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古民家で心も満腹

11 月というのに強い日

古民家で心も満腹

差しで日焼けが心配にな
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環境市民で知り合った友

る よ う な 晴 天 の 日 曜 日、
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人に「雑穀好きが集まっ
ては料理をしたり、持ち
寄りパーティーなどを開
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いているサークルに参加
し て み な い？」 と 誘 い を
受け、滋賀県東近江市ま

行事案内
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で行ってきました。
自宅のある大阪からはちょっと遠いけれど、玄米を
常食とし、雑穀入りご飯も大好きな私としては興味
深々。断る理由はありません。会場はその時々で変わ

とれたて

環境市民
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平成 23 年度近畿ブロック環境 NGO・NPO レ
ベルアップ研修
社会を変えるリーダーになろう！／
原子力ポスターコンクール 2012 年度も開催
中止！

グリーンウォッシュをなくそう！
モニター募集

るそうですが、今回はメンバーの自宅。古民家を一部
リフォームした、土間のあるいわゆる田の字作りの一
軒家でした。昼食は参加者各自 1 品を持ち寄り、お
やつはカフェ出店準備中のメンバーによる「練習カ
フェ」。
初めて参加したのに、気が付いたらずっと前からの
友達の家に遊びに来たように飲んで食べて笑っていま
した。「どうしてこんなにリラックスできるんだろう」
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と考えていたら、どうやらこの家がそうさせたような
のです。ふすまを開け放した広い空間は「他人様のお
うちにおじゃましている」という気がねを感じさせま

環境市民寄付キャンペーン
〜認定 NPO をめざして〜
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せん。来客は土間まで入ってくるので、客間にいる家
主さんもみんなと楽しく過ごしながら、近所の人が野
菜をもってきてくれる、宅配が来るといった普段の生

読者交流コーナー
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グリーンな市場をつくる小さなお手伝い 静かな
闘志は燃え続ける／峰松 峻也さん

活への対応も無理なくできます。
野菜を持ってきて、土間で私たちの姿を見かけた近
所の人が一旦自宅にとって帰り「お友達がたくさん来
てるんでしょう？」と手作り味噌を持ってもう一度き
て下さったりということもありました。また庭先には
ハーブやフルーツが育っていて、食べる直前に各自で
摘むことができます。「あ、これにパセリをかけたら
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特集：文明の転換（住宅・経済）
今、求められる「文明の転換」。今回は、住宅と経済の
分野でどのような転換が必要なのかを考えます。

2

みどりのニュースレター No.223

2011 年 12 月号

もっと彩りがよくなるかも！」と思えば、サッと土間
に脱いだ靴を履いて庭へ。香り高い豆サラダがいただ
けました。高い入場料を払ってアミューズメントパー
クにいかなくたって、家でこんなに楽しい。豊かさを
考え直したくなった一日でした。
（文 / ニュースレター編集部

坂部 安希）
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文明の転換：交通の観点から
文/大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリンング専攻 准教授

まちづくりの3つのアプローチ
東日本大震災、台風12号の風水害など特に厄災に見
舞われた1年だった。高速道路無料化をはじめ迷走中

松村 暢彦

を変えていくまちづくりになる。

まちをかえる

だった国土交通計画において、あらためて社会基盤と

このアプローチは、都市活動を円滑に、便利にする

して国家が責任を持って交通基盤の整備をすすめてい

ように公共交通や道路を整備していく方法で、これま

く必要性が示された。ここでは国家レベルの交通はお

では渋滞対策の側面が強かったが、今後は低環境負荷

いておき、ボランティアをはじめ市民の力が改めて示

やまちのにぎわい、インクルーシブな社会※2の実現が

され、復興計画においても地域コミュニティの重要性

より強調されていく。具体的な事例としては富山市の

が指摘されていることを受けて、地域社会における交

トラムを軸とし、都市施設を電停の周りに配置した串

通まちづくりの今後の方向性について考えてみたい。

と団子の都市構造があげられる（写真1）。富山市の

まちづくりは、その地域での豊かな暮らしを持続的

事例は、まちのにぎわいを生み出す都市施設の開発を

にすべての人が実現することを目的としている。「豊

中心部に集中させ、その移動をトラムで担えるように

かな暮らし」といっても、環境負荷が小さなライフス

環状化をはじめサービスの向上に努めている点が興味

タイルの暮らし、歩ける範囲内で日常買い回り品が揃

深い。こうした都市戦略と交通戦略、具体的な都市整

えられる暮らし、地域の人々と関わり合いながらより

備が連動することによって、よりよい方向にまちがか

よい地域を作っていく暮らしなど人によってさまざま

わっていく。

であろう。しかし、根底には自分さえよければよいと
いう利己的な暮らしではなく、他者と関わり合いなが
ら地域を支えていこうとする営みがある。交通まちづ
くりとは、交通という手段を用いてこうした豊かな暮
らしを実現する行為であって、バスやLRT※1を走らせ
ることや公共交通の利用促進そのものに目的があるわ
けではない。
まちづくりの方向性としては、
・まちをかえる
・私とまちの関わり合いをかえる
・私たちとまちの関わり合いをかえる
という3つのアプローチをあげることができる。「ま
ちをかえる」とはこれまで行政が主に担ってきたアプ
ローチで、文字通りまちの構造や社会基盤を変えてい

私とまちの関わり合いをかえる

くまちづくりである。二つ目の「私とまちの関わりを

自分のまちへの意識を少し変えて、日常生活を少し

かえる」とは、市民一人ひとりが自分とまちとの関係

他者や地域にとってよいと思われる行動に変えること

性を再構築していくことによるまちづくりであり、最

によってまちが変わっていくことも十分にあり得る。

後の「私たちとまちの関わり合いをかえる」とは、一

自分の行動とまちとの関係、他者との関係を考えて無

人の取り組みではなく、同じような認識を持った人た

理のない範囲内でこころみることが必要になる。たと

ちや組織がつながることによってまちとの関わり合い

えば、クルマを控えるきっかけは何でもかまわない。
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環境によくないということでも、自分が年をとったと

