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 ウータン・森と生活を考える会は来年30周年を迎えます。生まれたての赤ちゃんが一端の大人になって

いる（はずの）年月ですから相当なものです。僕はウータンに参加して9年弱のまだまだ若輩モノですが、

初期からいるメンバーはもっと長い間、月に数回のミーティングを雨ニモマケズ、風ニモマケズ、会報誌

を123号も発行するなどコツコツと活動を続けています。それでもメッタなことでは疲れず、代表の西岡

さんはじめ一同ワイワイやっています。そして、最近は20代の物好きなヤングメンバーも集まってきて、

古くからウータンを知る方からも、「最近ウータン頑張ってるネー！」という声を頂戴しております。 

 そんなウータンが、「関西地域NGO助成プログラム」から助成金をいただいて今年度行ってきた事業が

あります。その名も「ベテランに学ぶ！ボルネオの森を守るための情報収集と分析力」。ウータンの長年の

知恵と経験を次世代に引き継いでいこうと企画しました。 

 昨年 10 月 9 日に交野市の奥村さんのご自宅兼レインボーサークル事務所で聞いた「ウータンのこれま

でを振り返る〜ラミンキャンペーンはなぜ成功したか〜」では、当時活躍したメンバーが懐かしいラミン

材キャンぺーンの記憶をコンコンと掘り起こし、活動展開や戦略、行動に際して意識していた事を振り返

って新しいメンバーと共有しました。11月3日に泉佐野市と岸和田市で行った「ベテランの技を継承！〜

貿易港で蘇る、体当たり調査のコツ〜」では、釣り人や工場の守衛さんに実際に（イキナリ）ヒアリング

をするなど、現場ならではの体験型のオモシロおかしな一日となりました。 

 11月15日にウータン事務所で開催した「WEBからの情報収集分析〜ベテランの頭の中を“見える化”！

〜では、神前先生や西岡さんから、膨大な数あるデータから有益な情報収集を行うコツを、エコツアー参

加の大学生も交えて和気あいあいと学びました。 

 さて、今年の 1 月には代表の西岡さんと新進気鋭の 20 代女性２人が「ベテランから若手への共同現場

調査での情報収集と分析力の継承」と銘打って３人で旅立ちました。麗しき“美女と野獣”（オランウータ

ン？）の旅かと思いきや、そこはウータンにご参加なされる“かしまし娘”、圧倒的な若さとエネルギーで

西岡さんを圧倒、ツッコミ満載の旅となったようです。 

 彼女たちが何をどのようにベテランから引き継いだかはさておき、井下さんが「若手からも学びたい」

とおっしゃってくれたように、共に学び合い、ボケとツッコミの絶えない活気溢れる会をこれからも続け

ていきたいと思います。助成プログラムの成果は、現在企画中の「パームプランテーション問題と泥炭地

問題について伝える教材作り」などに生かしていく予定です。（石崎雄一郎） 

【ウータン活動記録】 

2016/11/19 グローバル人材育成(大学コンソーシアム大阪) （ゲストティーチャー：武田） 

11/26 とよなか市民環境展（ブース出展：井下、武田） 

12/6 南港桜小学校講義（ゲストティーチャー：武田） 

12/10 パーム油学習会「アブラヤシ栽培における小農の役割と課題」（講師：神前、笠原） 

12/15 常磐会学園大学（ゲストティーチャー：武田） 

2017/1/9〜1/19,24,2/24 インドネシア訪問（西岡、武田、近藤） 

1/28総会にむけて「今後のウータンの在り方を考える」ワークショップ 

2/4,5 ワン・ワールド・フェスティバル出展 

2/4,5,7 講演会「NGOが語る！熱帯林のリアルな現状～ボルネオの森林破壊と村人の暮らし～」（西岡、 

石崎、武田） 

2/12 総会にむけて「今後のウータンの在り方を考える」ワークショップ 

2/20, 23,24 JICA事業マネジメント研修(受講：武田) 

