
　この秋、全国各地（できれば47都道府県）で、

スーパー等流通小売店での環境に配慮した商品の

取り扱い、店舗での環境活動について調べる「全

国一斉グリーンコンシューマー調査」を実施します。

　気候変動は年々深刻化し、大絶滅時代といわ

れる昨今。この根本原因となっているのは私たち

の消費のあり方です。一刻も早く、私たちの消

費を環境負荷の少ないものに転換する必要があ

ります。

　有機栽培や特別栽培のお米があるかどうか、フェ

アトレードのコーヒーがあるかどうかなどを調べ

て結果を明らかにすることによって、スーパー間

の切瑳琢磨を生み出し、環境を大切にした商品

が選びやすくなる社会をつくりたいと思ってい

ます。

　調査は環境市民から、各地の環境団体や消費

者団体、大学の環境サークルに呼びかけて実施し

ます。結果はウェブサイトやパンフレットを通じ

て広く社会にPRします。また、店舗調査に協力

してくれたスーパーにも結果を伝え、最後には報

告会を開催する予定です。

　このプロジェクトを実行するための寄付を

「READY FOR?」というクラウドファンディング

の仕組みを通して募集します。

　ぜひご寄付をよろしくお願いいたします。

クラウドファンディング「READY FOR?」を通じて
“全国一斉グリーンコンシューマー調査”に寄付募集を！

NPO法人環境市民の月刊会報誌
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募集：

会報誌『みどりのニュースレター』や季刊マガジン『流れを変える』を会員などに送る作業を行う「誰でも参加で
きる1dayボランティアデー」を毎月末開催しています。環境市民の活動を知りたい、事務所を見てみたいとい
う方にもおすすめです。ぜひご参加ください。写真は6月30日（月）に行なった1dayボランティアデーの様子。

7月29日現在、16万円集まっています。
さらなる応援をよろしくお願いします。

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

クラウドファンディング「READY FOR?」を通じて

今月の
一枚

今月の一枚
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▼以下の URL から寄付をすることができます

（カード決済のみ）

https://readyfor.jp/projects/greenconsumer

目標金額

60万円以上

【9/18（木）11:00pmまで】



　７月１日、安倍内閣は多くの国民の反対の声を

無視し、大半の国民の説明不足という声にも耳を

かさず、集団的自衛権行使の容認を閣議決定した。

この問題は、日本社会のあり方そのものの課題で

あり、その決定は当然ながら主権者である国民が

憲法改正という民主主義の手続きに則り行わなけ

ればならない。

　 「解釈改憲」という政府だけで決定してしまうこ

とは、主権在民と平和主義を否定し、憲法第 98 条

の「この憲法は、国の最高法規であって、その条規

に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他

の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に

明確に該当する、いわば内閣による国民に対する

クーデターにも等しい暴挙である。

　安倍首相は「日本が戦争に巻き込まれる恐れは一

層なくなっていく」と会見で述べているが、集団的

自衛権の行使によって紛争が拡大する事例は多数あ

る。反対に他国との軍事同盟を一切認めず永世中立

を貫いてきたスイスは第一次大戦、第二次大戦にも、

そしてそれ以降のどの国際紛争にも巻き込まれてい

ないことを今一度喚起すべきであろう。さらに今回

の閣議決定は、武力の行使は時の政権に委ねられる

という極めてあいまいな内容で、武力行使範囲がど

んどん拡大する危険性をはらんでいる。

　私たち環境市民はビジョンである「持続可能で豊

かな社会・生活」を実現するために活動を続けてい

る。「平和」であることと、人々の参画による民主

主義は、このビジョン実現のための大前提である。

戦争は最大の環境破壊であり、常に国民への情報操

作と民主主義への圧迫が伴う。戦争につながる集

団的自衛権の行使容認を決して認めることはできな

い。それゆえ、私たちは、５月に安倍首相が集団的

自衛権行使容認に向けた会見を行なった際にも抗議

声明を表明した。（2014 年 7 月号 2P 参照）

　ここに改めて、憲法に反し、民主主義のプロセス

をないがしろにした政府に強く抗議をすると共に、

速やかにこの閣議決定の撤回を求める。また良心的

な国会議員、知事・市町村長、地方議会議員は、平

和と民主主義を大切にする態度を明確に示されるこ

とを願う。そして何よりも日本国民の皆様に、主権

者たる行動を明確に採られることを願う。

2014 年 7 月 6 日

認定 NPO 法人環境市民
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集団的自衛権行使を容認する閣議決定に強く抗議し、
撤回を求めます

声明：

季刊マガジン『流れを変える』Vol.5発行！

特集：民主主義と環境問題

会員のみなさんへ

マガジン購買協力のお願い

［vol.5 内容］秘密保護法、集団的自衛権……。今、日本は、「民主主義
の危機」ともいえる問題が噴出しています。あらためて民主主義とは何か、
そして持続可能な社会づくりにどうかかわるのかを考えます。

