
緊急寄付キャンペーン
   ̶ ̶環境市民にご寄付をいただいた多くのみなさま、ありがとうございました
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4月14日、環境市民が事務局を担う環境首都創造ネットワークとして、環境大臣と経済産業大臣宛に「気
候変動問題に真摯に向き合い、地域主体の再生可能エネルギーの拡大と低エネルギー社会を実現するため
の日本政府への緊急提言」を行いました。写真左から、経済産業省資源エネルギー庁・新エネルギー部　
新エネルギー対策課　課長補佐 青木洋紀氏、松井三郎静岡県掛川市長、穂積亮次愛知県新城市長、山下
真奈良県生駒市長、杦本育生本会代表。提言内容は　http://ow.ly/vTs41

今月の
一枚

環境市民は地域から持続可能な社会をつくる環境NGOです

　個別のプロジェクトへの寄付ではなく、環境市民の活動

を支える財政基盤の安定を目的として、1992年7月の発足

以来、初めて目標額を決めた大きな寄付キャンペーンを行

ないました。実質2か月程の短期間にもかかわらず、194件

2,935,667円のご寄付をいただきました。NPOの寄付キャン

ペーンでは一般的には目標達成率70%で成功とされる中、

目標の300万円にほぼ届きました。このような多大なご支

援をいただきましたことに、心からありがたく思いますと

ともに、環境市民の活動に多様な方から応援をいただいて

いる証左であると考え、気の引き締まる思いです。

　地球規模で気候変動、生物多様性などの環境危機が深

まる中、世界の対応は決して十分とは言えません。特に

日本では、温室効果ガス削減の2020年までの目標を、90

年比で実質増加という数値をCOP19で示し、EU、小島嶼

国連合やNGO等から大きな批判を浴びたことに象徴され

るように、気候変動問題への対応は後退しています。ま

た経済活性化をお題目に大規模「公共工事」が復活して

きているように生物多様性への取り組みも本格化してい

ません。さらに福島第一原発の大事故の反省が全く見ら

れないエネルギー基本計画が策定されました。

　社会格差の拡大、秘密保護法の制定に端的にあらわれる

民主主義と基本的人権の危機、そして戦争できる国へ変貌

の危機等、持続可能で豊かな社会づくりにとって大きなマ

イナスとなることが、急激にすすめられています。

　しかし、このような時代であるからこそ、私たち「市

民」が社会の主人公として力を発揮することが求められて

いると思います。環境市民は「環境」への取り組みを中心

としながら、多様なNPO、団体、人々と連携し、平和で人

権が重視された持続可能で豊かな社会づくりを、具体化し

ていきます。ぜひこれからも環境市民の活動にご参加、ご

支援をいただけますよう、お願い申しあげます。

　本当にありがとうございました。

認定NPO法人理事会を代表して　代表理事 

コース別人数
　タニマチ（3万円以上） …………………………………36人

　サポーター（1万円以上３万円未満） …………………73人

　シチズン（1万円未満） …………………………………86人

今月の
一枚

今月の一枚
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環境市民のファンドレイジング戦略を立案しているチームからお礼
をこめて！（前列、右から左へ：内田洋子理事、杦本育生代表理事、
早瀬昇理事。中段：下村委津子理事。後列右から：原田紀久子理事、
牧村好貢理事、特定非営利活動法人 しみん基金・KOBE 事務局長 江
口 聰さん、風岡宗人理事・チーフコーディネーター、上田正幸理事）



　3月19日に、REDD＋
プラス

に関
する上映&講演会を、インド
ネシア・ボルネオ島中央カリ
マンタン州より来日した現地
NGO WALHIのアリー・ロン
パスさん、主にアジアの人権
問題や環境問題を扱った数々
のドキュメンタリーを撮影さ
れている中井信介監督をゲス
トに迎え、FoE Japan、環境

市民、京のアジェンダ21フォーラム、ウータン・
森と生活を考える会の共催により、パタゴニア京
都（京都市内中京区）で行いました。
　まず、上映&講演会を企画したFoE Japanの三柴
事務局長から、REDD＋について簡単な説明があ

りました。REDD＋とは、国連で始まったカーボ
ンオフセットの一種で、途上国が自国の森林を保
全することで抑制されるCO2排出量を国際社会が
買い取る、という仕組みです。世界の科学者の報
告によると、地球温暖化の原因となる温室効果ガ
ス排出量の約20％は、開発事業や火災等によって
森林が失われたことが原因である、と言われ、
REDD＋による森林保全は温暖化対策の切り札の
一つとしても注目されています。
　しかし、巨額の資金を投じて進められるREDD＋事
業により保全される森林は、広大な森林のほんの一
部にすぎず、対象地以外の森林では、依然としてア
ブラヤシ農園開発や鉱物資源採掘などの大規模な
開発事業が次々と進められています。また、REDD