2/25 ウータン総会 

3/4 グリーン連合関西大集合（石崎、武田） 

11/22,12/13,12/20,12/27,1/10,1/24,1/31,2/14,2/21,3/7,3/14 ウータンミーティング 



 People(43) FNPF/ジュルンブンのマネージャー・イサム 

－俺たち、違法伐採したら、植林しなければならなくなる！森林は重要だよ！― 

 

 

  

                                TPNPのジュルンブンにて(写真・文/Badman Nishioka) 

  

  

  「寡黙やなあ。イサム、もっと喋ってほしい」と言っても、にこっと笑ってぽつぽつと喋る。しかし、 

実行は必ずする。そんな男がイサムだ。タンジュン・プティン国立公園のジュルンブンのマネー 

ジャー。以前は違法伐採に従事していたと言う。この男を今年是非とも招聘して喋らせたい。 

「いっぱい伐採してしまった。金もある程度を儲けた。一人前とは言わないが、9万ルピアになっ 

た時は驚いた。だが、自分たちの住んでいる所を見ると、環境が悪く変わったなと思った。伐採 

の仕事は辞めだと。自分の首を絞めているみたいだから・・」と、夜が更けてから言う。 

今はアグロフォレストリーと泥炭湿地の管理や農作物を作り、泥炭湿地の中に植林をもしている。 

イサムの子どもはすやすや寝たので、タオルをかけた。植林もみんなが知らないうちに実行して 

いるのだろう。何種類の苗を植えているかと聞くと、詰まって「えーと、30種類ほど。適地に植え 

る予定だ」という。写真を撮っていたら、「やっぱりこの Tシャツは嫌やなあ～」と言って裏返しに 

しだした。「監獄からのメッセージみたいだから・・」とイサム。そうや、植林地獄かもしれない！ 



2017 年 3 月 武田 裕希子 

国立公園内ブグルエリアで今起こっていること 

2017年 1月 9日～19日、私にとって 5回目となる現地入り。今回は、西岡と近藤(み)と三人

で向かいました。多くの学びや発見があった中で、是非皆さんにいち早くお届けしいたい事と

して、火災後の植生変化と、現地の環境教育について書かせていただきます。 

現場に足しげく通うローカル NGOだからこそ見えてくる変化や気付き。火災後、Friends of the 

National Parks Foundation (FNPF)が他の様々なセクターや住民を上手く巻き込んで、活発に

活動を展開している様子が伝われば幸いです。彼らと共に現場に居られる幸運に感謝しつつ…。 

 

