介しましたが、ごみ処理の優先順位を世界に先

グラムのLLサイズ」とはかなりの大型で、普段の買

駆けて定めたドイツでは、優先順位の最上位は、

物で配布される5グラム程度のレジ袋に換算すれば、

Reduce（減量）ではなく、Avoid（回避）を使ってい

枚数は倍に跳ね上がります。こちらの方が実態に近い
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と思われます。

域の市民団体、事業者、行政の協力がますます求め
られるようになります。ただし、他の立場の人たち

レジ袋を無料で配布しているお店などありません。レジ

との協働のため、あるいは多くの人にわかりやす

袋の購入コストは、広く薄く商品代にかけられ、お客さ

くしようと、言葉や表現を柔らかくして、いつしか

んが負担しています。ですので「有料か、無料か」とい

それが本筋から外れてしまっている事例をよく見ま

う対立は筋違いです。「当店はレジ袋を無料で配布して

す。また、長く活動を続けるうち、活動の継続が目

います」と時代に逆行する宣伝をするスーパーもありま

的になり、手段と目的が入れ替わっているケースを

すが、これは「誇大広告」になることでしょう。一方、

目にすることもあります。

レジ袋有料化は、本当は「レジ袋代金、別途払い」とい
うのが正しいと言えるでしょう。

特 集 ： 本 気 で 減 ら そ う ご み 、本 気 で 考 え よ う 循 環・３Ｒ

もうひとつ「レジ袋有料化」と「無料配布」の誤解。

ここにあげた例の他にも、まだまだあるかもしれ
せん。時々自分たちの活動をふりかえり、何が本当
に大事なことか、目的は何か、思い出すことが必要
です。また、立場を超えた協力・協働は重要です

■活動を前進させる協働、パートナーシップ

が、緊張感のある協力関係を築きあげることも、と
ごみ減量に限らず、社会課題の解決に向けて、地

ても重要です。

循環保全戦略講座

「循環・3R活動推進リーダー養成講座」
を実施
ごみに関する第一線の研究者や活動実践者
を講師に招き、ごみの発生抑制や3R推進
活動を企画実践できる人材養成を目的とし
た講座を開催しました。ここでは講座の
1、2回目に行われた講演内容を紹介しま
す。

講演記録

家庭ごみの現状

講座概要
第1回
第2回
第3回

10 月 31 日（土） 「家庭ごみの現状を知る」
石川県立大学教授 高月 紘さん（ハイムーン氏）
11 月 1 日（日） 「3R の考えを広める」
京都大学環境保全センター助教 浅利 美鈴さん
11 月 14 日（土） 「ごみを減らす活動を創り出す」
NPO 法人環境市民 代表理事 杦本 育生

主催：独立行政法人環境再生保全機構、地球環境基金部 地球環境基金課

高月 紘先生
石川県立大学教授（京都大学名誉教授）
京エコセンター 館長 京都市ごみ減量推進会議 会長

（まとめ／ニュースレター編集部

しょうみ（賞味）期限がごみ起源！

のはないか？
紙おむつは子供
用か大用か？ な

ごみの研究を始めてからやがて半世紀になります

ど、など、300

が、最近は研究分野を拡げて農作業にもいそしんで

項目に分けて集

おります。今日は、ごみ、とくに家庭から棄てられ

計しています。

るごみを注意深く観察していると何が見えてくる

面白いことに、

か、そして今、何をしなければならないかについて

ごみ袋から現代

お話します。

社会がかかえ

私は、30年近く、京都市の調査で各家庭からださ
れたごみ袋を集めて、中身を組成や用途ごとに振り

伊藤 省二）

る問題点が見

しょうみ（賞味1期限がごみ起源

事に浮かび上がってきます。

分け、それぞれの重さと大きさを測っています。た

一例をあげるとペットボトルです。家庭ごみの6

とえば、生の野菜や肉はどれぐらい入っているの

割以上を占める容器や包装材料の削減を目指して容

か？

器リサイクル法が1995年に制定されましたが、皮肉

ハンバーグや餃子など加工後に棄てられたも
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にも減るどころか逆に急増しています。リサイ
クルするから環境は汚さないだろうと考える人
特 集 ： 本 気 で 減 ら そ う ご み 、本 気 で 考 え よ う 循 環・３Ｒ

が多いのかも知れませんが、リサイクルには
新たにエネルギーが必要になることを忘れて
はなりません。ちなみに、ペットボトルなど
包装容器を作るエネルギーは、食物自体から
の供給熱量 （約2,600Kca/人・日）とほぼ同じ
です。つまり、日本人は中身（食べ物）と同

持続可能な社会実現のために
ごみ問題ひいては地球環境問題をもたらした
原因は多量生産、大量消費、大量廃棄の経済・
社会システムであり、我われのライフスタイル
であることに間違いありません。近年、持続可

じだけ外身（包装材）を食べていることにな

能な社会を実現するために、CSR（企業の社会

ります。

的責任）やスローフード、グリーンコンシュー

もう一つは賞味期限です。最近、賞味期限の

マ活動など色々なコンセプトが提案されていま

切れたコンビニ弁当の値下げが問題になりまし

す。これらが現実の社会に受け入れられ効果を

た。いわゆる中食（なかしょく：料理済みの食

発揮するためには、市民、

品）は忙しい人たちにとって大変便利ですが、

働が不可欠です。と同時に環境市民などNPO

箸をつけることなくごみ袋に直行するロスもま

の果たす役割がま

た膨大です。私の推定では、残飯として棄てら

すます重要になっ

れる損失は、農・水産業の総生産額とほぼ同じ

ています。今回の

年間11兆円にもなっています。賞味期限と消費

リーダー養成講座

期限の違いを正しく理解し、賢く行動すること

を含め、さらなる

が求められています。

元

栓を締めた方が早道じゃ
ないか？

事業者、行政の協

発展を期待してい
ます。

ごみ問題を解決するためには再利用
（Recycle）、再使用（Reuse）、発生抑制
（Reduce）の3Rが必要だとされていまが、私
はReduceとReuseがより大切だと思っていま
す。もちろん、リサイクルが不要だとはいいま
せん。
ごみ問題は、廃棄物の処理だけではなく、
製造からリサイクル、廃棄にいたる全てのプ
ロセスでの資源消費量や二酸化炭酸の発生な
どトータルに考えなければなりません。現状
のライフスタイルを継続した場合、ペットボ
トルやアルミ缶をリサイクルした場合、マイ
カップやリターナブルトレイの普及など徹底
的にエコライフを実践した場合それぞれにつ
いて、ごみの発生量、資源消費量、二酸化炭
素をシミュレートして見ました。エコライフ
型ではいずれも半減しています。つまり、
Reduceこそがごみ問題解決の決め手だと主張
する理由です。
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ごみからみたライフスタイル
（現状型、リサイクル型、エコライフ型1

