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ESD を学ぼう
「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」は、
持続可能な開発の実現に必要な教育への取り組み
と国際協力を、積極的に推進するよう各国政府に働
きかける国連のキャンペーン（2005 年〜2014
年）。「持続可能な開発のための教育」を表す英語
（Education for Sustainable Development）の
頭文字をとって「ESD（イー・エス・ディー）の
10 年」と呼んでいます。2002 年に南アフリカで
開催されたヨハネスブルグサミット（持続可能な開
発に関する世界首脳会議）で、日本の市民と政府が
共同提案し、同年 12 月の第 57 回国連総会で実施
が決議されました。(ESD-J より)
今、環境を考えるとき、福祉、平和、貧困など広
く考えることも重要な視点であるとの事から、6 月
30 日、環境パートナーシップエコサロンでは、「Ｅ
ＳＤ」を学ぼうと 重 政子氏(ESD-J)に講師をお
願いし、お話をお聞きしました。
重氏のお話は、今世界で起こっていることとして、
砂漠化、餓死、戦場で戦う子ども兵士、貧困などが
上げられるとしています。これらのことは、日本に
住んでいる私達はニュースなどを通して間接的に
知るという状況です。身近なところでは、コンビニ
のお弁当からどのような社会の問題があるか考え
てみると、国内では自給率の低下、日本の農業の衰
退が見えてきます。途上国では、食の安全・安心、
貧困など、さらに CO2 排出量、地球温暖化など多
くの課題やつながりも見えてきます。
ここで持続可能な社会とは、環境と社会と経済の

バランスの取れた社会となります。一方、持続可能
な社会を確立するためには、環境教育も大きな役割
を持つとされています。環境問題について知ってい
るだけでは何も変わりません。より良い社会作りに
参画するための力を育む教育が必要と話されまし
た。
ESD を理解するポイントとしては、4 つのポイン
トがありました。
①学習者が自らの価値観を見つめなおし、再構築で
きるような教育。
②学校教育、社会教育、市民教育、企業内教育、市
民活動など全ての教育の場において実践されるこ
とが求められている。
③子供、大人、そしてあらゆる立場の人達が、対象
であり、担い手である。ESD はお互いが対話し、
共に学び合うことを重視している。
④一つの課題を掘り下げていくことで、自ずとつな
がってくるテーマに総合的に取り組むことで実現
できる。
ESD の 10 年は日本発、世界で取り組まれる運動
です。2006 年に国内実施計画がつくられ、2006
年環境省が ESD 促進事業をスタートしました。千
葉県内では ESD について考える場がスタートして
はいるものの、まだ広く知られてはいません。千葉
県環境教育基本方針の中には環境学習の課題のひ
とつとして掲載されています。
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重氏のお話をお聞きし、参加者からは「価値観を見
当会は、平成 20 年度の事業の柱の一つとして
直す」、「地域ネットワークの再構築」、「政策提
「ESD」について学び、広げる活動を今後展開して
言」、「指導者の価値観を変える」、「感性を磨く」、
行きます。
「ジェンダーと ESD とのつながり」など多くの意
(文責 桑波田)
見が出ました。