ベントで、「いかに面白いもの、楽しいことに出会っ

きにバスが必要だからでも、お金がもったいないで

て、枚方での暮らしが楽しいと気づくか」という理念

も、ダイエットのためにでも何でもよい。実際にクル

をコアメンバー間で共有しつつ、2005年以降継続的に

マのかわりにバスに乗ってみたら、いろいろ体験でき

実施している。スタンプポイントは、美味しいレスト

るかも知れない。バス停に行く間に近所の人と挨拶を

ランやお店、桜がきれいな公園や神社、大きな工場、

したり、知らないおじいさんに席をゆずってすがすが

芋掘りができる畑など多彩に用意し、その時のテーマ

しい気分になるかもしれないし、前の席に座ってい

に応じたポイントを設定している。こうしたスタンプ

る親子のユニークな会話が聞こえてきたりするかもし

ポイントでは歴史や観光のボランティアガイドの方に

れない。一つ一つは小さくても、自分が他者と関係し

説明をお願いしたり、工場では企業で製作されたミニ

合って生きている実感はこうした小さな生活体験に

カーを配布して頂いたり、芋掘りでは地元で無農薬農

よって築きあげられる。このような他者との関係性の

業を実践されている農家の方にあらかじめお願いして

構築の楽しさをとらえることができる心が、私たちと

サツマイモを栽培していただいたりするなど、自然と

まちの関わりを変えるアプローチに必要不可欠な共感

多様な人々と連携が生まれている。通常、バスや鉄道

の源泉となる。このアプローチを交通政策として具体

は環境にやさしい点ばかりアピールすることがもっぱ

化したのが、モビリティ・マネジメントである。これ

らであるが、この事例では交通がもつ「つなぐ」とい

までのモビリティ・マネジメントは、クルマから公共

う機能に着目し、地域のいろいろな場所と場所をつな

交通機関への転換が注目されてきたが、これからは公

いだり、人と人をつないだりする機能を重視してい

共交通機関を使った暮らしの上記のような多面的な効

る。

果が強調されるべきであろう。

おわりに
私たちとまちの関わり合いをかえる

「まちをかえる」取り組みの原動力は権力と資金で

自分だけではなく同じ意識を共有した人や組織が集

ある一方で、「私とまちの関わり合いをかえる」「私

まって行動し、働きかけることによってまちは劇的に

たちとまちの関わりをかえる」は会釈や視線など非言

変わっていく。特に交通は公共空間で営まれる行為で

語的な部分も含めた言葉によって生み出される共感が

あることから、市民だけではなく行政や交通事業者等

原動力である点が最も異なる点である。他の人から強

と連携することが重要になる。こうした活動のなかか

制されて行う活動ではなく、自ら進んで行う、自発性

ら、ＮＰＯ法人ひらかた環境ネットワーク会議、枚方

にもとづいた活動であるがゆえに、いかに共感でつな

市役所、京阪電鉄、京阪バス等が中心になって実施し

がることができるかが重要になる。国富論で有名なア

ているイベント、バスのってスタンプラリーを紹介し

ダム・スミスも道徳感情論において、自分にとって得

よう（写真2）。このイベントは、大阪府枚方市域を

になるかどうかの道具的合理性だけで人間は判断する
のではなく、他者への共感をもとにした、よき判断を
行う重要性を述べている。共感によって育まれた人と
人とのネットワークの「見えうる手」は、よき社会を
形成していくときの重要な要素になる。このような
「私とまちの関わり合いをかえる」「私たちとまちの
関わりをかえる」アプローチは、今度ますます重要に
なっていくべきであろう。

※※※※ LRT（Light Right Transitの略）次世代型路面電車
システム。

フィールドとして、バスタウンマップを使って市内の
地域資源をバスや徒歩でまわってスタンプを集めるイ
4
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※※※※ 高齢者や障害者などを含む多様で多数の地域住宅
を巻き込んで支え合う社会。

「今こそ文明の転換を

教育の観点から」

「3.11」から生き残る教育

代表

西村 仁志

特集：文明の転換〜交通・教育の観点から〜

文/本会理事・環境共育事務所カラーズ

一方で、宮城県石巻市の大川小学校では、地震発生
後から津波が来るまで50分もあったのにも関わらず、

今回の津波で大きな被害を受けた東北沿岸部にこ

教員たちが避難先を決めるのに時間がかかり、途中で

れまで3度、現地の支援活動にボランティアとして参

津波にのまれて全校生徒108人中、7割にあたる68人の

加しています。初めて訪れたのは4月30日のことでし

子どもたちが亡くなっています。海から5キロも離れ

た。沿岸の街は高さ10数メートルの津波に襲われ、街

ており、「まさか、ここまでは来ないだろう」という

中の建物は壊滅的な被害を受け、一部の鉄筋の建物を

想定をしてしまったのではないか。油断をしてしまっ

除いて、跡形もなく流されていました。訪れた宮城県

たのではないかと想像します。他の地域での津波被害

気仙沼市や岩手県大槌町では火災も発生し、焼け焦げ

状況をみていても「そんなたいへんな事態は起こるわ

た地域はまさに戦場のような状況で、悪魔の手によっ

けないから大丈夫」とか、「みんながやっているんだ

て踏みつぶされたような光景が、現実のものとして目

から、同じようにしていれば大丈夫」という「根拠の

の前に広がっていること自体が信じがたい状況でし

ない思い込み」が仇になってしまったケースが数多く

た。私たち人間にふだんは多くの恵みを与えてくれて

あります。

いる自然が、ひとたび猛威をふるうと、人間の創り出

そして今回の震災の事態をさらに深刻化したのが東

したものなどひとたまりもないということを、あらた

京電力福島第一原子力発電所の事故にともなう、大量

めて思い知ることとなりました。

かつ広範囲にわたる放射性物質の拡散です。これは今
後数十年、あるいは何世代にもわたる健康被害をもた
らすことが予想されます。汚染されていることが、一
見しただけではわからない、まさに「沈黙の春」が別
のかたちとなって現出したと言わざるを得ません。子
どもたちは野外の自然の中で安心して駆けまわる自由
が許されるべきですし、また先祖伝来の田畑、海で農
や漁の営みを続けることができないというのは、北海
道から琉球にいたる小さな列島弧に生きる私たちの
「いのちの危機」といえるでしょう。
こうした中で、避難行動もそうですし、反原発や脱