アイディアと協働で実践する3R

浅利 美鈴先生
特 集 ： 本 気 で 減 ら そ う ご み 、本 気 で 考 え よ う 循 環・３Ｒ

京都大学環境保全
センター 助教

2日目の午前は、「3Rの考えを広める手法と実践」という題で、京都大学環境保全センター助教
の浅利美鈴先生が講演されました。浅利先生の講演では、3Rを普及するために取り組んでいるさ
まざまな活動を事例に、取り組みの具体的な手法と実践までのプロセスについて紹介されました。
（まとめ／インターン

3

Rを進めるために
―ネタ、仕掛け人、発信

杉本 友里）

ニークで興味深いものばかりですが、たとえ
ば、京都市ごみ減量推進会議では、市民・事業
者・行政のパートナーシップ組織として、2R

今、私たちはどうしてごみ問題に取り組まな

＝リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）

ければならないのか？ 一つには、今や他国の

の推進のために、芸大生を交えてウェブサイト

国家歳入に匹敵するほどの多額の処理費用を要

「もっぺん」の作成や、地域の力を活かすため

し、また、生産に必要なエネルギー資源と処理

の商店街での活動などに、取り組んでいます。

に必要な最終処分場の両方が逼迫しているから
です。
しかし、こうした問題が表面化している一方

リペア・リメイクの情報発信をする
ウェブサイト「もっぺん」
http://www.moppen-kyoto.com/

で、ごみ問題に対する人々の意識にも問題が
あります。たとえば、3R検定受験者、京都市
民、一般市民、学生を対象に実施したアンケー
トの結果では、特に学生のごみ問題や環境問題
に関する行動意識が低いという結果が出ていま
す。学生の実に8割は小中学生のころから環境
問題に関心を持っているという結果が出ている
一方で、学生のごみ問題に対する意識は、四つ
の対象の中でも最も低く、実生活での意識と行
動に結び付いていないということが分かりま
す。
これらの問題を認識したうえで、今度は3R
を普及するために実際に行われているさまざま
な取り組みを知り、今後の課題について考えた

循

環型社会への道筋―
価値観の育成、見える化、協働

いと思います。
3Rの市民権を向上するために、今私たちが

最後に、全体を通して3Rのさらなる推進

できることとして京都を中心としたさまざまな

に向けた課題として、前半に提起された問題

事例を紹介します。まず、3Rを推進する枠組

を受けて、資源やエネルギー消費の削減の

みとして、①ネタを増やす（レジ袋削減やマイ

ためにまず消費者の価値観を育成すること、

ボトル持参以外にも実践していく）、②仕掛け

そして生産から消費の間に隠れているフロー

人を増やす、③体系化とのその発信をする、と

の存在や、資源の循環そのものを可視化する

いう三つの枠組みが挙げられます。

こと、そして情報と活動に関して国内外での

具体的な取り組みとして、京都大学で行った

ダイナミックな交流をするために、産・官・

レジ袋削減やマイボトルのモニター実験、京

学・市民の全主体による協働が重要です。3R

都市・2R型エコタウン構築事業、京都エコ容

のさらなる普及と循環型社会の実現のために

器包装・商品推進協議会、びっくり！エコ100

は、これらの課題に取り組んでいくことが必

選、3R検定の5つの事例があります。どれもユ

要です。
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ワークショップ形式で
自己分析から企画づくりまで