「資源循環型社会づくり」に向けたタウンミーティングの開催について
〜「テーマ：みんなで取り組む３Ｒの推進に向けて」〜

「資源循環型社会づくり」に向けたタウンミーテ
ィングが、本年６月２日（月）の船橋市市民活動セ
ンターを皮切りに、千葉市、市原市、香取市、匝瑳
市、佐倉市など、合計９会場において、ＮＰＯ団体、
学生、関係市町村等のご協力のも開催されました。
参加者は各会場１０名から多いところで４０名
程度と様々でしたが、県の廃棄物施策の新たな指針
となる「千葉県廃棄物処理計画」の策定に当たり、
「みんなで取り組む３Ｒの推進に向けて」を主なテ
ーマに、開催日時・場所・形式から意見・提案の取
りまとめ方法までを、主催する各団体において創意
工夫しながら開催して頂きました。
当日は、環境問題について積極的に取り組み、活
動されている方々に多数参加頂き、どこの会場にお
きましても、真剣で熱のこもった議論が交わされて
おりました。参加者からは、家庭で実践している３
Ｒの取組事例から県民、事業者、行政等が協働して
取り組むべき新たな政策課題に至るまで、幅広い意
見・提案を数多く頂くことができました。
また、匝瑳市、佐倉市の２会場では、冒頭に日頃
から資源循環型社会づくりに自ら積極的に活動さ
れている方々から３Ｒ推進の実践的で効果的な事
例等の発表・紹介をして頂くなど、３Ｒを具体的に
イメージし、身近に実感できるタウンミーティング
とすることもできました。
なお、当日頂きましたご意見・ご提案等は、今後
千葉県ホームページで公表していきますので、是非
ご覧頂きたいと思います。
ところで、今更申し上げるまでもありませんが、
近年、社会経済活動の活発化したことに伴い、私た
ちは、大量生産、大量消費により物質的に豊かにな
る一方で、大量廃棄の社会も築いてしまいました。
今後、私たちが持続可能な発展を遂げていくため
には、大量廃棄型の社会から脱却するとともに、有
限な資源を効率的に利用する資源循環型社会を築
くことを目指していくことが必要です。そのために
は、３Ｒに努めるとともに、それでも発生する廃棄
物については、適正に処理していかなくてはなりま
せん。そして、こうした３Ｒ・適正処理推進の取組

は、県民・ＮＰＯ、事業者、行政等の各主体がそれ
ぞれの立場で実践すべきことを考え行動すること
が大切であり、各主体が連携・協働して進めていく
ことが重要となります。
環境パートナーシップちばをはじめＮＰＯ等の
民間団体には、このような取組において、自らの資
源循環型社会づくりに資する活動や先進的な取組
を行なうことに加え、資源循環型社会づくりを進め
るうえで各主体の連携・協働のつなぎ手としての役
割を担うことが期待されているところです。
現在、県では、廃棄物の減量化、再資源化・適正
処理の更なる推進を図るため、今回のタウンミーテ
ィングで頂いたご意見・ご提案等を踏まえながら
「千葉県廃棄物処理計画」の見直し・策定作業を進
めています。
今後は、新たに策定される処理計画に基づき、持
続可能な循環型社会の実現に向けた各主体との連
携・協働を含め、今まで以上に積極的な取組を展開
していきたいと考えております。今後とも引き続き
県の廃棄物行政へのご協力をお願いいたします。
最後にお忙しい中、今回のタウンミーティングに
ご参加頂きました県民の皆様や開催趣旨にご賛同
頂きました環境パートナーシップちばをはじめと
するＮＰＯ団体等の民間団体、関係者の方々には、
多大なご尽力を賜りましたことを、この場をお借り
してお礼申し上げます。
(千葉県資源循環推進課)
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バイオエタノール
【エタノール】
バイオエタノールとは、トウモロコシやサトウキ
ビなどのバイオマスを発酵させ製造したものであ
るが、昨今は自動車等のガソリンの代替燃料に用い
られる燃料用エタノールを指すことが多い。ビール、
日本酒、焼酎などの飲用アルコールも発酵によって
製造される。その原材料が大麦、米、芋、麦と若干
異なるように見えるが、トウモロコシはバーボンや
発泡酒、サトウキビはラム酒に用いられることを考
えると、どちらも同じようなものである。もちろん、
コメ（米）からもバイオエタノールを製造できる。
バイオエタノールという名称は、天然ガスや油な
どの石化燃料から作られた合成エタノールと区別
するためにバイオエタノールと呼びわけている。
現在、すべてのエタノール生産のおよそ 95%は
バイオマスエタノールである。バイオエタノールで
あっても燃焼時に二酸化炭素が発生する。しかし原
料の植物が成長する過程で、光合成によって吸収さ
れた大気中の二酸化炭素が大気の中で返されると
考えられる。そのため燃焼によって発生する酸化炭
素は排気量としてみなされない。これをカーボンニ
ュートラルという。そのためエタノールは燃焼によ
って二酸化炭素を排出しないと考えられ。
またバイオエタノールを利用する分、原油の消費
が減り、温暖化ガス排出削減、原油依存の軽減が期
待できるとして注目を浴びている。
以前はコストが高すぎて実用化には遠いと言わ
れていたのだが、近年の原油高の影響でコスト的に
見合うようになってきた。 それに加えていわゆる
京都議定書で定められた二酸化炭素排出量削減の
ために、バイオエタノールの利用が進んでいる。