＋の実施現場においても、 周辺の人々の混乱、コ
ミュニティの分裂といった問題、様々な不満の声な
どが顕在化してきています。このような問題を描い
たのがドキュメンタリー「空気を売る村」です。
　「空気を売る村」では、インドネシア、中央カ
リマンタン州で実施されているREDD＋のデモン
ストレーション事業を事例に、その事業対象地域
の住民たちの声や現地NGOの評価、そして政府側
の見解など、それぞれの立場で見解が異なる様子
が紹介されています。事業対象地域の外で依然と
して続いている違法伐採の様子なども紹介され、
途上国における気候変動対策としてのREDD＋事
業は果たしてどれほどの効果があるのか、そもそ
も気候変動対策のために先進国がもっと自国での
排出削減に取り組むべきなのではないか、との

メッセージで締めくくられています。
　上映後に挨拶をした中井監督は「難しいテーマ
で、朝まで編集作業をしていた。これまで描いてき
たような開発に対して住民が立ち向う悲壮感のある
ドキュメンタリーとは違っ
て、お金に翻弄される村人の
反応にはコミカルなものさえ
感じられる、何ともやりきれ
ない気持ちになる作品となっ
た」と話しました。
　WALHIのアリーさんか
らは現地で活動するNGOと
してのお話を聞きました。
REDD＋は、プロジェクト
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上映会「空気を売る村」監督＆現地NGOが語る 気候変動対策の真実
̶̶途上国の森を守ってCO2削減、それってほんま？
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アリー・ロンパスさん

中井監督



……申込み問合せは4Pの環境市民事務局まで⣳�ധ

誰でも参加できる1Dayボランティアデー
5/28（水）午後2:00から5:00頃まで

●ところ：環境市民京都事務局
　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♪

னஶீ
ஓ୰୯

どーなん？ そーなん！ ワールドカフェ 環境市民フェスタ2014
　認定NPO法人環境市民 2014年度（第13回）通常社員総会

6/15（日）午後1:30から4:30頃
　2013年度に行った環境市民の活動を一挙に報告。ど
んな成果や課題があるのか、 財政はどうだったのか、緊
急ファンドレイジングの結果など詳しくお伝えします。
さらに後半は2014年度の活動計画を紹介し、みなさん
と環境市民をさらにおもしろくする「ワールドカフェ」を
行います。終了後は楽しく交流会。みなさんのご参加
をお待ちしております！ 

●ところ：京エコロジーセンター
　（京都市伏見区深草池ノ内町13）
　※終了後は交流会を予定
●アクセス：京阪電車「藤森駅」下車西へ徒歩5分、

または地下鉄・近鉄「竹田駅」下車東へ徒歩12分
●参加費：1人 300円 

ൽ
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によって住民が住む場所を追い出されたり、土地
が汚染されるなどの人権問題やたくさんの生き
ものが生息する生態系が破壊されるなどの環境問
題が生じています。また、森林伐採の原因となる
パーム油のためのアブラヤシ農園開発、石炭等の
鉱山開発、違法伐採などは、日本の企業や消費者
の購買とも密接な関係があります。WALHIは、
利益を得るために開発を進める政府と企業に対し
て環境を守るためのアクションを続けています。
先住民は、はるか昔から森を守るたくさんの決ま
りと言語やルールをもっており、彼らの知恵につ
いて再考する必要があるではないか、と語るア
リーさんの言葉が印象的でした。
　「現地のNGOが政府に与える影響は？」という
参加者からの質問に、アリーさんは「NGOが政府
に与える影響は大きい。森に火を放った伐採企業
に許可を与えた政府に対して裁判を起こして勝訴
した例がある。WALHIは、世界中に広がる地球の
友のメンバーであるので世界の仲間と連帯してい