ガラムの海 

ブグルは、いつも訪れるタンジュンハラパン村の対岸少し下流にある国立公園入口から一時間

程歩いたところに位置する、FNPFが植林を進めてきたエリアです。ウータンのエコツアーとし

て私も植林を行いました。残念ながら 2015年の大規模森林火災で大きな被害を受けましたが、

Care for Tanjung Putingという新しい団体等を中心として、クマイの町に住む人達も盛んに植

林活動を行って森林回復が目指されている、比較的アクセスの良いエリアです。 

ここにほぼ毎日通っている FNPFスタッフはハドランさん。彼に案内してもらいながら、FNPF

の小屋より奥のエリアについて火災後の植生回復調査を行いました。 

樹種名をハドランさんに尋ねながら記録を付けていくうち、私はある違和感に気付きました。

「これは？」「Galam〔ガラム〕」。「この木は？」「Galam」。「これも Galam？」「そうだよ。」…。

白っぽい幹と笹の様な平行の葉脈、白みがかった緑色

の葉とその葉先のピンク色が特徴的だなと認識できる

と、見渡す限り Galamばかりが生い茂っていることに

気付かされました。燃え残った木だけでなく、足元に

は Galamの芽がびっしり生えています。2～3cmの小さ

な芽から膝丈を超す程に成長しているものまで、様々

な状態ではあるものの全部 Galamなのです。近藤にイ

ンドネシア語でヒアリングしてもらって分かったことは、Galamが

火災後優位に立つ樹種だということでした。火災時の熱によって種

が発芽するそうで、こうした特性は紙の原材料としてプランテーシ

ョン栽培されているアカシアと同じなのだそうです。アカシアの植

林用苗を作る時には鍋で種を煮てから植え付けるという話でした。 

ここでは Galamの勢力があまりにも強くて、FNPFが植林した苗も

負けてしまい上手く育ちそうにないということです。Galam達同士

も激しく競合している様で、野菜の種を蒔いて暫く後の間引き前の

様な状態である場所が多く見られました。 
Galamに負けている植林した苗 



参加者 60人規模の宿泊コンセルファーシ（環境教育イベント） 

1/14(土)～15(日)、FNPFの事務所によく出入りしているアルバインさんが主体となって環境

教育が開かれるというので、私達は先に上記調査を済ませて待ち構える格好で参加しました。

アルバインさんは、様々な理由で学校を辞めてしまった中高生に勉強を教えている、冗談好き

でフレンドリーな 30代くらいの方です。FNPFは基本的にサポートに徹していました。火災直後

Care for Tanjung Puting主催の大規模な植林イベントも同じ感じであったものと想像されます。 

船にトラブルがあり当初よりも 3～4時間遅れての到着でしたが、みんなトラブルには慣れて

いて、重い食料やキャンプを楽しむ為のギター等を担いで楽しそうにぞろぞろと到着しました。 

参加者は 60人！複数の学校から中高生、パンカランブンからアグリビジネス専攻の大学生、

その教授、FNPFスタッフに加えて国立公園からも 2名のスタッフが参加していました。これま

でも FNPFの環境教育を何度か見て来ましたが、ここまで多様な人が多数参加し、FNPFスタッフ

以外がそれぞれ主体性を持って活動している様子を見るのは初めてで、わくわくしました。 

到着後はみんなテキパキと、食事作りやキャンプテント（木を繋いだロープにブルーシートを

掛ける大胆な作り）設営、順に水浴びとそれぞれの作業に取り掛かりました。何人かに質問し

て驚いたことは、ここへ来るのは初めてや 2回目という子が多かったことです。スムーズな団

体行動に感心します。夜の暗い森の中、みんな輪になってランプを囲み夕食を取りました。 

夕食後、FNPFリーダーのバスキさんが大学生を集めて Galamについての議論を始めました。

前述の通り今ここは Galamの海です。しかし強調されるのは、アカシアやアブラヤシが外来種

であるのに対して、Galamが在来種だという事です。更に、荒れた裸地から森林にうつり変わる

植生遷移の観点から、これはましな状態とも言える様です。荒地として有名な、イネ科のチガ

ヤに似たアランアランという草で覆われた土地は、その状態が長く続き植林による森林回復も

難しい。樹木が存在すると、その陰に草は生えず、更に落ち葉が堆積して他の様々な種の樹木

が発芽の機会を得るそうです。しかし本当にこの Galamの海が他の樹木が育つ条件を創出でき

るのか、まだバスキさんにも分かりません。もし Galamを駆除するなら人手が必要ですが、抜

いた Galamに用途が無いなら費用面で厳しい。Galamの活用アイデアとしては、船を作る際に木

の繋ぎ目に(接着剤?)使うらしいとか、泥炭地保全の為にカナルブロッキング(水路堰き止め)の

材料にする(水に強い?)らしいとか、消毒作用のあるアロマオイルとして有名なカユプティと分

類学的に近いらしいという話を聞きました。今後は大学生の研究にも期待されるところです。 



2015年火災から2017年タンジュン・プティンの森林再生へ    西岡良夫 

 