【燃料か食糧かそれが問題】
2007 年 1 月、ブッシュ米国大統領が行った一
般教書演説の中で、「米国内のガソリン消費を 10
年間で 20%減少させ、バイオエタノールに代表さ
れる代替燃料に置き換える(Twenty in Ten)。」と
いう目標があげられた。このことがトウモロコシ市
場に火をつけてしまい、身近な食料品や商品の値上
げを生んだことに、私たちはスーパーマーケットに
行くたびに実感させられている。
バイオエタノー ルがブーム になった 原因は、
1997 年の第三回気候変動枠組条約締約国会議
（COP3）で採択された削減ルールにある。COP3
で採択された京都議定書の 3 条にある「吸収源によ
る除去量」では、植物による炭素固定量は二酸化炭
素の削減と計算される。そのためバイオエタノール
を燃焼させても、植物由来のため収支上プラスマイ
ナスゼロのカーボンニュートラルであるという計
算が適用される。本来の「吸収源」の意味は森林を
指していたはずであるが、政治的に上記のような解
釈が残された。
さらにブッシュ大統領の一般教書演説を見ると、
「木材チップから牧草や農業廃棄物などのあらゆ
るものから、エタノールを製造する技術を開発し続
けなければならない。」と言っている。すなわち、
木質系のハードバイオマスと草本系のソフトバイ
オマス両方の利用を目指し、米国農務省はトウモロ
コシからのバイオエタノール生産上限を 2800 万
キロリットル程度と置いている。
しかしながら、デンプンや糖からアルコール発酵
することが簡単だったために、人類の食糧や家畜の
飼料とトレードオフの関係になってしまったので
ある。木質系のハードバイオマスの製造技術の開発
は遅々として進まない。バイオエタノールの利用に
はこの技術の開発が必須であるといえる。
(文責：平山明彦)
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地球人みんなのエコロジーフェスティバル

エコメッセ２００８in ちば
2008 年度テーマ

〜「地球温暖化防止と生物多様性の保全」〜
日時 ９月７日（日）10:00〜16:30
会場 幕張メッセ 国際会議場 入場
無料
主催 エコメッセ２００８ in ちば実行
委員会
エコメッセは、 持続可能な社会の実現 を
めざして、市民．企業．行政みんなが良好なパ
ートナーシップのもとに協働し、開催する「環
境活動見本市」です。子どもも大人もみんなで
つくる環境のためのお祭りです。
今年で 13 回目の開催になります！

（エコメッセ 2007in ちば会場風景）

今年の目玉は、缶つぶし世界選手権
ご存知ですか？「缶つぶし世界選手権」！アルミ缶を靴で踏んでつぶした缶の高さを競いま
す。２階のロビーで 10 時から予選会も開催します！
子どもから大人まで楽しく参加できますので、是非幕張メッセにお出かけ下さい。

主な開催内容
○エコカー展示 燃料電池車・水素燃料車・電気自動車・アイドリングストップ装置掲載トラック
○COOL がやってくる！ ロッテマリーンズキャラクターショー
○エコクイズラリー 千葉ロッテマリーンズ提供グッズが GET できる！
○タウンビーバー展示 剪定枝の粉砕処理車
○環境フォーラム in エコメッセ「私たちの手で守り継ぎたい 青い地球 緑のちば」
○STOP 地球温暖化 in エコメッセ 2008 「地球温暖化防止と生物多様性保全」
○エコステージ 着物リメイクショー、エコガラスと防災ガラスを体験しましょう、
電気を作る仕組み･ヒートポンプのしくみ、今私達のできること、
環境学習「森に学ぼう」、心と体のクールダウン、エコメッセージ