1日目

循環・３R活動推進リーダー養成講座で
は、座学だけではなく、学んだことや思いを
形にしていくためのスキルアップをワーク
ショップ形式で行いました。

私が実現したい活動は？

まずは、堀事務局長から、活動をはじめるにあ

つのグループで発表、意見を交換しました。町内

たって「活動リーダーに必要な要件」が紹介され

のごみ削減をしたい、今、活動しているNPOメン

ました。リーダには、企画のつくり方や合意形成

バーとごみ問題に取り組みたい、エコな商品がど

の方法といった「技能」と、ぼやきをやる気に、

こで手に入るのか販売

できない理由探しではなくできる条件づくりをし

店の情報を集めて紹介

ていく、といった「態度」の二つが必要です。

したい、など実現した

ワークショップでは、「私が実現したい活動」、

いアイデアが盛んに交

「私がもっている能力」、「私がほしい能力、

わされていました。

「私のアピール」の３点を紙に書いた後、５人ず

2日目

企画をどのように実現するか

1日目に書き出した「私が実現したい活動」、

ます。「〜すべき」「〜だったらいいのに」という

「私がもっている能力」「私がほしい能力」「私の

「自分事」ではない「他人事」の物語づくりにはま

アピール」をさらに具体化していく作業をしまし

りこんでしまう人もいます。まず個人でワークシー

た。たとえば、「ごみが多い」という問題指摘の段

トに書き込み、それをグループ内で紹介。そのあと

階から、「ごみの出ないまちづくりをする」という

全員席を立ってワークシートの展覧会を行いまし

課題を抽出します。その課題を解決する手段を具体

た。「○○さんのはわかりやすい！」という声も挙

的に考えていきました。その手段が「活動」です。

がりました。最終的に誰が読んでも納得してくれる

自分の能力をどこに活かせるのか、この活動を実行

ものにしていかなければなりません。受講生は「宿

するために今不足しているものは何か、などを踏ま

題」として持ち帰り、コーディネーターのアドバイ

えて実際に考えてみると改めてその難しさに気づき

スを得ながら推敲を重ねました。

「３R推進リーダーをめざします」

参加者の声
「町内の人を巻き込む必要性を実感」
たまたま町内会誌にごみ問題について原稿を書く
ことになりました。その時この講座が開かれるこ
とを知りました。「リーダー養成講座」とありまし
たがごみ問題の専門家がいろいろ講義してくれるの
だろうと軽い気持ちで参加しました。しかし講座は
まさにタイトルどおりでした。午前中の講義が終わ
ると午後は地区で活動するためにどういうことが必
要なのか、企画を自分の頭で考えなければなりませ
ん。２日間の講座を通して楽しく地区の人を巻き込
む必要を感じました。楽しいイベントとして「比叡
平の未来を描こう」というのを幼稚園児から大人ま
でコンペとして募集する企画を考えています。プラ
ス思考でみんなと循環型社会を考えていければ嬉し
いです。（本会会員 藤井 千穂さん）

この講座では3日間でごみの現状、実際の3R活動、
自分が3R活動をしたいときの企画の立て方などを順
序だてて学べました。しかも、ただ、聞くだけでな
く、自分でも実際に企画・発表することで、他の人が
どんな活動を考え、自分が考えたものが他の人にどう
映るか、知識から一歩踏み出した実践へとつなげるこ
とができました。私の企画は製品そのもののごみの減
量を生産者や販売者を巻き込んで行い、ごみが出ない
日用品が手軽に買えるようにしていこうという活動で
す。考えていくうちに本当にとてもやりたくなってき
たので、誰か一緒に活動してくれませんか。知識や体
験談が聞ける講座は多いですが、自分が活動すること
につなげてくれる講座はなかなかありません。まだま
だ自信はありませんが、講座名に恥じぬよう、3Rを
推進するリーダーになっていきたいです。（ひらかた
環境ネットワーク会議 事務局 正阿彌 崇子さん）

この特集は、有川 真理子、伊藤 省二、風岡 宗人、杦本 友里が担当しました。
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環境市民

環境市民の今、そしてこれからの活動をお知らせします

あなたの企業選びの軸は何？
｢ 就活に CSR セミナー 2009｣ 開催
11月8日（日）京大会館にて、「就活にCSRセ

業担当者も真摯に質問にご回答くださいました。イベ

ミナー」を開催しました。CSR（Corporate Social

ント終了後も長い時間、学生と担当者との対話は続き

Responsibility）は「企業の社会的責任」という意味

ました。

で、近年CSRに取り組む企業が増えてきています。こ
のイベントはCSRを企業選びの一つの視点として意識
してもらおうという趣旨で行っており、昨年に続き2

■学生・企業からも満足の声

度目の開催でした。セミナーでは企業のCSR担当者が

学生からは「他の企業のCSRも聞きたい」「またセ

企業理念やCSRの取り組み事例を紹介し、学生と交流

ミナーを開いてほしい」「CSRの視点から企業を見る

する場を設け

ことで新たな気づきが得られると思った」などの声が

ました。今回

寄せられました。

は約80人が参

発表企業からは「企業人と学生がああいう形で質疑

加し、各企業

をする機会が無いので双方にとって新鮮だった」「あ

のプレゼンを

の場にいた学生しか味わえないのはもったいない」

熱心に聞いて

「一般の就活イベントよりもずっといいイベントだと

いました。

思う」などの感想が聞かれ、スタッフとして本当にイ
ベントを開催してよかったと思いました。

企業の発表に聴き入る学生たち

■3社のCSR活動発表に学生も真剣

■今回のCSRセミナーでの気づき

今回のセミナーではパナソニック・阪急阪神ホール
ディングス・ワコールの3社をお招きしました。

私の印象に残ったことが2点あります。
一点目は、「他の企業も行っているので、自社でも

第一部では、環境活動・事業内容に沿った社会貢献

やらなくてはという意識がある」という声が企業側か

活動の取り組みなど、各社のCSRの取り組みについて

ら聞かれたことです。企業がCSRに取り組むことが一

お話しいただきました。他業界を招き各社の活動方針

般的になってきていることが、多くの企業のCSR活動

や活動事例を聞くことで、参加者にはより広い視野で

にも影響を与えているのだと感じました。

CSRを知ってもらえたと思います。

二点目は、「CSR推進担当というのは、いずれなく

第二部は、企業ブースを設置して20分間ずつのロー

ならないといけない」という意見です。つまり今後

テーションで各社を回り、CSRについて質疑応答する

はCSRを行うことがより当たり前のことになり、わざ

時間を設けました。第二部では学生から企業へ、「ど

わざ部署をつくらなくてもCSRがしっかり行われるよ

れくらいの規模・人員でCSRを行っているのか」「将

うになっていくだろう、そうなるべきだということで

来CSRに関わるためにはどうすればよいか」「CSR

す。

報告書を読む

CSRを当たり前に行う会社は「経済・社会・環境」

際のポイント

を両立させている会社と言えます。持続可能な社会を

は？」などの

創るためにも、未来の日本社会を担う学生がCSRによ

質問が途切れ

り関心を持ってもらえるように今後もセミナーを続け

ることなく投

ていければいいなと思いました。

げかけられて
いました。企

（文／インターン

菅 磨里奈）

白熱した質疑応答
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行事案内

月

京 祝 ニ ュ ー ス レ タ ー 200 号！
1Day ボランティアデー

毎月エコな話題をおしゃべりしながらニュースレ

京 環境市民

東 環境市民東海

滋 環境市民滋賀

シップオフィス 事務局長、自然公園指導員）●杦本 育
生（環境市民 代表理事、グリーン購入ネットワーク 代
表理事）●下村 委津子（環境市民 理事、京都グリーン
購入ネットワーク スタッフ、eco パーソナリティ）

