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『楽しい＆エコ』なくらし、いっしょにはじめましょ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの発行で、紙面を大きく、内容を少し増やしてみました。 

少々デザインに難あり m(__)m 

 

 

特 集 

IPCC第 5次報告書 

第 1作業部会に関する緊急報告会に参加して 

 

エコメンみ～つけた♪（鈴木辰吉さん） 

とよたのまちねた紹介（とよたまちなか博覧会） 

会員突撃インタビュー（吉田香さん） 

活動レポート、お知らせ 

 

 

 

 

このミニ冊子は持続可能で豊かな地域社会（エコライフとよた）の実現を目指す 

NPO 法人とよたエコ人プロジェクトが発行しています 
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CO2濃度および年増加量の経年変化（出典：気象庁） 
 

今年 5 月にハワイの観測所で CO2濃度が 400ppm を 

超えたというニュースは記憶に新しい 

特集 

IPCC 第 5 次報告書 

第 1 作業部会報告に関する緊急報告会に参加して 

 

今年の夏は、とても暑かった。そして、フィリピ

ンの台風 30号の甚大な被害。地球温暖化の影響

で、あと数十年すると、超大型台風は、日本にも

やってくるといわれています。 

先日、ポーランドで開かれた国連気候変動枠組み

条約第 19 回締約国会議（COP19）、2020 年

以降の枠組みを「各国が自主的な削減目標や行動

計画を 15 年に提出することを奨励する」という

一歩引いた採択をしました。 

日本は気候変動問題に取り組む世界規模の NGO

のネットワークから、交渉を後退させた国に授与

する「化石賞」の特別賞をいただいています。 

（化石賞は３度目の受賞になります） 

さて、前置きが長くなりましたが、表題の報告会

に参加しました。最新情報を簡単に報告します。 

◆ 

IPCC とは「気候変動に関する政府間パネル」と

いい、’88 年に設立。ある研究者が、CO2が増加

していることに気がつき、学術的な興味で研究し、

このままいけば大変なことになる！ これが、政

策決定者などの目にとまり、世界気象機関（WMO）

と国連環境計画（UNEP）が設置した組織です。 

難しくいうと「人為起源による気候変動、影響、

適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会

経済的な見地から包括的な評価を行うことを目

的にした組織」のことです。「緩和と適応」は、

伝えていくうえで、これからのキーワードです。 

◆ 

気候の変化を予測するためには、その要因を調べ、

変化のシナリオ（仮説）が必要です。最大 6.4℃

温度が上昇するといわれた第 4 次報告書（‘07

年発表）のシナリオは、政策による CO2 削減対

策が考慮されていなどの課題がありました。 

今回用いられたシナリオは、政策的な CO2 の削

減などを考慮した RCPシナリオを採用。 

これにより、例えば「気温上昇を○℃に抑えるた

めには？」という目標を設定した気候変動の予測

ができるようになりました。 

▼採用された４つの RCP シナリオ 

・高位参照シナリオ（RCP8.5） 

2100 年以降も温暖化を引き起こす効果の上昇が続く 

・高位安定化シナリオ（RCP6.0） 

・中位安定化シナリオ（RCP4.5） 

RCP8.5とRCP2.6の間に位置して2100年以降に

安定化する 

・低位安定化シナリオ（RCP2.6） 

2100 年までにピークを迎えその後減少する 

＊RCPに続く数値が大きいほど 2100年におけ

る放射強制力（温室効果）が大きい。 

＊実測による CO2濃度は、RCP8.5 を超えてい

るという報告もあった。 

◆ 

気候変動の予測には、「2 位じゃだめなんでしょ

うか」で有名になった日本のスーパーコンピュー

ターがおおいに活躍しています。 

過去に起きた実際の大気の変化をモデルにして、

そのモデルが再現できたうえで、条件を様々に変

えて予測を行っています。 

世界の研究者の間では「日本の研究結果なら間違

いない」といった雰囲気もあるようで、日本の研

究者は大きな貢献度をしています。 

 