今年もエコメッセの電気は、千葉県産！
会場では、太陽光で発電した電力を使用しています。
詳細は、エコメッセチラシと当日会場配布の出展会場チラシを参考に一日楽しく参加してくだ
さい。事務局は、環境パートナーシップちばですから、何なりとご質問下さい。
ただし、出展はすでに締め切りましたのでご容赦下さい！
電話 ０８０-５３７４-００１９
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最大の環境破壊は何か
―平和と環境をめぐって―
高橋 晴雄
いま進めている「環境パートナーシップ千葉」の
様々な取り組みは 生物多様性 と 地球温暖化
という人類が抱える今世紀最大の課題の中に位置
づけられ楽しく行われています。そこで先月行われ
た洞爺湖環境サミットに事寄せて 地球温暖化と平
和 について考えてみました
石油多消費
地球温暖化の元凶は産業革命以降の石油の多消費
にあることが科学によって解明され多くの人の認
識に広がりはじめました。しかし国
際的な具体的目標を持つ実行がほとんど伴ってい
ない点で世界は危機の時代を迎えたといっていい
と思います。
石油の２６％を消費するアメリカは自国の経済成
長の 足かせ になるとして京都議定書の調印を拒
否し、今回の G8 洞爺湖サミットでも 目標を何も
決めさせない ことに成功して引き上げていきまし
た。この経過に苛立ちを覚えた人は多くいたと思い
ます。G8 はイラク戦争の解決
に何も触れることなく終わり
ました。
戦争の石油消費、環境破壊
地球温暖化の急速な進行の元
凶が主として石油であるなら
ば、戦争こそ最大の石油を使
って行われています。おびた
だしい戦車や軍用車両、ナパ
ーム弾やクラスター爆弾とい
った武器弾薬、軍用機や船舶
がイラク戦争で大量に使用さ
れています。武器弾薬をつく
るために使用される石油、そ
の運搬に使われる石油、人々や建物や自然への使用
に大量の石油が使われています。そして十万人以上
の市民や子どもの殺傷、自然の破壊は報道管制の中
にあっても徐々に知れ渡り、当のアメリカにおいて
もイラク帰還兵からその実態が出始め、イラク撤退
は大統領選挙の大きな争点になっています。
いまや世界の環境破壊の３６％が戦争によるも
のだという試算があります。湾岸戦争からアフガニ
スタン、イラクへの軍事行動による環境破壊のすざ
ましさがもれ伝わってきますが、理解できましょう。
私には７歳の時の見渡す限りの焼け野原や瓦礫の
光景が浮かびます
戦争こそ最大の環境破壊

戦争こそ人間が引き起こす環境破壊の最大の問
題だとすれば、その認識を戦争をやめさせる実践に
結びつけること抜きに人類（私にとっては孫、子）
の未来が怪しくなる時代といってよいと思います。
環境に関わる研究者はじめ各方面の科学者が協
力し合って戦争の環境破壊を調査し、測定し、文字
化し、公表することが切実に求められています。マ
イパック運動で一生懸命 CO2 の削減に努めても戦争
の遂行による CO2 の排出に及ぶべきもありません。
―もちろん私はマイパック運動を高く評価するも
のです。環境意識を高める上でも CO2 を削減する意
味でも大事な運動です。貴重だと思えば思うほどそ
の努力を帳消しにする戦争に怒りを覚えます。―
あらゆる立場を超えて手を結ぶとき
私は平和と戦争に関心を寄せ、行動することをさ
ける風潮も気になっています。 平和と環境 が表
裏一体なのは命の大切さや尊厳において相互に関
連しているからだと思います。
あらゆる思想、信条、宗派や政
治的立場を超えた問題です。ひ
とたび環境破壊や戦争で命を失
えば宗派や政治で争うこともで
きなくなるという点からも自明
のことです。ヒロシマへの原爆
は老若男女、民間人、軍人を選
択して落としたわけではないこ
とでも明らかです。
きづきの場として
環境と平和（戦争） は平
和、環境団体や政治団体の問題
ではなく、今を生きる全ての
人々が避けて通れない問題となりました。
この点で共に学び、気づきあう体験交流や学習
体験が各地で始まっています。立場を超えて交じ
り合って気付くことが多いことは楽しいものです。
環境パートナーシップ千葉が登場して１０年を継
続できたのは命―したがって環境−を尊ぶ人たち
がその場を作り支えられてきたからです。「汝の
船を星につなげ」というエマーソンの詩に従えば
「平和と環境」を真に求めて☆につなぐ先達がお
られたからでした。私の庭に見事なハマユウが今
さきましたが草木も燃えたヒロシマで耐えた球根
が廻りまわって私のところに、生命の木（気）を
咲かせました。ハマユウに平和憲法を重ねながら。
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受託しました！
「平成２０年度ＮＰＯ及び事業者による環境学習地
域教材作成事業」