ター発送作業をしています。今月 12 月 25 日（金）の
話題は「祝

ニュースレター 200 号！」と題して今ま

で発行したニュースレターを紹介します。

京 2009 年度近畿ブロック

「環境NGO・NPO地域ワークショップ」
持続可能な社会をつくる！ 環境教育 新たな
ステージへ～実践、行動につなぐ～

＊とき：12月22日（火）午前11:00から午後7:00頃
まで、12月25日（金）午後2:00から7:00頃まで
＊ところ：環境市民京都事務局
＊備考：予定時間を過ぎて来られる場合はあらかじめご
一報ください。講演ではありませんので、作業しながら
話を聞いたり話たりする状況になることをご了承くださ
い。
◎次回発送予定日は……1月27日（水）午前11:00から
午後7:00頃まで1月28日（木）午後2:00から7:00頃
まで

環境活動に取り組む人にとって共通の課題である環境
教育について議論・学習し、参加者の交流を通して環境
教育の新たなステージを模索、実践に向けた糸口を探り
ます。国内で先進的に環境教育に取り組まれるキーパー
ソンをお迎えし、活動内容を紹介いただきます。それら
を踏まえ、持続可能な社会をつくるための効果的な環境
教育の課題や戦略について具体的に考え、共有するとと
もに、参加者同士のネットワーク化を図ります。

京 平成 21 年度中国ブロック

「 環 境 保 全 に 取 り 組 む NGO・
NPO 運営講座」オモイをカタチに！
ひとと組織のパワーアップ講座

持続可能な社会を創る
「ひとと組織の基礎的な力」を身
につけるために必要な四つのポイントについて具体的な
事例を通して学びながら、実際の活動現場に近い形で活
動の企画づくりを行い、成果を発表することで実践力を
身につけます。

＊とき：2010 年 1 月 23 日（土）午前 10:00 から午
後 5:00
1 月 24 日（日）午前 9:20 から午後 1:00
＊ところ：京都私学会館（京都市下京区室町通高辻上ル
山王町 561）
■講師
・気仙沼市中井小学校 教頭 及川 幸彦氏
・財団法人 公害地域再生センター 事務局長 藤江 徹氏
■コーディネーター
・環境共育事務所カラーズ 代表 西村 仁志 氏
・環境市民 代表理事

杦本 育生

＊参加費：無料

《四つのポイント》
①ビジョン・ミッションの明確化
る効果的な合意形成手法

②創造的な会議によ

とマーケティング手法

③実力・潜在力の把握、分析
④パートナーシップによる活動

の意義と効果、その手法
＊とき：【第 1 回】12 月 5 日（土）午前 10:00 から午
後 5:00 【第 2 回】12 月 6 日（日）午前 9:30 から午
後 5:00
＊ところ：RCC 文化センター（JR 広島駅在来線改札口
より徒歩 10 分、広島市中区橋本町 5-11）

＊申込み：環境市民まで、下記の情報を添えて申込みし
てください。お名前、ご住所〒、電話、FAX、E-mail、
所属団体・勤務先（あれば）、志望動機（簡潔に）
＊定員：30人（先着順、定員に達し次第締切）
＊企画・運営：環境市民
＊主催：独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金
＊後援：きんき環境館、滋賀県立近江富士花緑公園・
NPO 法人「持続可能な開発のための教育の 10 年」推進
会議（ESD-J）

■講師
●永橋 為介氏（環境市民パートナーシップ活動部、立命館
大学産業社会学部准教授）●藤野 完二氏（未来の子 共同
代表、太田川たんけん協会代表、環境カウンセラー）

京 「ESD ×生粒多様性」プロジェクト
近畿地域ワークショップ

●吉橋 久美子氏（未来の子 共同代表、環境カウンセ

10

ラー、一級建築士）●大西 康史氏（未来の子 共同代表、

地域の魅力と地域の人が持つ力を引き出し、関わる全

環境カウンセラー）●松尾 健司氏（中国環境パートナー ↗

ての人が持つ力や専門性（学術的な知識や専門性に限ら ↗
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ず、畑を耕す、たき火を焚く、山菜を採る、鳥の声を聞
き分ける、鎌を研ぐなど、生きる能力）を、コミュニティ
で活かす機会の創出が持続可能な地域づくりにつながっ
ています。生物多様性を視野にいれた持続可能な地域づ
くりに取り組む人々がつどい、「ESD ×生粒多様性」に
必要な視点や実際にフィールドで活動するメンバーと参
加者で取り組みのヒントを探ります。

滋 水鳥観察会
琵琶湖には冬季、鴨の類の冬鳥がやってきて、琵琶湖
や周辺の地域を利用して棲みつきます。フィールドス
コープによって、美しい羽根の色を観察しながら、冬鳥
の生活について、考えてみます。
＊とき：12 月 12 日
（土）午前 9:30 から 12:00
＊ところ：大津市膳所公園（京阪電車膳所本町下車徒歩 5 分）

＊ ESD とは
「持続可能な開発のための教育」の略称。一人ひとりが、

＊講師：おおつ自然観察の会 ＊参加費：100 円

世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生き
ていることを認識し、行動を変革するための教育学校だ
けでなく、地域や社会のあらゆる場で誰もが取り組むべ
き学習。
＊とき：2010 年 1 月 15 日（金）午後 7:00 から

行事の申込み・お問い合わせは各事務局まで

＊ところ：さいりん館室町二条（京都市上京区室町二条上

京 環境市民
TEL.075-211-3521 FAX.075-211-3531
IP電話.050-3581-7492 MAIL.life@kankyoshimin.org

がる）
＊メンバー：●西村仁志氏（環境共育事務所カラーズ 代
表）●井上和彦氏（豊中アジェンダ 事務局長） ●塩見直
紀氏（「半農半 X 研究所 代表」コンセプトフォーエック
ス 代表「半農半 X という生き方」著者）

東 環境市民東海事務所
TEL・FAX.052-521-0095 IP電話.050-3604-6182
MAIL.tokai@kankyoshimin.org
滋 環境市民 滋賀事務所
TEL.077-522-5837 MAIL.cefshiga@kankyoshimin.org