宮城県南三陸町小泉地区（2011 年 7 月 29 日）
（撮影：西村 仁志）

原発運動もそうだと思いますが、予防原則に基づく行
動を、自らの判断で行うことが重要になってきます。

これらの地域では地震や津波の直前までは、変わる

そして、子どもたち自身がそのような行動が取れるこ

ことのない日常の暮らしがあり、子どもたちも学校に

とが、教育の成果でもあることは先述の釜石東中の事

登校してちょうど下校時間や放課後の時間にかかろう

例からも明らかだといえます。

かというタイミングでした。岩手県の釜石市では、
釜石東中学校の生徒222人が、隣接する鵜住居小学校
の児童361人の手を引いて高台に駆け上がり、全員が

「3.11」以降の時代をつくる教育とは

助かりました。年間に10数時間を津波の防災学習に

3月11日以降に社会に向けて発表される文章は、変

あて、生徒たち自身が避難計画をつくってきたという

わらざるを得なくなりました。世の中の書き手が書く

取り組みの成果です。彼ら自身が 「１．想定にとら

ものも、私が書く文章もです。また研究や論文も変わ

われない。２．最善を尽くす。３．率先避難者にな

らざるを得なくなりました。夏に環境教育のセミナー

る。」という「避難三原則」を理解して、実践ができ

で出会った福島大学大学院の学生は3月まで福島県飯

たわけです。

舘村をフィールドにしてグリーンツーリズムについて
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の研究を行なっていました。彼の研究も方向転換をせ
ざるを得なくなりました。

「環境持続性」に加え「社会的公正」を

池澤夏樹（作家）は著書「新世紀にようこそ」（光

そしてさらに新しい世紀をひらく教育のあり方を考

文社）で、2001年9月11日の「米・同時多発テロ」の

えるにあたって、井上有一（京都精華大学・環境思

事態をうけて、「結局のところ人間はこういう形でし

想）の論考を参考にしたいと思います。井上は「環境

か新世紀に入ることが出来なかった」と書いていま

世界論−エコロジーを越えて」（『岩波講座 哲学 08

す。「ポスト9.11」から「ポスト3.11」へと時代は変

生命／環境の哲学』岩波書店）の中で、未来の持続可

わり、さらに次の新しい世紀に入ったのです。ようや

能な社会に向けた人類全体の課題を1992 年のブラジ

く「本当の21世紀」がここから始まるのだと思いま

ル・リオデジャネイロの「地球サミット」に並行して

す。

行われた「グローバル・フォーラム」において世界中

原子栄一郎（東京学芸大学・環境教育）は、20世紀

から市民セクターの代表者によって纏められた合意文

を支えてきた時代のパラダイムが「産業」であり、そ

書「NGOオルタナティブ条約」から読み取ろうとし

して21世紀を支えるべき時代のパラダイムが「環境」

ています。これはとくに発展途上国の市民セクター代

であるとしています。そして「環境の世紀」を生きる

表者からの主張であり、社会正義や政治的自由、そし

にふさわしい人間をつくるための教育が「環境教育」

て分配の衡平といった必要に基づくものです。

であり、その一方で20世紀の「産業の時代」を支えて

井上はこの文書の特徴は「社会の根底からの構造

きた教育の真の姿は「産業教育」であったと結論づけ

的変革に向けた展望」が示されていることと、そし

ています。つまり産業社会を支える人材を効率よく養

て「持続可能性＝Sustainability」と並んで「公正＝

成する教育を私たちは「（何の接頭辞も付かない）教

fair」という言葉が繰り返し現れることだといいま

育」であると信じて受けてきたわけです。こうして

す。そして人類全体の究極的な目標は「地球に住むひ

「新しい世紀—本当の21世紀」を真の「環境の世紀」

とりひとりの人間すべてが、生活を破壊されることな

とするためにはまさしく、その時代を支えるにふさわ

く、満足して幸福に生きていけることの達成」である

しい新しいパラダイムによる教育が求められることと

こと、そして「まず守られるものとして人間の生活が

なります。この「新しい教育」は「環境教育」やこれ

あり、これを支える社会が持続可能であること。そし

を広義に再定義したとされる「持続可能な開発のため

てこれを支える環境が持続可能であることが求められ

の教育—Education for Sustainable Development=E.

ている」とし、「環境持続性」とならんで「社会にお

S.D.」であり、これがいままでの「（産業）教育」に

ける公正」が不可欠であると指摘しています。

取って代わる必要があるわけです。

こうして、井上のいう「民主的な手続きのもとに、
科学的な裏付けのある合理的選択を現実のものにして
いこうとする広い意味での政治的取り組み」 、そし
て「『共生』や『連帯』といった対等の関係をささえ
る感性や心情を取り組みの基盤にしていこうという姿
勢」が未来の社会をつくる教育を支える基盤として非
常に重要な要素であると、私は考えています。残念な
がら日本の学校教育は未だに産業社会時代からの旧い
システムをひきずったままですが、市民が様々な「学
び舎（まなびや）」をつくり、未来をつくるための教
育活動を展開していくことで、希望の戦略を描いてい

環境市民では環境教育にたずさわる人材を育成する講座や
研修を各種行っている
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くことができるでしょう。

ミニ特集：持続可能な社会と政治

福

島第一原子力発電所の事故以降、エネルギー政策だけにとどま
らず国の仕組み作りを司る政治全般への関心が高まっていま

す。また、イタリアで行われた原発の是非を問う国民投票や北欧・
ドイツなどで普及している再生可能エネルギーの政策を知るにつ
け、日本の政治にはもっと根本的な変革が必要なのではと思わずに
はいられません。3.11の事故を受けて来日したドイツ緑の党連邦議
会議員であり核・エネルギー担当スポークスパーソンのジルビア・
コッティング＝ウールさんは「日本のエネルギーシフトに足りない
（左） みどりの未来 松本なみほさん URL http://
greens.gr.jp（右）みどり京都 杉山廣行さん URL
http://greens-kyoto.jimdo.com

要素は資源ではなく政治的意思だ」と語っています。
そこで、日本に緑の党をつくることをめざして活動している団体
みどりの未来の松本なみほさんとみどり京都の杉山廣行さんに、持