3 

 

◆ 

報告の中心は、観測された気候システムの変化と、

将来の地球全体と地域的な気候変化、つまり、過

去と未来予測でした。 

詳しくは、環境省等の報道発表資料（平成 25 年

9 月 27 日付）や気象庁報道発表資料（平成 25

年 10 月 17 日）第 1 作業部会報告書政策決定者

向け要約（暫定訳）で見ることができます。 

報告会の中で、印象に残ったことを抜粋します。 

◆ 

●観測された気候システムの変化（観測事実） 

・地球全体の平均地上気温は、1850～1900 年の

平均（工業化初期の頃）から 2003～2012 年の

平均（最近の 10 年）までに 0.78℃上昇。また、

1880（工業化初期）～2012 年（現在）までに、

0.85℃上昇。 

・1850 年以来の 10 年平均値気温は、直近の３回

（30 年）が一番高い。 

・地球全体の平均地上気温は、1901～2012 年に

わたり、ほとんど全ての地域で気温が上昇。 

・北半球の中緯度陸地平均では、降水量が増大。 

・1950 年頃以来、多くの極端気象。気象現象の変

化が観測。寒い日寒い夜の数が減少し、暑い日暑

い夜が増加。 

・熱波の頻度は、ヨーロッパ、アジア、オーストラ

リアで増加。 

・北米やヨーロッパでは、大雨の頻度や強さが増大。 

・過去 20 年間、北半球の春の積雪と北極海氷面積

が縮小し続けてきた。2012 年 9 月は衛星観測史

上最少。 

・海の上層（０～700ｍ）が、1971～2010 年に

かけて温まっている。また、1901～2010 年に

地球全体の海面水位は 0.19ｍ（19 センチ）上昇

している。海は陸地よりも「暖まりにくく冷めに

くい」ので、影響は出にくいが長く続く。 

 

 

 

 

 

 

●将来の全球的及び地域的な気候変化（将来予測） 

・1986～2005 年に対する 2016～2035 年（近

未来）の世界平均地上気温の変化は、0.3～0.7℃

の間である。 

・1986～2005 年を基準とした、2081～2100

年における世界平均地上気温の変化は、 

 RCP2.6 シナリオでは 0.3～1.7℃、 

 RCP8.5 シナリオでは 2.6～4.8℃、 

の範囲に入る。 

 

 

 

 

 

 

 

・平均気温が上昇するにつれて、極端な高温が頻繁

になり、極端な低温が減少する。熱波の頻度が増

加し、より長く続く。たまに起こる冬期の極端な

低温は引き続き発生。 

・地球上の水循環の変化は一様ではない。極端な降

水がより強く、より頻繁になる。台風の影響を受

ける地域が拡大し、終了時期が遅くなる。 

・海面水位は、21 世紀末までに、0.26～0.55m

（RCP2.6）、0.45～0.82m（RCP8.5）上昇す

る。 

・今世紀半ばまでに、9 月の北極域での海氷がほぼ

なくなる（RCP8.5）。 

・二酸化炭素の累積排出量と世界平均地上気温の上

昇量は、ほぼ比例関係にある。 

▼大気中の CO2の収支（単位：億炭素トン／年） 

人為起源の排出・放出 

 内訳 化石燃料等から排出 

    土地利用の年課から放出 

＋92 

＋83 

＋９ 

自然起源の CO2 吸収 

 内訳 海洋の収支は吸収 

    陸域生態系収支は吸収 

-49 

-24 

-25 

収支バランス   92-49 ＝ ＋43 

＊第 4次報告書では、大気中の CO2の収支は、 

＋32 だった。 

（坂本竜児） 

  

 
 

 
 

正確な情報は、報道発表資料や報告書政策決

定者向け要約（暫定訳）をご覧ください。 
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エコメンみ～つけた♪ 