る」と答えてくれました。
　「村の人が開発の賛成派と反対派にわかれる場
面があったが、どのような気持ちで映像をとった
のか？」という質問に、中井監督は「家族の中で
奥さんだけが賛成するケースや、森を守らないと
いけないという気持ちがあるが、生活のためにし
かたなく賛成しているケースもある。インドネシ
ア全体が経済成長をしており自分たちも追いつき
たいと思っている。自然が大切という根っこは同
じだが意見の食い違いがおこっているようだ」と
答えていました。
　司会の有川さん（環境市民コーディネーター）
は最後に「REDD＋プロジェクトの問題は遠い国
のことのように見えて、実は私たち日本人の生活
とも密接につながっている問題」とのべこれから
も関心を持ち続けていこうと呼びかけました。難
しいテーマでしたが、46人とたくさんの方にご参
加いただき盛況のうちに終わりました。
（文／本会会員・ボランティア　石崎 雄一郎）

受講者募集 環境教育リーダースタートアップ講座2014

5/9（金）申込み締切： まで（要事前申し込み） 〈対象〉
環境教育に関心があり、一から活動を始めたいと思ってい
る人／市民グループ等で活動実践していて、さらなる向上
をめざす人／学校教員で、環境教育の導入を検討している人、
さらなる向上をめざす人／企業の環境担当者等で、職員向
け環境教育を充実したいと思う人 など
※「リーダータイプでない」と思う人も、多くのスキルや情
報を学べます。

●主催：京エコロジーセンター　
●企画運営：NPO法人環境市民　
●参加費：6,000円（学生：3,000円）
●定員：30人
各回の詳細などはウェブサイトでご確認ください
http://www.kankyoshimin.org/modules/join/
index.php?content_id=158

持続可能な地域社会を実現するために、私たちのライフスタイルの変革が求められています。そのために自ら「気
づき」「考え」「行動する」、さらに「学びの場を創り」「人に伝える」環境教育の視点をもったリーダーが求めら
れています。本講座はそんな環境教育リーダーをめざす人のためのスタートアップ（入門）講座です。

⩅૦ᓝ

午後1:00受付開始

※資料やおやつの準備がありますのでできる限り事前の申し込みをお願いします。申し込みは環境市民まで。 



（発行）特定非営利活動法人 環境市民　（代表・発行人）杦本 育生
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

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
【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】
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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

life@kankyoshimin.org 

【平日午前10:00 から午後6:00】

075-211-3521 075-211-3531

誰もが参加できる
環境 NGO

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

http://www.facebook.com/kankyohsimin
@kankyoshimin

mail
TEL FAX

環境市民
Citizens Environmental Foundation
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「会員になる」「寄付をする」も
参加の一つです。

月刊会報誌「みどりのニュースレター」マガジン「流れを変える」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。

和食　ユネスコ無形文化遺産に登録（3/24放送）

和食が世界無形文化遺産をめざした理由は？　
登録後の新たな取り組みにも注目です。　
ゲスト：NPO法人日本料理アカデミー　地域食
育委員会委員長　園部 晋吾さん（写真 前列左端）

▼インターネットで聴けます
http://radiocafe.jp/200304006/episodes/2014-3-24oa/

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。

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。

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。
「持続可能で豊かな社会づくり」のために、ぜひ応援をお願いします。

●会員特典：

●入会申込：

●会員種類：

「環境市民のエコまちライフ」

毎週月曜午後1:00 から放送 
( 再放送は火曜午前7:00から )

radiocafe.jp/20034006

京都三条ラジオカフェ（79.7MHz）から放送
環境を身近に感じる 15 分♪

　今年から地元の農業組合で働き始めた新人社会人で
す。学生時代には都市政策・まちづくりの勉強をして
きましたが、それとは別に保育士さんのサポートなど
もしてきました。今は仕事で地域振興に努めつつ、農
業ともリンクする「食育」に着目しています。資格を取
得して、何より子どもたちにアウトプットできるよう
に勉強していきたいですね。

桑原 春菜

メディアに掲載されました

新入会員インタビュー

さん （新潟県在住）

（ご入会）
奥谷 章一さん、鹿島 美代子さん、桑原 春菜さん
只友 景士さん、西村 梨香さん、平賀 緑さん
（マガジンの発送ボランティア）
久保 浩さん、富久 豊さん

߁ߣ߇ࠅߩ

ON AIR

（ニュースレターの作成）
泉 克典さん、鷹野 圭さん

◯『PAX NATURON 泡エコ
通信』 vol.43 2014 初夏号
（写真右）

◯秘密保護法廃止を求め
る環境市民団体全国ネッ
トワーク結成（2014年4
月9日 朝日新聞）

◯環境首都創造ネットワークが再生可能エネルギー
の拡大などを求める提言書を環境省と経産省に提出
（2014年4月15日 中日新聞）

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。

●ご寄付：　

郵便振替　口座番号　01020-7-76578　加入者名：環境市民●お振込先：