「平成２０年度ＮＰＯ及び事業者による環境学
習地域教材作成事業」を受託しました。
受託までの過程は以下の通りです。千葉県環境生
活部環境政策課のＨＰで公募（５月７日〜３０日）、
書類提出、５月３０日。審査（第一次書類選考）、
通知は６月３０日。第二次審査（プレゼンテーショ
ン・質疑応答）は７月１４日に行われ、委託先決定
の通知は７月２３日にいただきました。今回は応募
５団体の内、３団体が選ばれました。
この事業は、環境問題を身近なものとして考え、
環境問題を自ら解決する人づくりを目的として、地
域で取り組んでいる環境保全活動を活かした環境
学習教材を県民に提供するため、環境学習に関する
専門的な知識とノウハウを持ったＮＰＯ及び事業
者を公募し、環境学習の地域教材の作成とその配布
について委託しようとするものです。
当会は、印旛沼や三番瀬などに関しての環境保全
活動や環境学習を展開してきました。地域で活躍
している団体の環境保全活動、環境啓発がより進
むように、環境学習を行っている人、今後行おう
としている人のための

ご協力よろしく
お願いします！

教材つくりを提案しました。教材名は「ちば環境
学習 水 ハンドブック 〜印旛沼流域・三番瀬
〜」です。
今後、専門家の方にも加わっていただき、
「編集委
員会」を立ち上げます。その後、市民団体や学校、
行政など、水に関る環境学習、環境保全活動の団
体調査を行います。水に関する知識、地域課題、
環境学習プログラム関係各所への調査や基礎資料
収集を行ないます。
ここで集めた団体情報などの資料をまとめ、各団
体をつないで行きたいと思います。冊子は、Ａ４
版５０ページ位の印刷物に仕上げる予定です。
完成は 21 年 3 月までと期間が短いため、急いで作
成しなければならず、きびしいものがあります。
「教材」は関係各所への配布と還元をしていきま
す。その後、千葉県ＨＰ上にも公開されます。こ
のような状況ですので、関係の皆様のご協力がぜ
ひとも必要です。よろしくお願いします。
お 問 い 合 わ せ は 、 若 月 聡 （ 事 業 部 長 ）、
satoshi̲wakatsuki@nifty.ne.jpまで、お願い致し
ます

当会活動
速報！
◆第 13 回水シンポジウム 2008in ちばが開催されました
日時：8 月 7 日(木)
会場：幕張メッセ国際会議場
発表内容：市民団体による活動発表で発表しました。
テーマ：｢花見川でのエコ体験活動 〜水からまなぶ〜 ｣を報告しました。

◆千草台公民館で公民館講座｢ホタルの生活史｣を開きました
日時：7 月 27 日(日)
午前 10：00〜12：00
会場：千草台公民館(千葉市稲毛区)
内容：ホタルの生態とカブトムシ

◆千葉市エコ体験スクール(花見川区)委託実施しました
日時：8 月 8 日 午前 9：00〜午後 4：00
場所：柏井浄水場、花島公園、花見川
テーマ：水しらべ隊！花見川はっけん隊！
参加者：小学生 40 名+スタッフ

63 号で紹介
します！
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環パちば団体会員活動紹介
NPO 法人せっけんの街

せっけんの街は、会が発足してから来年で 25 年
になります。使用済のてんぷら油を回収して、せっ
けんやバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）にして利用
を広める活動をしています。せっけんは分解が早く、
排水された後も水中の微生物を攻撃しません。油は
ゴミとして燃やすのではなく資源としてせっけん
の原料になることで、回収→再生→還元というリサ
イクルの輪が成り立ちます。
発足した当時は手賀沼が日本一汚れた沼で、汚れ
の一因が家庭雑排水であることを知り加害者であ
ることをやめようというのが運動の柱でした。①自
然と人が共生する街 ②人と人が共に育ち横の人
間関係を広げる街 ③使い捨てでなくリサイクル
によって成り立つ街 ④個人の自立によって地域
社会をおおぜいの私で運営する街 ⑤働く意味を
考え合い労働の価値を高めていける街 ⑥多くの
人が生活の場で働くことができる街 これがせっ
けんの街１丁目 この６つの理念をもとに、手賀沼
浄化の署名運動から、市民の共同出資によるせっけ
ん工場建設に発展しました。