おいでんさんそんセンター 

鈴木辰吉センター長 

 
シティプラザで開かれた「いなかとまちの文化祭」

の後でお話を伺いました。 
◆ 

Q お忙しいご様子ですね 

８月に「おいでん・さんそんセンター」を開設し

ました。 

高度成長、競争社会、終身雇用が続いた日本が今

は高齢化が世界で一番早く進む国、高学歴でも若

者が仕事に就けない状況にありますね。エネルギ

ー消費をこのまま続けるには、地球が 1.5 個要る

そうです。そんな危機的な変化に対応していくに

は、くらし方をよく考えないといけない。本来の

姿でまちとむらが補い合い交流し合って、その上

に現代の科学技術や情報を共有しながら持続す

る社会でありたい。その拠点となる場がこのセン

ターです。今年市役所を定年退職しましたが、行

政にいたことを生かしてこれに関わると決めま

した。 
◆ 

Q 定年までのお仕事は 

産業部では、自動車産業をはじめとする市内企業

や農林業の振興など、市の経済発展が目標でした。

また、市民の消費生活の面から市民の声や相談を

受ける業務、市民の啓発活動に接し支援すること

も仕事でした。最終年は総合企画部。市の総合計

画を検討する中で、都市部と農村部とが互いの長

所を生かし、交流し、共に持続する「暮らし満足

都市創造」を掲げました。その具体策の１つがお

いでん・さんそんセンターです。 
◆ 

Q まさに循環型社会を目指すエコライフの場づ

くりですね。 

仕事や生き方で好きな言葉・モットーは「迷った

時は勇気が要る方を選ぶ」何かをやるかやらない

か迷った時に逃げない生き方をしたいと思って

きました。実行してきたとも思います。失敗して

も失敗することを学び一歩前進。何もしなければ

何も生まれません。 

 

 

Q 趣味は 

読書かな。今忙しくて時間がとれないけれど、城

山三郎をよく読みました。推理小説も好きで、宮

部みゆき、東野圭吾が愛読書です。 
◆ 

Q お住まいやご家族のことは 

旧旭町で生まれ育ち今も暮らしています。家族は、

母と妻と長男と４人です。長女と次男は外に出て、

長女の所に外孫が１人です。妻とは職場結婚。共

に組合活動をしていて知り合い、田舎に来てくれ

たので大変だったろうによくやってくれていま

す。感謝です。長男は大学を出て仕事にも就きま

したが、今は私が取り組むこのネットワークの１

つ「アグロ・プエルタ」に所属して、田舎暮らし

を楽しんでいるようですよ。 
◆ 

前向な生き方で若々しい鈴木辰吉さん。おヒゲが

貫録と穏やかさを感じさせてステキです。 

まちとむらのいい出会いが進みますように。 

さんそんセンターのそばにシャンソン教室があ

ったら習いに行く交流なんてどうかしら。 

（長嶋一枝） 
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講師と記念撮影 

ワークショップ手法による企画会議 

講師：長良川おんぱく事務局長 蒲 勇介氏 

 
「夜の美術館をフルコースディナー付きで特別観覧 

 プレミアムナイトツアー」のひとコマ 

 
 

 
講座で制作した作品 

とよたのマチねた 21 種類のまちの魅力を体験！ 

 

食、文化、手づくり、乗り物などをテーマに豊田市

中心市街地の魅力を体験するプログラムを提供す

る「とよたまちなか博覧会」を 10月 5日～12月

1 日の間、開催しました。中心市街地の商業や文化

に関する施設、及び、地域づくりにかかわる団体、

グループなどが「新しいまちの楽しみ方」を提供す

る 21 種のプログラムを企画しました。 

今回の開催は実験的な位置づけで実施します。 

今後、プログラム数を増やし、より中心市街地の魅

力を体験できる企画にしていきたいと思います。 

とよたまちなか博覧会とは、たくさんのお客様が一

同に集まるのではなく、少人数参加型イベントが群

発的に行われるのが特徴です。少ない人数で、いつ

もとは違う体験をすることで、地域の魅力を再発見

できるイベントです。 

（豊田市中心市街地まちなか宣伝会議 事務局 中井 久美） 

 