【森林は死なない!  1%にかける生命力―焼けた根元から萌芽し、焼けた葉を落として新芽出る！】 

2015 年 9 月１8 日、タンジュン・プティン国立公園では泥炭地の森林で火災が拡大していた。オランウータ

ン保護センターのパウリヌス君とFNPF（Friends of the National Parks Foundation）のメンバーと合流し

てジュルンブン地区で予定外の鎮火作業に加わる。8 月末から火災が発生し、泥炭湿地帯の森林へも火災が

広がっていた。このジュルンブンは村から外れた川上にあり、バスキたちがアグロフォレストリーと環境教育の

場にしたい構想を持っていた所だ。しかし火災は私たち後発組が去った後も鎮火できず、10月初めまで続く。 

ここが鎮火する前に、今度は公園内のブグル、パダン・スンビラン地区が燃え出していた。5ヶ月が経って雨

が降り出して、やっと火災がなくなった。FNPFや村人たちが植えた 250haのうち 90haが燃えたという。 

この 2017年 1月、近藤、武田さんとジュルンブン、ブグルでの森林再生の確認と、一部の火災発生の検証

の作業を行った。クマイの FNPF 事務所に泊まった後、一路、ジュルンブンに向かう。ここは今年私たちが招

聘しようとするイサムたちがアグロフォレストリー、森林再生に改めて取り組んでいる所だ。 

2015年に260万haの森林等が燃え、CO2排出量も日本よりはるかに多い16.5億トンの被害を出し 

たインドネシアでは、2016年に雨も適度に降ったので、火災が少なくなったこともあり、タンジュン・ 

プティンのあちこちでも緑色の森が回復し始めていた。ジュルンブンでも、マネージャーのイサム氏らが森林 

や泥炭湿地の状態を既に調べていて、ボランテイアハウスの前の草むらが元どおりに戻りだしていた。 

［左・2015年 9月のジュルンブンの火災/右・2015年 11月ブグル地区の森林火災跡に植林を開始］ 

   

[下左・ジュルンブン泥炭湿地の火災跡 2016年 1月/右・2017年 1月、回復始める泥炭湿地の森林] 

   



 

 