（文／ニュースレター編集部 坂部 安希）

続可能な社会を実現するために私たち市民ができる政治との関わり
方についてお話をうかがいました。

みどりの党とは？
Q1QQ そもそもみどりの党とはどのような組織なので

Q2QQ みどりの党はどの国でどのように誕生したので

しょうか。
A1QQ

一言でいうと「経済成長しなくても豊かに暮

すか。
A2QQ

国が違えば政党というものの規定も違うの

らせる、スロー・スモール・シンプルな社会」

で、厳密にいうと難しいのですが、最初に産声

を目指す政党ということになります。「脱経済

をあげたのはオーストラリアだとされていま

成長至上主義」と言ってもいいかもしれませ

す。タスマニア州の森林伐採に反対し、伐採さ

ん。お金儲けだけが何よりも優先される社会で

れる木の上に自ら居座って開発を阻止しようと

はなく、環境や命が大切にされる社会を実現す

した活動家らが緑の党として連邦議会選挙に臨

るために政治的手段を用いてやっていこうとい

みました。ヨーロッパではイギリスやドイツが

う集団です。緑の党という名前から環境のこと

先駆けですね。ドイツではシュバルツバルトと

だけを考えている政党と誤解されがちですが、

呼ばれる森が酸性雨によって被害を受けたのを

そうではなく、環境問題を作ってしまってきた

機に、国政レベルでの産業の転換を求めて市民

社会の在り方そのものを見直そうとしているの

環境活動家が立ち上がったのです。酸性雨を引

です。（松本さん）

き起こす原因は産業にありましたからね。どち
らも市民運動の中で生まれた「市民が参加しな

世界約90か国の緑の党が加盟するグローバ

いと政治を変えることはできない」という思い

ル・グリーンズという世界のネットワークがあ

から始まっています。（松本さん・杉山さん）

るのですが、憲章として定められた①エコロジ
カルな知恵②社会正義③参加型民主主義④非暴

Q3QQ 国を超えたみどりの党同士のつながりはあるの

力⑤持続可能性⑥多様性の尊重の６つの理念と
合致した活動をしている団体でなければ加盟す
ることができません。みどりの党は究極の民主
主義を実践しようとしている組織と言ってもい
いでしょう。（杉山さん）

ですか。
A3QQ

日本がウランを輸入している国のおよそ8割
に緑の党が存在しています。（表１）
オーストラリア緑の党とはすでに共同決議を挙
げているのですが、輸出・輸入両方の国の緑の
党が連携し（表２）それぞれ自国の国政に働き
かけることによって脱原発を進めていきます。
これは世界に広がる緑の党だからこそできるこ
とです。
みどりのニュースレター No.223
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（表 1）

QQQQ 現在、日本にみどりの党がないのはなぜでしょ
うか。
AAAA

ジルビアさんは戦後の在り方の違いが影響し
ているのではないかと言っています。ドイツ
は合法的に国家元首となったヒトラーが第二次
世界大戦を起こしたことについて国民自らがこ
れまでの政治やジャーナリズムに対する態度・
考え方についてしっかりと見直し、結果自己批
判の精神を身につけた。一方日本は戦後アメリ
カに統治されたため、そういった土壌ができな
かったのではないかと分析しています。（松本
さん）

（表 2）

QQQQ 2013年に日本でもみどりの党が結成されるそ
うですね。
AAAA

2013年の参議院選挙にみどりの未来から立候
補者を立てることは決めましたが、どのよう
な政党名にするのかについてはまだ決まってい
ません。またみどりの未来は日本にみどりの党
をつくることを目的に結成された組織なので、
目的達成後の運営をどうするのかといったこと
なども含めて来年2月の総会で決定することに
なっています。みどりの未来は発展的に解散と

作表

みどりの未来

いうことになるかもしれません。（松本さん）

松本 なみほ

パラダイムシフトと政治
て循環させていく。そのためには利益の分配の

QQQQ 3.11後の政治におけるパラダイムシフトをどの

方法を変えることが必要です。（杉山さん）

ように捉えていますか。
AAAA

3.11後も政治におけるパラダイムシフトはお
こっていないと感じています。原発依存社会

QQQQ 私たち市民が日々の生活のなかで、投票するこ
と以外に政治に関わっていく方法はあるので

を作った自民党に対抗して出てきた民主党なの

しょうか。

に、原発の再稼働を進めようとしていますよ
ね。3.11によって私たちは今までどんなエネル

AAAA

ぜひお勧めしたい方法があります。みなさん

ギーを使ってきたのか、よく分かったと思いま

の住んでいる地域の国会議員に秘書を通じて

す。エネルギーのあり方について国民自身が考

アポイントを取り、直接会って話を聞くことで

え、自分たちで変えて行くことができたら、日

す。国会議員は普段地元にはいませんが、週末

本は本当の民主主義の国になれると思います。

は国政報告会など集会ために帰ってきていま

（松本さん）

す。そこへは投票した人だけではなく誰もが自
由に行って話を聞くことができますので、所属

共産党・社民党も脱原発を明言しています

する党の方針に対しての考えや、普段どういっ

が、経済政策は緑の党が目指す形と大きく違っ

た仕事をしているのか、何を大切に思い活動し

ています。このまま経済成長を続けていけば、

ているのかなど、なんでも直接質問してみてく

やがて資源は枯渇し環境が破壊されます。利益

ださい。地元の有権者は国会議員にとって実は

を拡大させることで配分を増やすのではなく、

一番怖い存在なんです。なんといっても、自分

限りある資源を持続可能な社会システムによっ

の当落を決める一票を持っていますからね。
（松本さん）
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環境市民の京都事務局は、今年の 11 月末から、現在の場
所から少し西へ、オフィスの場所が変わります。さらに活

二条通

環境市民

いオフィスはあらためてご紹介いたします。

御池通

12

月

京 環境市民

河原町通

第二ふや町ビル 405 号室

京都市役所

京都
御池中

※電話番号、FAX 番号は変わりません。アクセス方法も現在と
変わりません。

行事案内

京都市
消防局

白山神社

京都市中京区麩屋町通ニ条下る

尾張町 225 番地

旧事務所

押小路通

新しい住所

〒 604-0934

環境市民

寺町通

たい、と現在新オフィスのレイアウトを構想中です。新し

御幸町通

活動をしたり、情報収集したりしやすいスペースもつくり

新事務所

麩屋町通

富小路通

動を活発化できるよう、会員のみなさんやボランティアが

地下鉄
京都市役所前

東 環境市民東海

滋 環境市民滋賀

京 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。環境市民の事務所ってどんなところ？ どん
な活動しているの？ などいろんな質問にもお答えしま
す。ぜひお気軽にご参加くださいね！
＊とき：12 月 27 日（火）午後 2:00 から午後 7:00 頃ま
で＊ところ：環境市民京都事務所 ※ 11 月より事務所
を引っ越しています。いつもの場所ではないのでご注意
を。新しい事務所の場所は引っ越し案内のコーナーで。
備考：予定時間を過ぎて来られる場合は、ご連絡ください。