ティンガティンガアート体験講座に参加して 

10 月 6日、TIA の国際交流フェスティバルの一環と

して行われた「ティンガティンガアート体験講座」に、

妻と二人で参加してきました。 

ポップな色遣いと、細かい点や線で動物たちを描く「ティ

ンガティンガアート」。以前から「いつか実物を見てみた

い」と思っていたこともあり、迷わず参加を決めました。 

教えてくださったのは、本場タンザニア出身のティンガテ

ィンガアーティスト、マイケル・へレム先生。先生の鮮や

かな筆さばきを横目に見つつ、約 3 時間かけて何とか作

品を完成。 

体験の中では、タンザニア出身のマイケル先生のみならず、

体験に訪れたメキシコ出身の方も交え、それぞれの文化に

ついて語り合うことができました。 

単純に「きれいなアートが見たい」という思いから始まっ

た体験講座。蓋を開けてみれば、アート体験を通し様々な

文化に触れることができた貴重な時間となっていました。 

同様の国際交流イベントがあれば今後も是非参加したい

です。                 （木浦 敦） 

＊次号では、「地元食材でつくる中華の点心」と「コンニャクづく

りにチャレンジ！」をレポートする予定です。 
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とよたエコ人プロジェクトの主な活動（2013年 6月～11月） 
 

●学校への出前授業 充実 

 
授業は毎年ブラッシュアップ。 

先生からの相談も増えてきました。 

●緑のトンネル in eco-T 

 
今年も「緑のトンネル」が登場。 

8 月に収穫祭も実施しました。 

●6/2 エコットフェスタ（６周年） 

 
「エコ屋台村」でぷちエコ体験。インタープリターの腕の

見せどころ。今年はリユースをテーマに開催しました。 

●6/5 hibico（びびこ）記者説明会 

 

ホームページの取材をしてくれるメンバーを募集しまし

た。hibico は、毎月 5,15,25 日に更新しています。 

●7/23～8/31 クールシェアの取組み 

 
eco-T でクールシェア。 

特設「学習スペース」で夏休みの宿題をする親子。 

●7/30～8/1 エコットキッズタウン 

 
子どもたちのアイデアいっぱいのまちになりました。 

今年もお店は大人気。 

 



7 

 

●8/9 市職員向け ESD研修 →P8 

●8/20 くらしの環境学習推進校意見交換会 

「環境学習を広げるために」意見交換。ESD（持続発展

教育）についても学びました。 

●8/25 エコ人プロジェクト第 5回総会 →P11  

●8/29 省エネセミナー →P9 

●9/11 交流館長・主任主事向け ESD研修 →P8 

●9/29～ 交流館祭に出展 

 
ごみを減らすアイデアを一緒に考えました。「水分ひとし

ぼり」は、みんなでやれば効果大！ 

●10/13 未来へのエコットーク 

 
温暖化の影響で流氷が減少し、アザラシにも影響が。小原

玲さんの言葉が心に響きました。 

●11/30、12/1 

 あいち・なごや ESDフェスタに出展 

 
ユネスコ世界会議 1 年前イベントに出展。 

ゲームで３R を学習。リデュースが一番大切だよ。 

●12/1 第 2回いなかとまちの文化祭 

 
実行委員として名を連ねています 

●12／8 エコットフォーラム 

 
先人の知恵や精神に敬意を感じるお話でした。白駒妃登美

さんの立ち居振る舞い、言葉、笑顔、すべてが感動！ 

 

とよたエコ人プロジェクトの最新情報はＨＰへ 

 

  

 