【火災から｢吉｣の泥炭湿地の森林再生へ、そして｢大吉｣のみどりの「絶滅危惧種が住める回廊作り」へ】 

私たちは泥炭湿地へ行く。その奥は倒れそうな木が倒れてくるかも知れないので、初日は様子を伺いなが

ら植林した所を確認して、約１年でどれだけ成長したか巻尺等で図る。翌日、泥炭湿地の森の一部に分け入る。

イサム氏が私たちをサポートして、危険が無い所で状態を確認する。パイオニアの草本や小潅木があちこち

に若芽を出している。焼けた木は根が死んでいなかったらしく違う所から萌芽し、既に１.5—4m の高さになっ

ている。 

武田さんは「私は泥炭湿地の森林は復元してくるのと思っていたよ」とあっけらかんと言うが、昨年 1 月に一

部の泥炭湿地に分け行った時に、バスキ氏ですら一部の倒れて根元まで真っ黒に焼けた木を見て、「このよう

なただれた木は再生が困難かもしれない」と言っていた。それが再生している。全くこんな再生が早いとは予

想もしなかった。すごい生命力だ。森は簡単に死ななかった！だが大火災になれば、絶滅危惧種オランウー

タン、テングザル、ギボンたちが安全な所に逃げたように、生態系だけでなく村人たちの生活をも脆弱にする。

だからこそ、イサムたちはこの焼けた森を再生させるために泥炭湿地に植林を始めた。広範囲の泥炭湿地の

植林の例を余り聞いたことがない。｢Trial and Error｣の気持ちだろう。実行する中で失敗もあり、また何かを

見出す。 

2016 年から始まった再生計画。新たな泥炭湿地への植林と、焼けて完全に死んでいなかった樹木がミック

スし、森の復元が出来るかもしれない。約 10 年かかる取組みへの挑戦。1 つの泥炭湿地で再生が進んだら、

次の所との連携を図る森作りが出来る。ブグルは、伐採されて乾燥した森の再生の例だ。約 10 年で凡そ元の

森と変わらない状態まで復元した（表紙の森）。既に実行例があるから、彼らは再生に取りかかれるのか・・。 

 ブグルの森も昨年 1月には無残な焼け野原となっていた。雨が降り出した 2月以降、見事な成長をみせて 

ここでも 80ｃｍ-４ｍの高さまで伸びている樹木たち。植

林より、焼けたが早く伸びた木もあるが、彼らは何時生

命が絶たれるかもしれないから、植林は必要なのだ。

大火災があれば全てがなくなる。これ以上の火災を止

めねばならない。泥炭湿地のこれ以上の開発は不要

で、２次林や村落林を保全して行かねば、また大火災

があれば対応出来ない。鎮火チームが消防体制を作

るために各村で必要だろう。また泥炭湿地は乾燥が進

んでいない状態なら、異常な火災が起きないだろうと、

スンガイ・プトリ泥炭湿地で実感した。泥炭湿地の回    2011年ブグルで3年目のニャトウが3ｍ、右）2017年 

復が重要な要素で、この実施が絶対必要と痛感した。     火災で焼けたが死んでない樹木の成長約

 

2015年インドネシア火災 

2016年火災発生件数 

2015年のインドネシア260万ha/ by林業省 

資料:WRI 



2017年3月／missy

超・現場主義ローカルNGOのFNPFだからこその強み・弱みがある。彼らの活動に耳を傾け
てみると、彼らならではの活躍、そして外部者である私たちの役割も見えてくる気がする。 

現場主義ならでは

FNPFの経験 
～植林地の現場から 
森林再生のために 
現場に泊まり込んで 
日々、植林に励み 
事後のモニタリングや 
消防パトロールにも 
手を抜かないFNPFが 
現場の経験から 
得てきた 
こと。

通説を覆す挑戦 
湿地に生える 

　Shorea belangeranの 

植樹＠高地・乾燥地 
に成功

実体験 
　植林＝（イコール） 
結果が約束されない重労働

プロジェクト
に振回される 
申請書通りの 
目標達成

苦労 
苗木の成長≠100% 
火災で消える植林

常時観察 
作業地に常駐するスタッフ 

× 
観察力＆分析力

苗木の生育 
樹種・条件による
生育の違い自然現象 

火災後の植生変化

外部との協働で叶えたいこと 
現場で起きている／取り組んでいること 
失敗も含めたすべてが研究材料となる。

研究
情報発信

環境教育 
注目の 
誘致

植林／ 
森林再生の改善＝ 
低コスト＆効率的

現場での経験から 
失敗も成功もすべてを 
伝えること・・・ 

それは、FNPFの大事な 
役割のひとつ
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FNPFのCEO・バユさんと面会 
2017年1月中旬、FNPFの設立者兼代表であるバユさん（本部のバリ事務所で勤務）が、
カリマンタンを訪問しました。１週間弱の滞在でジュルンブンでの新プロジェクト（ボラ
ンティア受入強化のための施設建設）の視察・打ち合わせや、お客さんとして連れてきた
主要ドナーやボランティアのもてなし（＝観光）をこなすという、日本並みに詰まった　
スケジュールをこなすバユさん。その合間を縫って、ウータン（西岡、武田、近藤）と　
お話しする時間をいただきました。ウータンメンバーが複数でバユさんと落ち着いて話す
機会は、今回が初めて。まずは関係構築から…といきたかったのですが、そもそもバユ　
さんと話す時間がとても限られていたことから、取り急ぎ、消防資材輸送の進捗状況と　
そのためにウータンが集めた寄付金についての話題を共有し、共通認識を図りました。 
数日間だけですがバユさんと行動を共にした所感としては、「団体の代表として、先見的
にビジネス的な視点を交えながら経営・運営を真剣に考えている方」でした。 