京 ラジオチームミーティング
京都三条ラジオカフェの「エコまちライフ」を担当する
ラジオチームのミーティングを行います。ラジオや番組
制作に関心のある方は、ぜひお越しください。
＊とき：12 月 1 日（木）午後 3:00 から 5:00
12 月 21 日（水）午後から時間未定
＊ところ：環境市民京都事務所

新入会／寄付（10 月 1 日から 11 月 30 日まで）
〈新入会〉細尾 佐恵子／安田 朋代
〈寄付〉榊原 昭裕／榊原 知佐恵／楠 正吉／山岡 芙美
子 NPO 法人 KES 環境機構／国際ソロプチミスト京都
みやこ

3 月 11 日に起きた原発事故によって原発の安全
神話が崩れました。今回、福島原発事故の取材、そ
して原発の問題についてつくられたドキュメンタ
リー映画、それが「バベルの塔～続 24000 年の方舟」
です。環境市民も映画の一部で登場しています。
より多くの人に、原発の問題を知ってもらうため、
この映画の上映会を来年 2 月頃に開催することにし
ました。そこで、一緒にこの映画の上映会を行うメ
ンバーを募集します。特に学生や若い人に関心をもっ
てもらいたい、企画に携わってもらいたいと考えて
おります。より多くの人に原発問題を知ってほしい、
多くの人に伝えたい！と思っているみなさん。ぜひ
私たちと一緒に上映会を開催しましょう！関心のあ
る方はお気軽に環境市民までお問い合わせください。

細尾Q佐恵子さんQ
（京都市在住）10月20日入会

「脱原発」
「CO ₂削減」は当然として、国を支える産業
とどう両立させればいいのか？ と考えると、どうして
も答えが出せずにいつも苦悩しています。それでも打開
策を探すために、今後何歳になっても勉強は怠らないつ
もりです。まずは、世間に飛び交う情報をしっかり理解・
整理しつつ、環境市民で私にできることを模索したいと
思います。
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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

平成 23 年度近畿ブロック
環境 NGO・NPO レベルアップ研修

社会を変えるリーダーになろう！
10月29日（土）30日（日）、11月12日（土）13日（日）の4日間
にわたって、連続講座「平成23年度近畿ブロック環境NGO・NPO
レベルアップ研修」（主催：独立行政法人環境再生保全機構 地球
環境基金/企画・運営：NPO法人環境市民）が、京都私学会館（京
都市中京区）にて開催されました。
転換点に立つ今の日本には、NGO・NPOの存在は社会的影響力
のある存在です。そのようなNGO・NPOにもとめられるリーダー
シップについて考え、リーダーに求められる素養や知識などを学び
実践への準備をするための機会を与えることが目的でした。

●どのような社会を実現したいのか？

●自分の団体のポテンシャルは？

NPO法人環境エネルギー政策研究所所長の飯

社会福祉法人大阪ボランティア協会常務理事の

田哲也さんをお招きし、環境NGOの活動事例と

早瀬昇さんと一般財団法人ダイバーシティ研究所

リーダーの役割について、自身が所長をしておら

代表理事の田村太郎さんをお招きし、環境分野と

れる環境エネルギー政策研究所の例に照らして話

は異なる他分野のNPOの活動事例について語っ

していただきました。

ていただきました。

次に、自分はどのようなビジョンとミッション

ワークショップでは、自分と団体のポテンシャ

を持ち、将来どのような社会を実現したいのかを

ルやネットワークについてあらためて考えまし

ペアで話し合うワークショップを行いました。代

た。代表理事の杦本からは、いかにすれば社会的

表理事の杦本からは、ビジョンとミッション−聴

影響力を高めることができるのか、そのためには

く力、伝える力−というテーマで、環境市民はど

パートナーシップが非常に重要であるという解説

のようなビジョンを持っているのかからはじま

がありました。他にも、自分や自分の団体は誰

り、NGO・NPOのリーダーには聴く力、眺める

から何によって評価されるべきか考えるワーク

力、表現する力が必要であるという解説や、環境

ショップがあり、代表理事の杦本からどのように

NGOの活動例とリーダーの役割として、環境市

活動評価の基軸をつくるかという話がありまし

民のこれまでの活動について、どうしてそのよう

た。

な活動ができたのかなどを含めた解説を行いまし
た。その後の、ワークショップでは、まず自分は

●リーダーシップのあり方とは？

どのようなことを問題ととらえているかを挙げ、

くらしを見つめる会代表の内田洋子さんをお招

それをどのように活動とするのかを考えました。

きし、内田さんのこれまでの活動からリーダーの

最後に、代表理事の杦本から、パラダイムシフ
ト−問題と課題−について、リーダーに求められ
る行動について話がありました。

役割について話していただきました。
また、代表の杦本からは時間と資源の使い方を
テーマに、限られた中で有効に利用していくため
には自己管理が大切だという解説やリーダーシッ
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プとマネジメントの考え方や行動の違いについて