＊参加費：無料
＊申込み：必要

野中 誠さん
（京都府）10月29日入会

10 月に行われたベジタリアンフェスティバルで、環
境市民の自然住宅研究会メンバーと知り合い、意気投
合。自然住宅プロジェクトに参加しています。大学で
は建築を学んでおり、環境市民では実践的なことをし
ていきたいと思っています。

ミーティング＊（いずれも京都事務所で行います1
＊ 12 月 5 日（土）午後 1:30 から ニュースレター編集部
＊ 12 月 7 日（月）午後 2:30 から 7:00 ラジオチーム
＊ 12 月 17 日（木）午前 10:30 から午後 7:00 ニュー
スレター編集部校正日

みどりのニュースレター

200 号記念メッセージ募集中！
締切：12 月 6 日（月）

2010 年 1 月号でみどりのニュースレ
ターは発行 200 号を迎えます。心にの
こったあの特集、気になる記事など、み
なさんからのメッセージをお待ちしてお
ります。環境市民京都事務局までメー
ル、FAX、郵送にてお送り下さい。

新入会 ／寄付＊（9 月 12 日から 11 月 19 日まで）
〈新入会〉小原 義弘／野中 誠／林 映里
〈寄 付〉浅利 美鈴／伊藤 浩樹／伊藤 奈美／後藤 充伯／
在間 敬子／高月 紘／橘 知世／二松 康／株式会社マイカ
ル（北大路ビブレ店、伏見サティ店）／三宅 茂和／ワン
ディッシュエイド協会
（五十音順敬称略）

●年末年始のお休みについて……

12月29日（火1から1月7日（木1まで
お休みいたします。
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りじこらむ

環境市民の理事を隔月で紹介します。

no.9

竺 文彦
琵琶湖を有する滋賀県から環境を考えています
■環境市民との出会い
環境市民との出会いは、神戸の

れは、琵琶湖の問題を市民に考え
てもらう導入方法として何がいい
かを考えて、やり始めたものです。

震災の際、友人が環境市民として

10cm くらいの大きさの魚であ

ボランティアに入っているという

るタナゴは一般に「ぼて」あるい

話を聞いてからです。活動的な環

は「ぼてじゃこ」と呼ばれていて、

境の団体があるのだなーと思って

かつては、琵琶湖の湖岸にたくさ

いました。私は、廃水処理やご

んの人たちが釣り糸を垂れて、ぼ

じく・ふみひこ……龍谷大学理工学部環
境ソリューション工学科教授。排水の処
理が専門ですが、水の問題、ごみの問題、
景観の問題、いろんな事に興味がありま
す。今、やろうとしているのは、生ごみ
の堆肥化。滋賀県甲賀市で始まったもの
ですが、まず滋賀県に広げて、さらに滋
賀県から全国に広げたいと思っています。

みの処理など、環境が専門です。 てを釣っていました。今は、ブルー
主に滋賀県内を市民活動も含め

ギルに占領されてしまって、ぼて

会」を作りました。大津は戦災を

フィールドとしておりましたので、 釣りの風景は見られなくなりまし

受けていないために、道路は江戸

その頃は京都にそのような団体が

た。そこで、子ども達にも「ぼて」 時代とぴったり一致します。所々

あるのだなあという程度の認識で

を知ってもらおうと、「ぼてじゃ

に古い町家が残っていますが、だ

した。その後、環境市民滋賀が立

こトラスト」という市民グループ

んだん壊されていきます。何とか

ち上げられ、滋賀県でも活動され

を立ち上げ、現在でも活発に活動

保存をしていこうと市民に考えて

るようになり、滋賀の活動をお手

を続けています。おそらく何千年

もらうために、この会を作りまし

伝いすることになりました。その

あるいは何万年、ぼては琵琶湖に

た。古い町家を借りて、大津百町

頃は、草津市を中心に環境市民滋

棲み続けてきたと思われますが、 館と名づけて見てもらえるように

賀の活動が行われていました。

我々の世代でいなくなってしまっ

その後、私が滋賀事務所を引き
受けることになり、現在は学生と

たとすれば、我々の責任は重いと
思います。

■私の研究と環境市民

月に一度、観察会や町歩きを続け

景観も環境の問題だと思ってい

現在、研究として取り組んでい

ている状態です。ぜひ、滋賀県在

ます。ヨーロッパの町の景観は優

るのは、生ごみの堆肥化やバイオ

住の方々に滋賀事務所を盛り上げ

れています。建物の高さを揃えた

ガス化です。生ごみを焼却してい

ていただきたいと考えています。

り、ファサードを整えたりされて

るようでは、地球温暖化に取り組

いるので、美しい町並みとなって

んでいるとは言えません。川の自

います。これは、人々の活動、努

然化にも取り組んでいます。この

滋賀県ではかつて琵琶湖の水質

力によって成立するものです。日

他、バスやトラックの黒い排ガス

の問題が起こり、水環境に対する

本の景観は、多分、江戸時代には

や小型バイクの白い排ガスは犯罪

市民の関心が高く、さまざまな環

それなりに整った景観であったと

的な行為だと思っています。国の

■私の個人的活動について

境のグループが活動しています。 思われますが、戦後、とくに高度

規制が問題です。

私自身も「おおつ環境フォーラム」 成長期といわれる時代以降は、町

私たちが何ができるかを考えな

という団体の代表をしていました。 の景観は酷いものになってしまい

がら、できることからやっていか

この団体では、景観やごみやエネ

ました。西洋では電線は地下に埋

ないといけません。私は研究を生

ルギーや森林や川などさまざまな

設されますが、日本では町に蜘蛛

業としておりますので、こういう

環境問題に市民が積極的に参加し

の巣を張り巡らせたように景観を

ことが知りたいということでもお

ています。

阻害しています。観光都市京都で

手伝いが出来るかもしれません。

私自身、これまで、いろんな市

さえ、普通の町を整える約束や条

たとえば琵琶湖の問題なども、み

民活動グループを立ち上げて活動

例もなく、酷い景観に甘んじてい

んなで一緒に考えていくことで環

してきました。たとえば、「ぼて

ます。

境を良くしていくことにつながっ

じゃこトラスト」があります。こ
12

しています。
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そこで、「大津の町家を考える

ていけばと考えています。

自分でできる

和室のエコリフォーム
[ ふすまの補修と張り替え

4

〜引き手と枠の取り付け〜 ]