（左）日本の消防ホースを見ながら情報共有：左から２番目がバユさん　（右）FNPF集合写真

ウータン・ニュース

湿った森で見た、火災の爪跡の小ささ 
西カリにある、莫大な量のCO2貯蔵庫である泥炭湿地。Nさんに同行して訪れたスンガイ 
・プトゥリについて私が知っていたのはそれくらいだった。現場入りすると、少し貧弱だ
けどまだ豊かな森。大きく価値のある材木が取り尽くされた最近になって、やっと地元住
民による小規模な伐採がなされているだけ。森の入口が数haだけ燃えていた（昨年の乾季
に起きた火災）が、私の知るタンジュン・プティンの火災跡とは違う点がいくつか見受け
られた。燃えたのは入口のみ（人の手が多く入り乾燥化がより進んでいたのだろう）で　
あること、表層の泥炭は燃えたものの砂地が露わになるまでは至らず１mの泥炭層が残っ
ていること、泥炭層がより深く湿っている森の奥には引火せずに自然消火していること。
同じ泥炭湿地でも「湿った森」はこうも火災の影響が小さいのかと驚きを隠せなかった。

（左）入口だけが燃え、奥には森が残る　（右）湿った／乾いた泥炭。後者は火災の燃料になる

コラム



2017 年度総会の報告（まとめ） 
2017 年 2 月 25 日(土)＠大阪・梅田で開かれたウータン総会では、昨年と同様、総会に向けての　
事前ワークショップ等を踏まえての発表・議論が行われました。事前準備を企画したのは、2015年
インドネシア大規模森林火災以降から積極的に新企画や団体運営を担ってくれている、武田裕希子
さん。参加者の顔ぶれとしては、普段の事務局会議メンバーに加えて顧問の大西裕子さん（元・弁
護士）を迎えての開催となり、リスクヘッジを含んだ活動の進め方などの話題にもおよびました。 

2016 年度活動報告と2017 年度活動計画 
2016年度の反省として年間活動計画の一部が実行されなかったことを受け、現状の課題分析の発表
と改善策の提案が行われました。（会計報告は修正が必要となったため、次号で報告いたします。）
 