くワークショップを中心に行いました。自分が

解説がありました。

描く夢や社会について、そして、そのために

ワークショップでは、団体と活動の役割分担と

どのような行動をいつするのかというロード

して、リーダーはどのようにキャスティングを

マップを発表し、グループで意見を出し合いま

行っていくべきかグループになって話し合いまし

した。自分のミッションやビジョンについて語

た。

り、他の人から意見をもらうという活動は多く
の参加者にとってなかなかない貴重な経験に

●個人と団体のミッションを描く

なったようでした。

講座の最終日、個人と団体のミッションを描

（文/ニュースレター編集部

原子力ポスターコンクール
原子力ポスターコンクールは、1993年から文部
科学省、資源エネルギー庁が、「原子力や放射線

武田 麻里）

2012 年度も開催中止！
決まっていましたが、来年度以降の動向が注目さ
れていました。

についての理解と認識を深める」ことを目的とし

そして、このほど、来年度（2012年度）の概算

て毎年、実施してきたものです。国が長年進めて

要求が発表され、その中に原子力ポスターコン

きた、原子力は必要不可欠で安全だという国民へ

クールは計上されていませんでした。※

の宣伝「教育」施策のひとつであったと考えられ

文部科学賞、資源エネルギー庁に確認を入れた
ところ、2012年度についても、原子力ポスターコ

ます。
７月６日（水）、原子力ポスターコンクールの
永久中止を求める署名の呼びかけ団体・個人が文

ンクールの開催はされない、との回答を得ること
ができました。

部科学省内にて下記部署と会合を持ち、4月～5月

しかしながら、今後また、内容や形式を変えな

末にかけて集まったオンライン等の署名12,671筆

がら、原子力推進教育が行われるかわかりませ

を提出しました。

ん。今後も、ぜひ注視していきましょう。

すでに、 2010年度については、今回の福島第
一原子力発電所の事故をふまえ、中止することが

署名サイト

※※参考：2010年度ベースで4600万円の予算が組まれ
ていました。

http://i-wind.jp/stop_nuke/

呼びかけ団体・個人（順不同）
団体：
NPO 法人環境市民、国際環境 NGO FoEJapan
個人：
杦本育生（NPO 法人環境市民理事）

宮北隆志（NPO 環境ネットワークくまもと代表理事）

羽田野晃弘（xChange 理事・事務局長）

岡本佳美（株式会社アム代表取締役）

丹羽順子（環境ジャーナリスト）

野田治美（NPO 法人 BeGoodCafe 理事）

星川淳（作家・翻訳家）

木村輝一郎（映像ディレクター /abovo）

四宮成晴（NPO 法人土佐の森・救援隊理事）

飯田哲也（NPO 法人環境エネルギー政策研究所所長）

藤野完二（環境カウンセラー）

槌田劭（NPO 法人使い捨て時代を考える会相談役）

内田洋子（くらしを見つめる会）

山田岳（ただすのもり環境学習研究所）
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自宅でテレビを見ながら、新聞・雑誌を読みながら、
スーパーやコンビニで買い物をしながらできる環境市民活動 !?

グリーンウォッシュをなくそう！モニター募集
グリーンウォッシュと思われる広告をしらせてください

最近みなさんが見た、エコや環境にいいと訴える

環境問題をなんとかしたい、環境情報を出してい

製品のCMや広告、製品の表示で、「変だな？ これ

きたい、という企業の姿勢は大事ですが、誇大な伝

は本当に環境配慮なのかな？」と疑問思った広告は

え方や間違った伝え方をしてしまうと環境への関心

ありませんか？

の高い消費者の信頼を失い、環境負荷が少ないもの

「地球にやさしい○○」「CO₂をが少ない○○○

を選ぼうという消費者を減らすことにもなりかねま
せん。

製品、新発売」などなど……
最近、「エコ製品」のCMや広告は毎日、テレ

そこで、最近みなさんが見た、「エコ製品」に
関する製品のCM、広告、パッケージ表示、ウェブ

ビ、新聞などなどで目にします。
しかし、「ほんとにエコ？」と思うものや、一面

サイトで表示等で「これはほんとかな？」「これ

だけをとらえて「全ての環境負荷が下がる」といっ

はちょっと伝え方がまずいんじゃないかなあ?」と

た誤解を与えるような伝え方をしているものもあり

思った広告、表示を環境市民に知らせてください。
「グリーンウォッシュ」をなくし、本当に経済を

ます。
このように、上辺だけの情報を伝えて、環境配慮

環境に大切にしたもの、生活をエコでより良いもの

をしているかのように見せかけ商品価値をあげるこ

にするために、みなさんのお力を貸してください！

とは「グリーンウォッシュ」と呼ばれています。
【活動の趣旨と活動内容】…… 本プロジェクトでは、グリーンウォッシュをなくし、グリーン購入を促進、持続
可能な社会をつくるため、適切な環境表示を促すための社会的制度をつくります。また、消費者の、製品情報を見
極める力を高めるための働きかけを行います。

＊応募方法＊
モニターは、趣旨に関心がある方であればどなたでもなれます。
モニターになりたい方は１）お名前 ２）連絡先電話番号 ３）お住まい（都道府県のみ）４）連絡先
メールアドレス を書いてgreen@kankyoshiminQorgまで送ってください。

★グリーンウォッシュと思われる情報募集………………………………………………………………………………
グリーンウォッシュと思われる情報をよせてください。モニターならない方でも、身の回りでグ
リーンウォッシュではないか、と思われる情報がありましたら、以下のフォーマットを活用し、
green@kankyoshiminQorgまたはFAXQ0QQ-211-3Q31に送ってください。
▼返信フォーマット
お名前：
1）Qどこの会社の表示・広告ですか：

1） どこの会社の表示・広告ですか：ハナ洗剤株式会社

2）Qどんな商品の表示・広告ですか：

2） どんな商品の表示・広告ですか：洗剤

3）Qどの媒体で見ましたか：テレビ/ラジオ/イン
ターネット/街頭の表示/製品パッケージ/雑誌/
本/その他（具体的に：）
Q）Qどんな表示・広告ですか（簡単に）：

3） どの媒体で見ましたか：テレビ

Q）Qどこが変だな？と思いましたか？：

5） どこが変だな？と思いましたか？： 植物性のもの
から洗剤をつくったということをPRしているものら
しいのですが、洗剤が流れた後に、花が咲いたり、
生きものが増えたりすることはないと思うのです
が???

