
ブース
番号

出展者 出展タイトル 出展概要

A-1
ＮＰＯ法人全国商店街まち
づくり実行委員会

アトム通貨で「ガラスの地球を救
え！」

ブースではアトム通貨のエコ活動紹介、ステージでは紙
芝居上演と環境クイズを予定。
また、エコアンケートに答えるか、エコキャップを持参さ
れた方にアトム通貨を進呈。

A-2
特定非営利活動法人　学校
マルチメディアネットワーク
支援センター

全国高校生エコ・アクション・プロ
ジェクト

「環境を知る」　「環境へアクションする」という2つの
フェーズで展開する。高校生が主役の "全国高校生エ
コ・アクション・プロジェクト" の活動紹介を行います。

A-3
世界の医療団　（特定非営
利活動法人　メドゥサン
デュ　モンド　ジャポン）

私たちはあらゆる病と闘います。

コンゴ　タンガニカ地域で、感染症の根絶をめざし、『世
界の医療団』が展開している「安全な水環境提供のため
の工事」を含めた、地域医療の質の向上をめざす支援
活動の紹介。

A-4
ＮＰＯ法人　全国木材資源リ
サイクル協会連合会

木材資源のリサイクルで資源循環
型社会を

廃木材から製造された木質チップは、多くの用途に活用
されています。
今後ますます拡大する需要に応えるため、林地残材等、
未利用資源の活用について、ともに考えましょう。

A-5
内閣府認証ＮＰＯ法人　国
際箸文化協会

折れたバット再利用のｍｙ箸づくり
体験とお箸「かっとばし!!」の即売

折れたバットを再利用して自分だけの手の大きさに合わ
せて作る「ｍｙ箸づくり」が体験できます。
又、合成塗料でない漆塗りの携帯用の持ち歩き箸、折
れたバット再利用のかっとばし!!他グッズ類の即売をして
います。

A-6
ＮＰＯ　特定非営利活動法
人　再生舎

環境再生事業　『彩の国　さいたま
市からスタート』

2000年
地球環境歴史の分岐点
『自然の理にかなったリサイクルシステム』
のご提供。

A-7
特定非営利活動法人　活木
活木（いきいき）森ネット
ワーク

木づかい運動

ＣＯ２を吸収する元気な森林づくりのために、私たちがで
きるエコ活動「国産材製品を生活に取り入れる」＝「木づ
かい運動」を、パネル等で説明。国産材製品の販売も行
います。

A-8 動夢企画 環境と手紙文化の保護を目指して

再利用できる環境に優しい封筒、リユース封筒『夢～る』
を紹介・展示・販売いたします。
廃棄物をリメイクした手作りエコ雑貨やアクセサリーも販
売いたします。

A-9
日本ソーラークッキング協
会

太陽ってすばらしい！自然の恵み
でエコ生活

普段の電気やガスを使う調理と違い、ソーラークッキン
グは、二酸化炭素（CO2）の排出がありません。
ソーラークッキングで、ゆったりした心豊かな時間を過ご
しませんか？

A-10
特定非営利活動法人 日本
チョウ類保全協会

チョウ（蝶）は自然環境のバロメー
ター

日本には約240種類のチョウ類がいます。その中の68種
ものチョウが絶滅の危機にさらされています。
なぜ？どうしたら絶滅から守っていけるの？私たちと一
緒に考えてみませんか？

A-11 横浜LCA環境教育研究会
かばんの中でも温暖化!?　―キミ
の力で地球を救え

地球温暖化の原因、二酸化炭素（CO2）は、誰もが使う
モノの一生、つまりモノを作るとき、運ぶとき、リサイクル
するときも出ています。
YLCA.Labのブースでは、あなたが持ってきたかばんの
中のもののCO2を調べてみましょう。

A-12 ３Ｒ活動推進フォーラム
３Ｒは暮らしの原点、未来の視点、
出来ることからはじめよう。

３Ｒを中心とした循環型社会の構築に向けて、パネル展
示、３Ｒ関連資料及びグッズの配布、３Ｒクイズを実施し
て、３Ｒを学ぶ機会の提供を行う者。なお、対象は、小学
生から社会人まで幅広く対応する。

A-13
特定非営利活動法人 オッ
クスファム・ジャパン

For Changeのために！
貧困を生み出す状況を変える（For Change）為に活動す
る国際協力団体オックスファムの活動を通して、気候変
動が貧困層に与える影響などを紹介します。

参加団体の出展概要（ＮＧＯ／ＮＰＯ）



A-14
地球環境パートナーシップ
プラザ(GEOC)

やってみよう ！環境ボランティア
環境に関するボランティア活動のパネル展示やNGOに
よるボランティア求人情報、ボランティア活動相談、パー
トナーシップに関する情報、についてご紹介します。

A-15
特定非営利活動法人　地中
熱利用促進協会

未利用エネルギー「地中熱」
「地中熱」は日本全国どこでも、あなたの足元にありま
す。環境負荷が小さく、未利用の再生可能エネルギー｢
地中熱｣をご紹介します。

A-16
シャプラニール＝市民によ
る海外協力の会

ステナイ生活でエコライフ！
本、CD、使用済切手書き損じはがきなど捨ててしまうも
のでできる海外協力「ステナイ生活」の紹介、古本の販
売。環境にやさしいフェアトレード商品の紹介、販売。

A-17
チーム　ピース　チャレン
ジャー

インドの村や農園で作ったエコロ
ジー製品

環境保全に取り組むインド農園のコーヒー・紅茶、と全て
大地に還る１００％コットン、ウール、シルク製品の紹介。
マイカップ、マイバッグ持参の方には、キャッシュバック。