 ■定価：1 冊 500 円（税込、送料別）　

 ■お得な定期購読：１年間４冊 2,000 円（税込、送料無料）

 ■委託販売（５冊以上～）：1 冊 400 円（送料無料）

 ※ご注文は環境市民までお願いします

季刊マガジン『流れを変える』Vol.5発行！

特集：民主主義と環境問題

購読料は環境市民の活動費になります。関心のありそうな方や図書館へのご紹介に
ぜひご協力ください。見本誌が必要な場合は環境市民までご連絡ください。



……申込み問合せは 4P の環境市民事務局まで行 事

誰でも参加できる１Ｄ ay ボランティアデー &
環境市民交流会「写真で見る こんなお店があったらいいな」

8/30（土） 午後 1:30 から 5:30 頃まで
●ところ：環境市民京都事務局
※参加費不要。おやつ差し入れ、カンパ大歓迎！

会報紙「みどりのニュースレター」発送作業をします。今
月は土曜日に行いますので平日はお仕事や学校がある、
という方もぜひお越し下さい！
終わった後は、「写真で見る こんなお店があったらいいな」
と題して、欧米のエコロジカルなお店を写真で紹介しま
す。夏バテ防止ドリンクを飲みながら楽しい夏のひとと
きを過ごしましょう！

ボラン
ティア
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温暖化防止とごみ減量に役立つ 洗って使う「リユース瓶」って何？ ～洗瓶工場見学会～

民主主義と環境問題

9/20（土）

9/14（日）

　洗って何度も使うリユース瓶は、ごみを減らし、温暖化
防止に役立つ優秀な容器です。

　環境先進国ドイツでは、国の政策としてリユース容器の
利用がすすめられているため、わざわざ街中で探さなくても、
リユース容器に入った飲み物を買うことができます。

　しかし、日本ではその数が徐々に減ってきています。そこで、
今回、リユース瓶を洗う「洗瓶工場」を実際に見学し、リユー
ス瓶とは何か、リユース瓶の普及にかかわる問題を一緒に
考えましょう。

　終了後は、リユース瓶を使った飲み物で交流会をします（希
望者のみ）。ご参加おまちしています。

〈内容〉
洗瓶工場の見学／お話：リユース瓶って何？ どうやった
らリユース瓶が広がるの？＋質問タイム／講師：株式会
社 吉川商店 代表取締役 吉川 康彦さん（本会会員）／交流
会（希望者のみ・有料）

秘密保護法、集団的自衛権......。 日本では、「民主主義の危機」
ともいえる問題が噴出しています。民主主義の崩壊は環境
保全、市民活動に何をもたらすのか。あらためて民主主義
とは何か、そして持続可能な社会づくりにどうかかわるの
かを考えます。

＜プログラム＞
●話題提供……
・秘密保護法と市民活動
憲法９条京都の会　事務局長・弁護士　小笠原 伸児
…秘密保護法が市民活動、環境活動にどのような影響を
及ぼす可能性があるのでしょうか。
・他、もう１人調整中
●パネルディスカッション……
・上記のお二人+環境市民　代表理事　杦本 育生

●ところ：吉川商店洗びん工場
〒 612-8466 京都市伏見区下鳥羽城
ノ越町７０番地

★申込いただいた方には詳しい行き方をご連絡します。
●定　員：15 人（先着順）
●参加費：環境市民会員　500 円 / 一般　800 円

交流会参加費　1 人 1000 円（ソフト
ドリンク、アルコール、軽食）

●申込み：必ず事前申込みをお願いします。申
込みの際は、お名前、連絡先電話番
号、FAX 番号、メール、会員 or 一般、
交流会の参加の有無を環境市民まで
ご連絡ください。

●ところ：東山いきいき市民活動センター
会議室 8（3F）　京都市東山区三条通
大橋東 2 丁目下る巽町 442 番地の 9

●定　員：30 人（先着順）
●参加費：環境市民会員 500 円 / 一般 800 円
●申込み：申込みの際は、お名前、連絡先電話

番号、FAX 番号、メール、会員 or 一
般を環境市民までご連絡ください。

講 座

講 座

午後 2:30 受付
午後 3:00 から 5:30 まで
5:30 から交流会

午後 1:00 受付
午後 1:30 から 3:30 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
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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。

IPCC 第５次評価報告書から読み解く気候変動

▼インターネットで聴けます
（１）http://radiocafe.jp/200304006/episodes/2014-6-23oa/
（２）http://radiocafe.jp/200304006/episodes/2014-6-30oa/

生命への深刻な被害を抑えるために許容される

CO2の累積排出量は2100年までに約790ギガ

トン。さて、ではこれまでに排出してきたCO2

の量は……。

京都三条ラジオカフェ（79.7MHz）から放送
radiocafe.jp/20034006

毎週月曜午後 1:00 から放送 
( 再放送は火曜午前 7:00 から )

ゲスト：認定NPO法人気候ネットワーク

　　　　事務局長 田浦 健朗さん（一番左）

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」
環境を身近に感じる 15 分♪

持続可能な社会について学びなが
ら、お手伝いをさせていただいて
おります。環境問題の解決はまず、
一人ひとりが考え、気づき、行動
することが必要ではないかと考えています。そのよう
なきっかけを提供のできる人になることが目標です。

横山 愛華

はじめまして！‑‑インターン紹介

さん
（龍谷大学政策学部政策学科 4回生）

（ご入会）
宮田 克美さん

（マガジンの発送ボランティア）
久保 浩さん、富久 豊さん

今月のありがとう

ON AIR

（ニュースレターの作成）
泉 克典さん

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：

（ご寄付）
東 弘樹さん、伊藤 浩樹さん・奈美さん、今村 
史朗さん、小山 真美さん、田中 靖之さん、西田 
孝司さん、濱 和宏さん