エコ人 
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活動レポート  

 
 

●レポート１━━━━━━━━━━━━━━＞ 

豊田市生涯学習課、（公財）豊田市文化振興財団

交流館課と共働して、ESD を普及する研修をエコ

人がサポートしています。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━＞ 

2014 年 11月に、持続可能な開発のための教育

（ESD）に関するユネスコ世界会議が岡山市、名

古屋市で行われます。愛知県は、ESD を普及し

ようと３つの地域でモデル事業を行っています。

そのひとつが豊田市。生涯学習の拠点である交流

館を拠点に ESD を広げていくための、研修事業

を行うことになりました。 

エコ人は、前身時代に実行委員会形式で’08 年に

「ESD 分野連携ワークショップを実施、また’13

年 2 月に「とよたで（の）ESD を学ぼう！」を

市内学校・環境学習関係者有志と実施していたこ

とから、企画段階から相談をうけ、一連の研修全

体をサポートしています。 

▼研修一覧 

研修１ 豊田市職員向け（8 月） 

研修２ 交流館長・主任主事向け（9 月） 

研修３ 交流館主任主事向け（12 月） 

研修４ 交流館利用者向け（1 月） 

★ 

研修１  豊田市職員向けでは、新海洋子さん

（EPO 中部チーフプロデューサー）を講師にお招きし、

ESD を知り、自分が伝えられる言葉を見つける

ワークを行いました。また、受講生の仕事と ESD

のつながりを考えるグループワークを行いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔受講生が考えた ESDとは〕 

・みなさんが暮らしやすい環境のために 

・みんな自分勝手に生きずに、お互いのこと、未来のこ

とを考えて行動するように導く教育 

・いまも未来も幸せに暮らすという価値観を育んでいく 

・いまとか未来に困っている人もハッピーに暮らすこと 

★ 

研修２ 交流館長・主任主事向けは、公民館を拠

点に ESD 活動を展開している岡山市から池田満

之さん（岡山市京山地区 ESD 推進協議会会長、ESD-J

副代表理事）と重森しおりさん（岡山市立中央公民館

主任、ESD 世界会議推進局 兼務）を講師にお招きし

ました。池田さんからは、世界や日本の ESD の

動き、岡山市の市民の取り組み、重森さんからは

公民館の立場から ESD の推進について講義をい

ただきました。 

リデュース、リユース、リサイクルは、どれが

ESD 的だと思いますか？つぶしやすいペットボ

トルは ESD 的ですか？といった身近な話題から、

韓国の「食べ残しを出さないことを誓う運動」が

始まっていることなど、まさに ESD は「Think 

Globally、 Act Locally」の実践です。 

また、重森さんからは、公民館運営の目標は、ESD

の観点から事業を見直すこと。これまでの成果の

ひとつとして地縁型とテーマ型のコミュニティ

が出会い、地域の課題解決の深みを与えているこ

と。ESD は目に見えないので活動して楽しかっ

たと思えるしかけが必要だといったヒントは豊

田市でも取り入れやすそうです。 

 

 

 
講義の様子 

 
グループでディスカッション 

「交流館に ESD 視点を入れるのに必要な要素は？」 
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●レポート２━━━━━━━━━━━━━━＞ 