A-18
特定非営利活動法人　アジ
ア植林友好協会

～地球のクーラー～熱帯雨林を再
生しよう！

熱帯雨林の破壊の現状やインドネシアにおける植林活
動の紹介を中心としたパネル展示と、植林活動につなが
るグッズの販売を行っています！

A-19

特定非営利活動法人 ボル
ネオ オランウータン サバ
イバル ファンデーション日
本

オランウータンの森を守ろう！
熱帯雨林の破壊の現状やオランウータンの保護活動の
紹介を中心としたパネル展示と、グッズの販売やトラスト
基金の募集を行っています！

A-20
ワンダーアイズプロジェクト
WONDER EYES PROJECT

スマトラの森 SUMATRA FOREST

インドネシア・スマトラ島の生物多様性豊かな森、激減し
ている森の状況、絶滅の危機にある動物たち、現地の
人々の暮らしなどをパネル展示で紹介します（関連資料
配布）。

A-21
ＮＰＯ法人　トラ・ゾウ保護基
金

野生動物が自然に生きられる地球
に・・

トラやゾウが自然に生きられる世界は、数知れぬ野生の
生きものたちにも安定した世界です。野生動物の保護は
生物多様性の保全と私たちの豊かな自然環境を守るこ
とにもなります。

A-22
特定非営利活動法人　気象
キャスターネットワーク

実験で体験！お天気と地球環境
身近な天気を通じて、地球環境や温暖化問題を実験や
クイズラリーで楽しく学びます。また、私たちが全国各地
で行っている小学校環境授業の様子を紹介します。

A-23 全国牛乳容器環境協議会
知って良かった、牛乳パックのリサ
イクル！

牛乳パックの原料となる森林の管理、牛乳パックができ
るまで、牛乳パックの特長、リサイクルによる環境負荷
の軽減などをパネルで紹介。
手すきはがきや工作づくりの体験。

A-24
特定非営利活動法人　生
活・福祉　環境づくり２１

目指せ！100万人のエコピープル
「環境社会検定試験®(eco検定)」では、幅広い知識をも
ち社会で率先して環境問題に取り組む“人づくり”と「持
続可能な社会」の創出を目指しています。

A-25
「湿地の恵み展～ラムサー
ル条約湿地の観光と物産」
実行委員会

湿地の恵み展～ラムサール条約
湿地の観光と物産

ラムサール条約って何だろう？国内37ヶ所のラムサール
条約湿地を中心に、湿地が与えてくれる豊かな恵み（物
産、観光、行事、文化、湿地の楽しみ方など）を紹介しま
す。

A-26 手づくり掘り出しもの市の会 モノを創るチカラ×エコなキモチ
「もったいない」と「ものづくり」をテーマに、「長く、大切
に」使える世界にひとつだけの環境にやさしい手作り作
品の販売や体験型ワークショップのブースです。

A-27 コーラル・ネットワーク
サンゴ礁の海にすむ生き物と遊ん
でみよう！

生物多様性が最も豊かな生態系の一つであるサンゴ
礁。私たちが日々の生活でその保全のためにできること
を紹介。また、海の生き物にふれる親子向けワーク
ショップを実施。

A-28
フィリピン支援ＮＧＯハロハ
ロの会

カラフル＆リサイクル～南国の香と
ともに～

南国のジュースの香りがほのか残るリサイクルポーチ。
現地のお母さんたちの就業支援のため、ジュースパック
を集め製作しています。当会の活動を合わせてお伝えし
ます。



A-29
森のライフスタイル研究所
＋久米繊維工業

私達の未来に大切な森のあり方を
考えよう！

本来森の持つパワーをどうすれば発揮できるか！一緒
に楽しみながら学んでみよう！
間伐材の有効活用や生物多様性についても自然のサイ
クルをわかりやすく伝えていきます。

A-30 かわうそドットコム
洗濯に純石鹸を使うだけで毎日が
エコ日和

河の環境悪化で消えつつあるかわうそが再び戻って来
てドットコムよう願いをこめて名前をつけました。醤油の
油で作った洗濯石鹸を計り売りしたり、沖縄久米島産、
幻の泡盛やもずくも販売します。

A-31
NPO法人 くまもと温暖化対
策センター

愛する地球のためにがんばるぞー
熊本県の地球温暖化防止活動推進員（松本憲一さん）
のエコソング演奏やエコグッズプレゼント及び写真撮影
会を通した子供たちとの触れ合いコーナー。

A-32
NPO法人　ドギーバッグ普
及委員会

食べものの『モッタイナイ』をなくそ
う！

どうしても食べきれなかった料理はドギーバッグで持ち
帰り、最後までおいしく食べる。ドギーバッグで食べもの
の『モッタイナイ』をなくそう！全ての人がおいしい食事の
できる世の中へ！

A-33
特定非営利活動法人　太陽
光発電所ネットワーク

賢く太陽光発電を利用する　“はじ
めの一歩は”

｢学ぶ」「知る」「発信する」発電所長が全国ネットで情報
発信。
太陽光発電の大量普及時代がはじまります。太陽光発
電をよく知り賢く使いましょう。

A-34
国際環境NGO
FoE Japan

水Ｄｏ！キャンペーン
―水道水でいこう

水Ｄｏ！（スイ・ドゥ）は、使い捨て容器に入った飲み物で
はなく、水道水を選ぶことで、ＣＯ２、ごみ、そして社会的
なコストを削減しようと呼びかかけるキャンペーンです。