Q）Q連絡先（メールまたは電話）：
Q）Q（可能であれば）広告や商品パッケージの写真
※ いただいた連絡先は、この件以外に使用することはあり
ません。内容の確認のために連絡をすることがあるかも
しれませんのでできる限り、連絡先をご記入ください。
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参考：記入例
お名前（ペンネームOK）：山海太郎
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4） どんな表示・広告ですか（簡単に）：使うと、排水
溝から川までの間にさまざまな花が咲いたり、たく
さんの生きものが表れるテレビ広告。

100人

めざせ
地域から持続可能な社会づくりを加速させよう！

N

（11月末現在
約30人）

POに寄付した際に、税額控除される

かかげ、グリーンコンシューマー活動、環境

「認定NPO」の基準の見直しを含む、

首都コンテスト活動をはじめ、自治体や企業

新寄付税制関連法案が見直されました。こ

との協働事業、環境のまちづくり、環境教育

れまでは、認定NPOになるための基準が厳

など多岐にわたる活動を行い、成果をあげて

しく狭いため、環境市民をはじめほとんどの

きました。今後は、中期目標にもかかげてい

NPO法人は該当しませんでした。

る通り、地域の具体的な活動から、国の政策

これにより「直近2年度間に、3,000円以上

転換にも影響を与えるNGOをめざします。

の寄付者が年平均100人を超えること」とい
う新条件を満たせば、認定NPOになれる可

そこで、環境市民は、みなさんからのご寄

能性がでてきました。（他にも情報公開など

付を力に、財政基盤をしっかりとさせていき

の基準がありますが、環境市民は合致してい

たいと思います。つきましては、趣旨をご理

ます）

解いただき、皆様からのご寄付をよろしくお
願いいたします。また皆様のご友人、お知り

1992年に設立以来、環境市民では持続可能
で豊かな社会をつくることをビジョンとして

合いにも呼びかけてくだされば、大変ありが
たく思います。

寄付の方法
• 3000円以上の金額を、以下の口座にお振込みください。
• 「認定NPO」への申請準備のため、寄付をしてくださった方の把握が必要になるかもし
れません。お手数ですが払込書のご依頼人欄にお名前・ご連絡先を必ずご記入下さい。
• 寄付の対象は、当会の事業全体、もしくは、個別の事業をご指定いただくことも可能で
す。指定される場合は払込書にご記入ください。
例：自治体の環境施策をすすめるプロジェクト
企業のCSRをすすめるプロジェクト
お祭りの エコ化をすすめるエコ地蔵盆
ウェブサイトやニュースレター、ラジオを通した環境情報発信活動
環境教育プロジェクト

振込み先☞【郵便振替】口座番号:01020-Q-QQQQ8Q加入者名：環境市民

問合せ：NPO法人環境市民 TEL：075-211-3521 / FAX：075-211-3531
〒604-0932 京都市中京区寺町通り二条下る 呉波ビル3階
E-mail：life@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org
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読者×読者、
読者×環境市民をつなぐ

持続的社会を目ざして活動する仲間たちです

特定非営利活動法人
ご か ん せ い か つ

五環生活
身体を使った五感＋環境＋暮ら
しをコンセプトとしたライフスタ
イルを提案、後世につなげたい暮
らしの作法を広く社会に定着させ
ることを目的とし、滋賀県彦根市
で 2006 年 7 月から活動しています。

ご当地キャラを乗せて観光客
にアピールする「キャラタク」
など、さまざまな人々とのか
かわりを生んでいます（写真）。
2Q 輪の国びわ湖事業

ヘルシー＆エコロジーな自
転車を活用する「輪の国」滋
賀を目標に、複数の団体で設
立した「輪の国びわ湖推進協
議会」に参加しています。参
加団体（環境市民も参加していま 「五環ワークショップ」など人と
●主な事業……
す）の方と一緒に、ビワイチ（琵 情報が交わる交流の場を提供して
1Q 自転車タクシー事業
琶湖一周）認定書とステッカーの います。NPO と地元住民の方々
彦根市内を中心に、町並みに合
発行、レンタサイクル事業、サイ が協働し、楽しみながら持続可能
う オ リ ジ ナ ル の 和 製 車 体「 リ キ
クリングツアーの実施など、自転 なライフスタイルと、幸福度の高
シャ」を使った地球に優しい自転
いコミュニティを創出しています。
車普及に取り組んでいます。
車タクシーを運行。観光客をご案
（文 / 五環生活 事務局 八木 むつみ）
内するほか、高齢者など交通弱者 3Q 五環カフェ / ワークショップ事業
の移動支援を行う「福祉輪タク」、 「まっくらカフェ」「五環夜話」

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。

『バベルの塔〜続 24000 年の方舟』

未だにまったく収束する気配のない福島第一原発。3
月 11 日の原発事故は、原発の安全神話を根底から覆し
ました。それだけではなく、原発は動かし続ける限り、
何百万年も管理し続けなくてはいけない「核廃棄物」
を排出し続けるというやっかいなものです。
福島原発事故、そして放射性廃棄物をはじめとする
原発の問題を扱ったドキュメンタリー映画が、「バベルの塔～続 24000 年の方舟」
です。監督である髙垣博也さん（京都在住）は、原発の危険性を指摘されている、
安斎育郎先生、小出裕章先生、深尾正之先生に取材をしています。
放射能はどう危険か？

内部被曝のことなどについても触れています。環境市

民が震災直後から京都三条ラジオカフェと共同で行った緊急特番も紹介されてい
ます。
放射能汚染が深刻な福島の 20 キロ圏内の放射能警戒地域の映像もあります。真
実を知ることはショックではありますが、それは必要なことだと思います。知ら
（文 / ニュースレター編集部

千葉 有紀子）
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イラスト

されない今の状態こそが異常だということを私たちは知るべきなのです。

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︒

監督：髙垣博也
出演：安斎育郎（工学博士 / 安斎科学平和事務所）、小出裕章（京都大学
原子炉実験所助教）、深尾正之（工学博士 / 元静岡大学教授）青森・六ヶ
所村の皆さん、福島県の皆さん
製作：ドキュメンタリー映画『バベルの塔』製作委員会

峰松少年が体験した衝撃事件
現 在︑ 京 都 グ リ ー ン 購 入 ネ ッ ト
ワークでインターン活動に励む峰松
峻也さん︒ご出身は瀬戸内海に浮か
ぶ因島︒自然豊かな環境の元︑高校