事業所向け節電・省エネプログラム 

さんしゅうＥＣＯ倶楽部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━＞ 

３年目の取り組みです。昨年（12 年）度は 59

事業所が登録し、CO2削減効果は 44.6トン（事

業所平均で 1.3％削減）でした。また、CO2削減

のレコード大賞（いや、○○の仮装大賞か？）で

ある「低炭素杯 2013」のファイナリストに選出

され、活動や効果を全国に発信しました。 

今年も引き続き、登録事業所の募集、セミナー等

による節電・省エネ活動の推進に加え、ニュース

レターやホームページにより啓発・情報発信や省

エネの自社診断支援、LED タイプの照明器具を共

同購入しようといったキャンペーンを新たに展

開しています。 

→中日新聞豊田版 12月 12日号掲載 

夏の速報値では、電気使用量を昨年比 2.4％削減

（8 月分）することができました。 

●レポート３━━━━━━━━━━━━━━＞ 

とよたエコファミリー向け 

夏のエコ行動検証を行いました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━＞ 

7 月から９月までの３カ月間、①夏のエコ行動チ

ェック、②電気使用量・太陽光発電量を昨年との

比較をするホームページを立ち上げました。 

▼夏のエコ行動アンケート 182件 

 

 

 

 

 

 

 

▼電気使用量の昨年との比較  131件 

・削減量：-1,723kWh（夫婦とこども世帯の約 4 軒分） 

・削減率：-4.25% 

・使用量増減の理由 

〔増えた理由〕 

家にいる時間が増えた、こどもが生まれた、猛暑、熱中症

対策、インターネットなど電気を使う機械が増えた 

〔減った理由〕 

電気の契約の変更、太陽光発電の設置、エアコンの設定を

28℃にして扇風機を併用した、昼間出かけた、冷蔵庫を

買い換えた、掃除機をなるべく使わずほうきとモップ 

★12/2～3/7 まで、冬のエコ行動検証を 

 行っています。ご協力してください。 

 http://toyota-efami.com/check.html 

●レポート４━━━━━━━━━━━━━━＞ 

豊田市環境学習 Web「hibico（ひびこ）」を 

毎月 5，15，25日に更新しています！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━＞ 

 

hibico は、子育て世代に「ちょうどいい」ライフ

スタイルを紹介するホームページです。名前の由

来は「日々の子育て」。一口に「エコ」といって

も、簡単なことから大掛かりなことまでさまざま。

hibico では、「ちょっとやってみようかな」と思

える情報がたくさんあります。 

５つのカテゴリー、こどもと「食べる」「着る」「遊

ぶ」「住む」「移動する」から、気になるエコを探

すことができるようになっています。記事は、身

近な人の話しが元になっているので、親しみがわ

き、自分のスタイルがみつかるはず！ 

それぞれの記事は、読者が「ちょうどいい」をク

リックすることができ、共感の数を知ることがで

きます。日頃やっているちょっとしたことが、 

じつはエコにつながるという発見があるのも 

hibico の面白いところです。（岩田 牧子） 

 

■
は
い 

 

□
い
い
え 
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今回のゲストは吉田香

さん。eco-T のインタ

ープリター＆環境学習

コーディネーターの活

動に加えて、今年から

「なごみ」グループで

e-café のメンバーとし

て活躍しています。 

 

Q．はじめに、趣味はなんですか？ 

A．趣味はトールペイントと料理。トールペイン

トとは、木でできた時計や入れ物にアクリルイン

クで動物や植物の絵をペイントしていくもので

す。始めたきっかけは、主人の仕事の関係でアメ

リカに住んでいた時に、先生が教えてくれました。

作品によっては数ヶ月かかるものもあり、生涯の

趣味にできると思い、始めました。最近は忙しく

て、あまり手をつけられずにいるので、どこかで

再開したいと思っています。 

料理は、子どもが好きなものを中心に作ります。

例えば、ピザは生地から作ります。 

それから、ウォーキングもしています。子どもの

夏休み期間などを除けば毎日 1時間程度、近所の

友人と朝方に歩いています。どれも強制じゃなく、

自分の都合で休めるので、無理なく続けることが

できています。 

 

Q．最近、心に響いたり感動したことを教えてく

ださい。 

A．一生懸命メモをとる学校の見学対応をしてい

る時に、間違って説明してしまい、「ごめんね」

といって訂正した時がありました。その時、一人

の女の子が「人間だれでも間違いはあるよ」とみ

んなに声をかけてくれました。その子のフォロー

にとても感動し、癒されました。 

 