築年数の古い日本家屋を大切に使い続けるために、破損部分の補修方法の紹介と、現代
のライフスタイルに合わせて和室をエコリフォームする一例をご提案していきます。

い

よいよ、ふすま張りも仕上げに入ります。
前号までで、枠を外して、破れた穴を補
修、本張りをしてきました。

引っ掛かりが少なくなります。（図を参照）
さん

枠を取り付けられたら、ふすまを桟に戻します。戻
す前に、桟に蝋を塗ると滑りが良くなります。桟の下

糊が乾くのを待つ間に、枠の色が剥げている所がな

いかチェックします。黒マジックで塗っておくと目立
たなくなります。

は敷居に、上は側面に塗ります。新しいふすまがスル
スル滑る快感を楽しんでください。
最後に引き手をはめ戻して完了です。

それから枠と引き手を取り付けて、元のふすまの状
態に戻していきます。このときポイントとなるのは、
枠に書いておいた番号です。間違えずに、元のふすま
の元の位置に取り付けましょう。釘を打つ時は、釘と
金槌のあいだに「釘締め（ポンチとも言う）」を挟み
込んで打つと出っ張りが無くなり、ふすまの開閉時に

今月の写真館

（文／ニュースレター編集部

千葉 有紀子）

●ふすま張りワークショップ DATA（2009 年 6 月 6 日実施）
＊ 参加のべ人数 ：5人
（2人分の作業を交互に体験。講師1名が指導。）

＊ 内容：ふすま張り替え…２枚、穴の補修…１か所
＊ 作業時間：約４時間

ふすまの修繕のプロセスを多くの写真で分かりやすく紹介しています。
http://www.zorg.com/pub/albuml?al=32935&c=iilrlkqntn

1 縦枠を戻す

縦枠から元に戻す。縦枠内側の釘穴と、ふす
ま側の釘の位置を合わせてはめる。縦枠内側
の溝に沿ってスライドさせながら大体の位置
を決める。

4 釘頭をさらに打ち込む

釘頭の引っ掛かりを無くすため、最後に釘頭
を深く打ち込む。金槌と釘頭の間に釘締め
（ポ
ンチ）を挟むと、釘頭の周囲を破損すること
なく打ち込める。

2 横枠を戻す

横枠を戻す。取外しの際、枠から抜かずに残
した釘を再利用。金槌で釘を軽く打っておく。
両側から２人で同時に打つとゆがみが出にく
い。

5 引き手の位置に切り目を入れる

引き手が収まる位置に、カッターでふすま紙
に十文字の切り目を入れる。さらに切り目を
細かく入れて、最終的に 12 分割ほどにする。

協力： 表具師 古澤 利弘……表具仕事の多い京都で額装を主に40年以上されている。

3 縦枠と横枠の角を合わせる

角を微調整。縦枠が横枠よりはみ出ると、ふ
すまの開閉時に引っ掛かるので、縦枠をやや
凹ませる。位置を決めたら、全ての釘を打ち
込んで固定する。

6 ふすまに引き手をはめ戻す

引き手をはめ戻す。引き手の釘穴を、ふすま
側の釘穴の位置と合わせ、小さな釘で上下２
か所を固定。釘締め（ポンチ）を使うと作業
しやすい。

次回は
「ふすまのデザイン」です。

●自然住宅プロジェクト…… 99年、地球と地域の環境に負荷をかけず、生

★エコリフォーム、相談随時募集

態系に調和し、住む人の身体にも負荷を与えないエコロジーな住まいの増改築を
テーマにスタートしたプロジェクトです。10年目の今年は、今までの素材を中心
にした取り組みに加え、私たちを取り囲む住環境も含めた住まい方の持続可能性
を総合的に考える第２ステージの活動を展開しています。

自然住宅プロジェクトでは、住まいに関
する相談やご自宅でのワークショップを
随時受け付けています。詳しくは京都事
務局までお問合せください。
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読者×読者、
読者×環境市民をつなぐ

みどりの特派員便り

全国で活躍する環境市民の会員さんが、
「みどりの特派員」として地域の活動や思いを紹介します。

●清水谷 美穂さん（兵庫県加東市在住）

小さなエコで大きな子育て

現在 2 児の母親、年明けには 3

ものの、食べて「おいしい」とい

やって私の思いが浸透し、自分た

児となる予定です。縁あって兵庫

う声があがり、かき氷の黒蜜に「何

ちの価値観を見いだしてくれれば

県加東市にあるお寺に嫁いで参り

かにおう〜」と言いながらもお替

と願っています。

ました。

わりをしてくれる子もあり、それ

子育てや仕事をする中、一手間

環境について考えるきっかけと

なりに楽しんでくれたのではない

かけて環境のために行動するのが

なったのは長男出産後の体調不良、 かと思います。昨年も少しのアレ

難しいこともあります。私もがん

体の基本である「食」を大切にす

じがらめになってしまっていた時

ンジを加え実施しました。

るようになり、そこから興味が派

そして……外食にマイ箸を持参

期もありましたが、その時の立ち

生したことです。そんな中で一昨

する私に対し、割り箸でないとダ

位置でできることをやっていきた

年の夏、環境市民さんの「エコ地

ダ を こ ね る 我 が 子 た ち で し た が、 いと思う今日この頃です。何事も

蔵盆」を知り、チャレンジしてみ

電車に乗る際毎度時刻表を欲しが 「適当」が大事だと子育てをする中

ることに。配布するお菓子は無添

る長男が先日は「やっぱりやめる。 で気づきました。こどもたちにも

加おかきや天然酵母パン屋さんに

もったいないしー！」と言い、環

作ってもらったビスケットにしま

境問題まではいかずとも物事を考

した。おもちゃも実用品やカード

える力がついてきたことに感動を

感謝です。

ゲームなど長く使えるものを選び、 覚えました。思えば私の根底にあ
かき氷の蜜は手作りを試みました。 るのも昔母がよく言っていた「もっ
反応は……駄菓子に比べ、見た目