タンジュン・プティン地域外で
の活動も視野に入れて・・・

活動の手を広げすぎている 
（各活動について目標が認識
できないまま動いている） 

いま抱えている課題 改善策（2017年度に取り組む）

一部のメンバーに業務が集中
（次々頁の「2016年度ウー
タン活動一覧表」を参照）

メンバーの個性・スキルが活
かされていない 
（前年の年間計画では、　　
半強制的に担当を指名）

現地（ボルネオ）の状況変化
に対応できていない

お金、人、ルールが足りない 

一覧にして「見える化」 
＝前年度より詳細な計画の　
作成

「リソース発掘・ワーク　　
ショップ」の開催

プロジェクト（期間と目的
が明確な活動）の開始 
（例）教材作り、生協　
アンケート、スポット植林等

第１火曜日： 
議題を「ボルネオでの活動」
に絞る

第３火曜日： 
議題を「組織改善」に絞る

上記を実行すれば・・・ 
自ずとウータンのリソース
とやるべきこと（方向性）
が見えてくる！

計画に沿って実行する＆
チェックする仕組みをつくる

・簡単な企画書（予算、目的、
対象、期間等明記）を提出 
・教材販売には信頼される組織
体制等が必要 
・人手不足の悪化に留意 

多少活動が制限されても 
丁寧に活動内容＆組織体制
を考え直す一年にしたい！ 

ミーテイングを毎週開催し、　
各週のトピックも決めておく

（例）事務局メンバー・　　
メーリス運用による意思決定



（左）懇親会での集合写真　　　　　　　　　　　　（右）総会にて、武田より課題と改善策の発表

パームプランテーション問題と 
泥炭地問題について伝える教材作り 

○対象：高校生（次年度以降、さらに内容をかみ砕いて対象年齢を下げる） 
○内容：ムービーとワークショップ手引き 
○スケジュール（案）：2017 年 5 月中にムービー作成、今年度中に高校で一度は実施  
○目指す方向（ブレーンストーミング中→今後議論を深めて焦点を絞る）： 
・仲間を増やす 
・消費の在り方を見直す 
・より多くの人に広める 
・企業を動かす 
・寄付を集める 
・エコツアー参加者を増やす 
・販売ツールとして会の収入に繋げる、等々… 

プロジェクト案① 
教材作り

協力者・ 
アイディア出し 
募集中！！

植林を「片っ端から植える」から賢いデザインへ 
　～燃えた泥炭湿地の森林回復・New方法論 

大火災で再生困難になった泥炭湿地の”節約”重視の森林回復方法。詳細はウータン会議まで！

プロジェクト案② 
スポット植林（仮）

スポット植林後の植生回復
小屋

５種

川 ５種

５種 ５種

５種

５種

５種

ギャラリー・フォ
レスト（植林地）
から種が運ばれ、
周辺の植生が回復

おまけ：追加の植樹
小屋

川

追加として適当にバラバ
ラと木を植えていっても
いい（本数や場所には特
にこだわらない。できる
範囲での追加）



2016年度ウータン活動一覧表
活動 担当（コア） 関係者（サブ） 2016年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1月 2月 3月

ファンドレイズ
地球環境基金 石崎、西岡 近藤
地球環境日本基金 西岡、近藤、石崎
真如苑／協議会 石崎、武田、近藤、西岡 奥村、井下、笠原、神前
火災対策費用募金 石崎、近藤、井下 藤原、西岡

消防ホース＆ポンプ 石崎、西岡、近藤、武
田、藤原、加納 神前、米澤、井下、前川

JICA 西岡
イオン 武田、西岡、石崎、近藤 神前
イベント

パーム油学習会 （講師）鈴木さん、神
前、笠原

スタツア説明会 西岡、近藤、武田
エコツアー 石崎、近藤 神前、武田、西岡
現地訪問の受け入れ 近藤 石崎、西岡
ワールドエキスポ
現地報告会 武田、石崎、神前、藤原
豊中市環境展 井下、武田
ワンフェス（ブース）
キャラバン（ワンフェ
スのプログラム含む）

石崎、橋本、大谷、武
田、近藤、西岡

外部セミナー・会議等 への参加
伊勢志摩サミット 石崎、加納
持続可能な消費ネット
RSPO 石崎、武田
ITTO 西岡
ワンフェス for Youth 石崎
環境省とNGOの意見
交換会 石崎

消費から持続可能な社
会をつくる市民ネット
ワーク（幹事団体）

石崎

講演・WS・取材等の 受託
毎日新聞取材 石崎
みのおFM電話インタ
ビュー

石崎

関学経済学部 石崎
近畿の環境団体情報交
流会 石崎

エコネットカフェ 石崎
龍谷大学 石崎
JICAセミナー 石崎
コープこうべ 石崎
シニア自然学校 石崎
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成講座 武田
あどぼの放課後 武田、近藤 石崎、中井さん
南港桜小学校出張授業 武田 石崎
常盤会学園出張授業 武田 石崎
三条ラジオカフェ出演 武田、石崎
コミュニケーション
会報誌 米澤
ウェブサイト 加納、橋本
ドキュメンタリー作成 石崎、中井さん 武田、近藤
サイボウズ導入 加納
運営

総会 武田、近藤、西岡、石崎 藤原、井下、神前、加
納、橋本

会計（助成金以外） 井下
研修・セミナー等参加
JICA事業マネジメント
研修 武田

アブラヤシ研究会 石崎、武田、近藤、笠原

 2