Q．ほっと一息つける場所は？ 

A．リビングのダイニングテーブルにいる時が一

番落ち着きます。そこが自分の居場所という感じ

がするからです。デンマーク製のテーブルで、横

幅も広く、状況に応じて伸縮もできます。お茶を

飲んで一息ついたり食事はもちろん、お化粧もそ

こでします。それら以外にも、eco-T の郵送書類

を広げたり、本を読んだり、家族会議もダイニン

グテーブルで行います。家族のみんなが集う場所

であり、一番落ち着く場所です。 

 

Q．eco-T やエコ人に一言お願いします。 

A．eco-Tは末永く続けてほしい施設だなぁと感

じています。環境問題は目に見えないし、堅苦し

くてとっつきにくいという意識が世間にある中

で、eco-Tは簡単にやさしく教えてくれる場所だ

と思います。また eco-T は、活動するインター

プリターにとっても、自分の時間を大事にしなが

ら活動できるので、居心地の良い場所です。ごみ

の分別などは、子どものうちから良い意味で「す

り込んで」いくと、生活の一部となって、大人に

なっても苦じゃなく自然とやれるようになるし、

今の子どもが大人になったときに、eco-T で感じ

たとったことを彼らの子どもに伝えてくれれば

いいなぁと感じています。 

それから、ぜひエコ人には、身近な環境問題やそ

の対策案、地域レベルの取組みなどの情報を広く

発信してほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会員突撃チーム：岩月桂子・水野雄介） 

 

会員突撃インタビュー 吉田香さん 

学校の見学対応だけでなく出前講座や e-café など積極

的に eco-T に関わっている吉田さん。eco-T に関わる

前から環境問題に関心があり、生活クラブなどの活動に

関わっています。色々な関わりを持ちながらも、家族や

自分の時間を大切にすることを忘れず、それが長く続く

秘訣だという吉田さんのお話をお聞きして、「42 万人の

エコライフとよた」のヒントが隠されているような気が

しました。 
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■知れば、なっとく！おとく！豊田市のエコ ～豊田市環境基本計画学習会～ 

 2014 年１月 17 日（金）、１月 18 日（土）13：30～16：00 （両日とも同じ内容） 

 場所：eco-T（渡刈町） 参加費：無料 主催：特定非営利活動法人とよたエコ人プロジェクト 

 申込先：FAX0565-50-5568 e-mail：info@t-ecobito.jp ＊詳しくはエコ人の HP へ 
 

■未来へのエコットーク第 3回 森林バイオマス  2月 2 日（日）13：30～15：30 

 講師：松田直子さん（株式会社 Hibana） 場所・主催：eco-T 

 申込先：eco-T 電話 0565-26-8058 FAX0565-26-8068 info@eco-toyota.com 
 

■ほんわか里山交流まつり 3月 23日（日）10：00～14：30 

 場所：笹戸温泉 問合先：とよた都市農山村交流ネットワーク ＊詳しくは耕 Life のHPへ 
 

■豊田市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例（案）のご意見募集 

 12 月 15 日（日）から平成 26 年１月 15 日（水）まで 

 ＊詳しくは、豊田市HP 内の豊田市議会よりご覧ください。 

 

第５回通常総会が終了しました 

 

 