たいない」という言葉があるのか

地味なおやつに皆戸惑いがあった

も知れません。こどもたちもそう

インフォ＠エコ

環境に関するオススメの本、映画、音楽などを
ご紹介します。

『ごみ問題とライフスタイル
高月 紘著

日本評論者

こんな暮らしは
続かない

』

●ご意見・ご感想宛先●

メール・FAX・郵送でお送りください

（MAIL） newsletter@kankyoshimin.org （FAX）075-211-3531
（郵 送） 〒604-0932 京都市中京区寺町通二条下ル 呉波ビル3階 NPO法人環境市民
みどりのニュースレター編集部 宛
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環境共育チームＳＫＩＰの環境プログラム﹁エコファイターショー﹂をモチーフとしています︒

ごみ問題の解決に向けて、私たち生活人に対してライフス
タイルの変革を促す“分りやすい”環境啓蒙書です。ごみ博
士と称される著者の高月紘先生が、40 年以上におよぶフィー
ルドワークにもとづき、ごみ発生の現状を調査・解析し、ど
うしたら持続的な社会を実現できるかをとても分りやすく示
しています。もう一つの特長は、お得意のマンガを最大限に
活用され、読者に気づきを促してい
る点です。イラスト「来るべきごみ
焼却炉」には、小さな「本体」に対
して種々の大型処理設備が付帯して
います。現在の科学技術、社会・経
済システムの問題点が見事に描きだ
されています。本紙の特集記事の中
の講演録を参照され、さらに本書へ
来るべき焼却炉
読み進まれることをお薦めします。

イラスト：かわみん

話をすることで新たな発見があり、それが面白いで

千穂／藤井 奈保子／二松 康／

す。この出会いを大切にしながら、これからがんば

りたいと思います。
（ニュースレター編集部 林 映里）

た︒﹁自分が開発した製品が世の中に
でていくのは楽しかったですよ︒一般の
人が分かる製品だと︑黒板ふきクリー
ナーや掃除機の手元スイッチなどがあ
ります﹂ というので驚いた︒

下司 智子

穫は、新しい人に出会えたことです。人と出会い、

充史／野中 誠／林 映里／藤井

企 業 に も 環 境 に も よ く 思 え る よう な
社 会 を どうつくっていく か ︑
そ ん な 活 動 に か かわ り たい

小さいころから工作が大 好 きだった
島村さん︒ 小学校のときには︑ゴムプ
ロペラ飛行機をつくり︑滞空時間が１
位になったこともあるとか︒﹁ 生 まれ
も育ちもずっと京 都︒ 父は手 描 き 友
禅の職人︒ だから何かをつくるのは好
きですね︒ 絵を描くのはだめだけど﹂
とはにかむ︒ 手の器 用 な 島 村さんは︑
勤 務 先の同 僚 と脱 サラして１９６９
年に電源機器の専門会社を設立︒ 以
来︑さまざ まな製 品の開 発 を手がけ

■環境と経済の折り合いに関心
﹁いい写真がとれたらお見合い用に使 大 変な時 代 を切 り 抜 けてこられた実
企業人の立場から︑環境のことをど
おうかなー﹂︒ 写 真 をとっている最 中 感がこもる︒
インターン期間中は︑広報を学びな う捉 えていたのか︒﹁会社でも環境は
にも駄 洒 落をとばす 島 村さん︒ 本 当
はおつれあいの﹁お母ちゃん﹂ が怖いの がら︑ 各 媒 体 を 企 画 運 営 するボラン やらざるをえないテーマだった︒ 環 境
に︒ そんなちゃめっけ一杯の島村さんが ティアチームで作業を担当し︑各媒体 負 荷 物 質 を使 わない商 品づく りが要
手にしているのは︑環境市民の広報媒 の魅力︑ウリを洗い出すという作業を 求される中で︑商品の中には鉛や水銀
体︵ニュースレター︑
ウェブサイト︑
ラジオ︶ 行った︒ 活字媒体なら理解できるだろ などを使っているものもあった︒ 鉛とス
をＰＲするパンフレット︒ より多くの人 う︑と島村さんはニュースレターを担当︒ ズを混ぜ合わせてハンダ︵接着剤︶を
に環境市民や環境情報にアクセスして 技術畑を歩いてきた島村さんにとっては︑ つくるが︑鉛をなく す とくっつかなく
くれる人を増やそうと︑島村さんと２ 文章をつくる作業はことのほか大変だっ なる︒ 最近は鉛を使わないものがでて
人の学生が立命館大学のインターンプ た︒﹁市民目線の環境問題の捉え方が きているが︑使用するには高い技術力
勉強になった︒ 今までは常に費用対効 が必要で︑コストもかかる︒ こうした
ログラムの一環で作成してくれた︒
果を考えていたので︑
費用はさておき﹃べ 動 きに対 応でき ない会 社は倒 産して
■もう一度大学へ
き論﹄から入っていくというのは新鮮だっ いった︒ だから︑環 境 問 題はコストが
た︒ 合意形成の仕方も違っていた︒ 組 かかり︑対応も難しい︑というのが印
織で動くと個人の意見は多少抹殺され 象だった︒ 環境を守りたいけれども生
る︒ ＮＰＯでは個人の意見を大事にし 活がある︒ そこには常にジレンマがあ
ながら合意点を探していく﹂ と︑企業 る︒ 個 人 的には︑環 境 と経 済の折 り
合いをどうつけていくのかが気になって
とＮＰＯの違いに話が及んだ︒
いる﹂ と率直な考えを語った︒この思
■黒板ふきクリーナーも開発
いが︑ 環 境 問 題の根 本 となる社 会や
経済の仕組みを変えようとしている環
境市民への関心へとつながっている︒﹁企
業にも環 境にもよく 思 えるような社
会 をどうつくっていくか︑そんな活 動
にかかわりたい﹂ とこれからの抱負を
語った︒ 企業の感覚をＮＰＯの活動に
ぜひ活かして︑これからも︑持続可能
な社会を一緒につくっていきましょう！
︵文・写真／ニュースレター編集部
有川 真理子︶
﹁ 今 まで︑ 仕 事 ばっか り だったので︑
社 会に役 立つ︑人 とコミュニケーション
をとるような何かをやってみたい﹂ と
今年の３月に京都市の生涯学習プログ
ラムに申し込んだ島村さん︒ その中で
立命館大学と連携した﹁ボランティア
コーディネーター養成講座﹂ を選んだ︒
大 学 生と一緒に︑一年 間︑週に２コマの
授業︑その間３か月間︑ＮＰＯでイン
ターンを経験する︒ 結構ハードな内容
で大変だったのでは？ ﹁大学生と一緒
に机 をならべての授 業は楽しかったし︑
最 近の若い子の考 え方がわかっておも
しろかったですよ︒ 最 近の若い人は明
るいね︒ 心配ごとがないのでは﹂と話す︒
しかし時代は就職難︒やっぱり大変で
はときくと﹁昔は食べるのがせいいっぱ
いだったからね﹂︒ 島村さんの言葉には