1984 年、柏市にせっけん工場が稼動し、10 年
後には印旛沼近隣の酒々井町に２つ目の工場を建
設しました。現在 20 の市町村の家庭や学校給食か
ら出る廃食油を回収しています。そのうち安孫子
市・白井市・印西市・浦安市・大網白里町では行政
が資源として回収をし、手賀沼工場でせっけんにリ
サイクルしています。
2004 年に、農林水産省の「バイオマス利活用フロ
ンティア推進事業」の助成を受けて、エルフＡ３型
廃食油燃料精製装置を手賀沼工場に設置して、バイ
オディーゼル燃料の製造をはじめました。いすみ鉄
道はこの燃料を使用しています。
また、25 年の間に培ってきた環境活動のノウハ
ウを、小中学校の総合学習の中で環境学習とせっけ
ん作りのための講師を派遣しています。

ご挨拶

理事長 山部 佳子

はじめまして、ＮＰＯせっけんの街の山部と申します。
ＮＰＯせっけんの街は廃食油を回収し、せっけんにリサイクルして地域に返す
運動をしています。私は工場で 14 年間せっけん焚きをしていました。
粉石けんから固形せっけんと難しいけれど楽しいせっけんつくりで大好きな仕事です。
理事長になってせっけん焚きの回数は減りますが、その分外に出かけていき、
せっけんの街のアピールをしなければと思っています。
会員の皆様には前理事長の比戸同様ご指導いただきますよう宜しくお願いいたします。
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運営委員会より

7 月運営委員会
(臨時)
日時：20 年 7 月 11 日(金) 午後 6：00〜9：00
場所：千葉市民活動センター 大会議室
協議
【事業部】
①教材作成応募後のプレゼン（7 月 14 日）準備
②今後のエコサロン
③千葉市エコ体験スクール活動内容について
【広報部】
①リーフレット作成：8 月末完成を目指し作成
②だより 62 号について
【会計】
・18 年度から未納者への対応を検討した。面識
がある方へは直接確認する。
・会員名簿の確認と新入会員を増やしましょう
【事務局】
①エコマインドインターン受け入れ説明会

日時：7 月 12 日(土) 10：00〜15：00
場所：千葉市女性センター
②県と NPO の協働提案、打ち合わせ
日時：7 月 18 日 10：00〜11：30
場所：パートナーシツプオフィス
7 月運営委員会議事録
日時：７月 28 日(月)
午後 6：00〜9：00
場所：船橋市民活動センター フェイス
報告＆協議
・エコマインド生(2 名)インターン参加者決定
・環境学習地域教材受託決定
【事務局】
・千葉市エコ体験スクールについて
・県と NPO の協働提案公開プレゼン：8 月 4 日
・エコメッセ展示について

会
会員
員の
の皆
皆様
様へ
へお
お知
知ら
らせ
せと
とご
ご案
案内
内
★環パちばと県との意見交換会
日時：8 月 25 日（月） 午後 6：30〜8：30
会場：千葉市市民活動センター 大会議室
内容：千葉の環境パートナーシップについて環境生活部環境政策課、自然保護課、資源循環課との意
見交換
対象：環境パートナーシップちば団体会員、個人会員
お問い合わせ： 桑波田(事務局)
TEL＆FAX：043-258-5437
e-mail:kuwahatak@hotmail.com

★広報部より
・環パちばの HP に団体のイベント紹介などアップいたしますので、是非お知らせください。
また、「だより」へ団体・個人の活動紹介も掲載しますので、下記までお知らせください。
環パちば HP：http://kanpachiba.com/
e-mail：info@kanpachiba.com
FAX:０４３-２４６−６９６９

古紙 100％再生紙使用
「環境パートナーシップちば」は、環境活動
の推進と充実を目指し、千葉県内の環境市民
のゆるやかな連帯のもと、相互の情報交換と
交流を深め、行政および専門家とのパートナ
ーシップによる活動の展開を図ることを目的
としたネットワークです。
入会申込先：千葉県環境財団 環境技術部
環境活動推進ﾁｰﾑ気付
TEL:043-246-2180 ＦＡＸ 043−246-6969

千葉県環境財団 環境技術部 環境活動推進ﾁｰﾑ気付

＜環境パートナーシップちば＞
入会申込書
会の趣旨に賛同し（個人、団体、賛助会員として）
会費を添えて（郵便振替）入会します
氏名
住所
ＴＥＬ

会費納入先：環境パートナーシップちば
郵便振替口座 00160-9-401872

年会費

入会年月日
〒
ＦＡＸ
個人 1,000 円 団体 2,000 円 賛助会員 5,000 円