す﹂︒と峰松さんは言います︒

ス﹄というような狭い視野で物事を

たが︑しかし︑その瞳の奥には循環

終始柔らかな物腰で話をしていまし

就きたいとも語ってくれた峰松さん︒

燃え続けていくことでしょ

う︒

︵文／ニュースレター編集部

石田 浩基 ︶
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月よりグリーンウォッ

考えているような今の社会にずっと

し︑ＰＲ用ウェブサイトの修正や更

型社会に対する熱意がはっきりと存

下司 智子

ま た︑

目標を前に︑その表情からはしなや

とがきっかけで京都ＧＰＮに参加す

疑 問 を 持 っ て い る ん で す ﹂︒ こ の 疑

新の電話依頼をされたそうです︒﹁電

在 し て い る の を 感 じ ま す︒ そ し て︑

デザイン

シュウォッチャー募集事業で︑学生

を対象に巻き込む企画を任されたそ

うです︒今考えているだけで︑五つ

く ら い や り た い こ と が あ る と 言 い︑

そのプランにかける意気込みを見せ
なんと﹁大きくなったら環境を守り

かに強い意志を感じます︒

てくれた峰松さん︒はっきりとした
たい﹂と堂々と記したそうです︒

キーワードは﹁循環型社会﹂

峰 松 さ ん は 最 後 に こ う 言 い ま す︒

京都ＧＰＮへ
高校を卒業し︑立命館大学に進学

された峰松さん︒２回生の冬に偶然︑﹁﹃未来より今﹄︑﹃命・健康よりお金﹄︑

学校４年生の時︒島で大きな山火事

るようになります︒当初はＮＰＯが

環境市民が開いた報告会を知ったこ ﹃ 子 ど も た ち の 将 来 よ り 今 の ビ ジ ネ

があったそうです︒火事そのものは

事件が起こったのは峰松さんが小

まで過ごされていたそうです︒

消 防 士 に よ っ て 沈 下 さ れ ま し た が︑ どういうものかわからず︑就職活動

問をぶち壊してくれた言葉が﹁循環

そうで︑インタビューの中でも繰り

型 社 会 ﹂︒ こ の 言 葉 と 出 会 っ て 以 来︑

返し口にしてたのがとても印象的で

しまったという笑い話も聞かせてく

多 く の 緑 が 失 わ れ て し ま い ま し た︒ さながらにスーツ姿で事務所に来て

インターン開始当初は事務作業が

峰松さんのお気に入りの言葉なった
中心だったものの︑徐々に資料作成

れました︒

て︑そこで見たものは変わり果てた

した︒

峰松少年は父親に連れられ︑植林ボ

森 林 の 姿︒﹁ 一 面 に 漂 う 焦 げ 臭 い に

や電話応対などにも慣れ︑活動に自

ランティアに参加することに︒そし

おいと焼け野原で何もない山に強い

この時︑植林ボランティアを経験

新されたのを見ると︑自分の力でグ

生 で き る 喜 び を 知 っ た と 言 い ま す︒ 話でＯＫをもらった時や︑実際に更

したことで︑自分たちの手で山を再

リーンな市場をつくる小さなお手伝

るのに︑直接関わっていける職業に

小学校の卒業文集でも︑クラスメー

もの京都ＧＰＮの会員団体に対

そして︑将来は循環型社会をつく
信 が で て き ま す︒ 今 月 は

か月で

衝 撃 を 受 け ま し た ﹂︒ 峰 松 さ ん は そ

トがお花屋さんになりたい︑ケーキ

麻里
有紀子
諒平
未奈

武田
千葉
村田
和氣

真理子
浩基
裕継
宗人
友美
安希
貴彦
圭

（五十音順）

編集部

編集後記

有川
石田
上山
風岡
久保
坂部
角出
鷹野

ミニ特集のインタビューでは奇しくも 20 代・30 代・40
代・50 代が一堂に会することとなりました。お互いに自
分が環境問題に興味を持つようになったきかっけについ
て語り合うと、ナホトカ号の重油事故を小学生で知った
という 20 代に「それ、会社休んで拾いに行ったよ」とい
う 40 代。世代を超えてみんなで持続可能な社会をめざし
ましょう。
（文／ニュースレター編集部 坂部 安希）

グリーンな市場をつくる小さなお手伝い
静かな闘志は燃え続ける

立命館大学学生。今年 3 月より京都グリー
ン購入ネットワーク（以下京都 GPN）で
インターン生として活動中。循環型社会
の形成をめざし、グリーン市場の拡大に
力を注いでいます。
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それは静かな闘志としてこれからも

う振り返ります︒

1

屋 さ ん に な り た い︑ と 夢 を 描 く 中︑ いができていることに価値を感じま

150

峰松 峻也さん
no.79

ごみ減らし役立ちハンドブック
著者：NPO法人環境市民 事務局長 堀 孝弘
増え続けるペットボトル、なかなか減らないレジ袋、発泡トレイ。容器包装
はリサイクルするにも大きなコストがかかります。そこで、容器包装ごみを減
らすことによって、CO₂も減らせて財布もうれしいヒントをご紹介いたします。

＊申し込み方法……

こんな本です！
＊Qペットボトルの消費実態など、グラフでわかりやすく
解説（見出しを目で追ってもわかる内容）
＊Q各地の先進的な取り組み事例を紹介
＊Q容器包装を減らす買い物のヒントが満載（リサイクル
ではなく「元から減らす」）
＊Q容器包装を減らした買い物のメリットをデータで紹介
＊Q活動の現場でよく出てくる疑問の声への「想定問答
集」も掲載

ラジオ番組

購入希望の場合は、環境市民京都事務局まで、お名前、希
望冊数、送り先住所、郵便番号、電話番号を電話かFAX、
メールアドレスをご連絡ください。支払いは、郵便振込後
払いになります。振込手数料はご負担ください。

定価

Q00円（税込み・送料別）

▼郵送の場合送料税込み価格：
1部 580円／2部1,080円／3部1,640円

「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 1:15（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。

1）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

2）ご入金を確認後、最新のニュースレター、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

二条通

環境市民

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
植物油インキで印刷しました。印刷：（有）糺書房
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

旧事務所

京都市
消防局

押小路通
白山神社
京都
御池中

御池通

京都市役所

地下鉄
京都市役所前

環境市民

河原町通

●環境市民 滋賀事務所

環境市民

寺町通

TEL&FAX：052-521-0095
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

御幸町通

●環境市民 東海事務所

新事務所

麩屋町通

E-mail：life@kankyoshimin.org URL：http://www.kankyoshimin.org
〒 604-0934 京都市中京区麩屋町通ニ条下る尾張町 225 番地 第二ふや町ビル 405 号室
（月から金午前 10:00 から午後 6:00）

富小路通

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