デザイン

島村 吉男／杦本 友里／野倉

和久 愛子（五十音順敬称略）
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東 広之
森山 明香
安江 晃子

の経験で、学ぶことばかりでした。そして一番の収

（五十音順）

編集部

編集後記

有川 真理子 久保 友美
伊藤 省二
駒 ゆき香
飯田 康道
島村 吉男
乾 孝史
角出 貴彦
宇治野 未菜 田麦 誠
大槻 達郎
千葉 有紀子
小野 景子
内藤 一樹
風岡 宗人
林 映里
カタンザリッティみどり

編集部に入ってひと月足らず。編集も校正も初めて

目立たないところでも、お力を貸して
くださった方々に、感謝をこめて—。

島村 吉男さん
no.54

家にじっとしているのは苦手。大学に町内

会、会社の相談にと毎日忙しい。
「お母ちゃ
ん」と２人暮らし。

あなたのエコポイントで
あなたのエコポイントで 地域のおまつりのエコ化を応援しよう
地域のおまつりのエコ化を応援しよう ！
！
〜環境市民

エコ地蔵盆プロジェクトへのエコポイント寄付のお願い〜

エコポイント対象家電を買うともらえる
「エコポイント」制
度。
このポイントを環境団体に寄付できる制度がスタートし

環境市民へのエコポイント寄付申請時には、以下の
事業者コードが必要です。【事業者コード】 K138

ました！
環境市民もエコポイント寄付対象団体になっています。

▼環境活動を行っている団体への寄付について

みなさんのお手元にある
「エコポイント」
を、ぜひ環境市

http://eco-points.jp/EP/use/category06/index.html

民に寄付してください！

▼環境市民へのエコポイント寄付方法

いただいたポイントは1ポイント=1円で換算され、
本会が
行っている
「エコ地蔵盆」の活動資金となります。

http://eco-points.jp/EP/use/howto.html

ぜひ皆さんからのご支援とご協力をお願いいたします。

ラジオ番組

エコポイント交換申請方法は以下のページをご参照ください。
ぜひ、みなさんのご支援をお願いいたします！

「環境市民のエコまちライフ」 京都三条ラジオカフェ（79.7MHz）

身近な話題から旬の話題まで環境の視点から情報発信 ●放送時間：毎週月曜午後１:00 から 1:30（再放送は火曜朝７:00 から）
インターネットでの試聴・ダウンロードはこちら→ URL: http://kankyoshiminradio.seesaa.net/

環境市民に
入会しよう！

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 !

会員特典

会費の振込み方法

□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。

111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、
「年会費 + 入会金」をご入金くだ
さい。
（※シニア・学生・助成・特別助成会員は入会金不要）

会費

222ご入金を確認後、最新のニュースレターと会員バッジ、入会記
念としてポストカードをお届けします。

種別
個人会員
ペア会員
シニア・学生会員
ファミリー会員
助成会員
特別助成会員
終身会員
営利法人会員※
非営利法人会員※

年会費
入会金
4,000円
1,000円
6,000円
2,000円
3,000円
ー
8,000円
2,000円
10,000円
ー
50,000円
ー
一括 80,000 円
1口 50,000 円
50,000円
1口 10,000 円
2,000円

（発行）特定非営利活動法人

※※年会費は一口以上

環境市民

寄付をする
住所・氏名・電話番号・寄付金額をご明記の上、下記の振込先
へお振り込みください。

会費・寄付のお振込み先
【郵便振替】 口座番号：01020-7-76578
加入者名：環境市民

（代表）杦本 育生 （発行人）堀 孝弘

押小路通

●環境市民 滋賀事務所

御池通

御幸町通

TEL&FAX：052-521-0095 IP 電話：050-3604-6182
E-mail：tokai@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org /tokai/
〒 451-0062 名古屋市西区花の木 1-12-12 AOI ビル 4 階

麩屋町通

●環境市民 東海事務所

寺町通

E-mail：life@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org
〒 604-0932 京都市中京区寺町通二条下ル呉波ビル 3 階（月から金午前 10:00 から午後 6:00）

京都市役所

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

京都
ホテル
オークラ

地下鉄東西線「京都市役所前」

TEL：077-522-5837 E-mail：cefshiga@kankyoshimin.org
〒 520-0046 大津市長等 2 丁目 9-12 竺 文彦気付

この印刷物は風力発電による自然エネルギーを使用して
大豆油インキで印刷しました。印刷：（有）糺書房

河原町通

TEL：075-211-3521 IP 電話：050-3581-7492 FAX：075-211-3531

二条通
呉波ビル
3F

環境市民