2013 年 8 月 25 日、豊田市産業文化センター

にて第 5 回通常総会が開催されました。審議事項

として、2012 年度事業報告、収支決算、役員の

改選について審議され、承認可決されました。ま

た、報告事項として、2013 年度事業計画、収支

予算について、説明があり、意見交換をしました。 

エコ人が設立され４期が終了し、eco-Tの運営は

次なるステップを目指す時期に来ています。また、

事務所を構え、さんしゅう ECO 倶楽部、環境学

習 Web のほか、環境まちづくり、都市と農山村

の交流、ESD など、拠点を活かした新たな事業

を展開する時期でもあります。今年度から監事に

就任していただいた谷口さんに、エコ人への期待

を寄せていただきました。    （坂本竜児） 

今回の総会では、代表理事をはじめとする複数の

役員が交代するにあたり、今後のエコ人の活動の

方向性について再確認していく必要性が指摘さ

れた。総会終了後に設けられた意見交換の場では、

会員からの意見が広くあつめられ、今後の運営に

反映させていくことが確認された。 

その際に私がコメントした、「日本社会にとって

NPO は踏ん張り時」ということについて少しだ

け補足する。よりよい社会を持続させていくため

には、社会的課題の解決をミッションとする

NPO の活動は、ますます重要となる。だからこ

そ、行政と企業との違いを十分に自覚したうえで

協働関係を築いていくことが求められる。 

政策や行政計画を理解し、NPO の活動の展開を

補完する仕組みを模索することになるだろう。ま

た、企業との連携により、新しいソーシャルビジ

ネスの手法を見出していくことになるだろう。 

「エコ人」に社会が期待していること、また「エ

コ人」だからこそできること、それらをあらため

て考えさせられる総会だった。 

（監事 谷口 功（椙山女学園大学人間関係学部）） 

  

オススメのイベント情報など 
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〔会費〕 

正会員 10,000 円（議決権あり） 

賛助会員 一 般   1,000円／口 

学 生     500 円／口 

非営利団体 3,000円／口 

営利団体  10,000円／口 

＊エコ人の年度は 6月～5 月です。 

 

〔現在の会員数〕 

正会員：25人 

賛助会員：44 人、2 団体 

 

〔エコ人事務所 MAP〕 

 

エコ人事務所は、会員同士のちょっとした打

合せや作業などにお使いいただけます。 

今後は、シェアオフィスとして、エコライフ

を広げるNPO等にも使ってもらいたいと思

っています。 

新規会員募集中！ 
『楽しい＆エコ』なくらし、いっしょにはじめましょ♪ 

〔会員特典〕 

・ほぼ季刊で「えこびと通信」をお届します。 

・会員メーリングリストに登録できます。講座やイベン

ト、世の中のエコ情報が届きます（不規則）。 

・講座やイベントに会員特典（参加費の割引など）を得

られることがあります。 

・少人数の会議や事務作業など事務所で行うことができ

ます。 

・スタッフや理事に気軽に質問や相談ができます♪ 

＊入会方法については、講座やイベントでスタッフにお

尋ねいただくか、事務所に直接お問合せください。 

 

編集後記 
フィリピンの台風被害に対して、エコ人でも募金を募り

ます。お預かりした募金は、「フィリピン台風被災者支援 

おうえん募金」を通じて、寄付をしたいと思います。ご

協力をお願いします（2014 年 1月末まで）。 

さて、エコ人の役員体制が変わって、最初の「えこびと

通信」はいかがだったでしょうか？ 

編集会議を行い、どんな情報を発信したらエコ人らしさ

が出るのかを話し合いました。まちねたや会員突撃イン

タビューなど、おなじみのコーナーは続け、エコ人が行

っている事業を発信するページを充実しようということ

で、このような形になりました。感想などお寄せいただ

けると励みになります。よろしくお願いします。 
◆ 

特集でレポートした通り緊急報告会やエコットークの小

原玲さんの講演会に参加しました。 

今まで、書籍やパネルなどから得た知識で啓発用データ

など考えていましたが、専門家の方や地球温暖化の現場

に足を運んでいる方などから直接学ぶことは、とても大

事だなと改めて痛感しました。（坂本） 

 

 

発行・編集 NPO法人 とよたエコ人
びと

プロジェクト 
 

〒471-0025  愛知県豊田市西町 1-88 カニックビル５階 

TEL：0565-50-5684  FAX： 0565-50-5568 

メール：info@t-ecobito.jp ホームページ： http://t-ecobito.jimdo.com/ 

 


