
モンベルショップで
1万円（税抜き）商品を

購⼊した場合

モンベルクラブ会員に
5∼9％（500∼900Pt）加算

さらにモンベルから
JEEFへ3％（300Pt）寄付

年会費

1500円

頂いた寄付は、⽇常で不安やストレスを抱える⼈たちが
“ほっとできる”⾃然体験や環境教育の中で活⽤します。

アウトドア総合ブランド「モンベル」のモンベルクラブに⼊会し
【JEEFサポートカード】をお選びいただくとモンベルでお買い物の際に
ご⾃分への会員特典に加え、モンベルからJEEFへも寄付されます

【お申込みにあたり】
・新規で作成いただく⽅は、⼊会⼿続き後にモンベルクラブ事務局よりメンバーズカードと振込⽤紙をお送りします。
・すでにモンベルクラブ会員の⽅は、年会費の⽀払い更新時に切替えると⼿数料（300円）分がお得になります。
（※更新時以外のタイミングで切り替えると300円もしくは 300Ptが必要です） JEEFサポートカードのお申し込み

モンベルは、
⽇本環境教育フォーラムを
サポートします



トヨタ 白川郷

森の達人といく
ガイドウォーク
森の達人といく
ガイドウォーク

タトヨタトヨタ





ZERO PC 公式サイト

企業から回収したパソコンを再生して２つの課題に取り組みます。

【難民の雇用】
再生の過程では、紛争や迫害から
安全を求めて母国から逃れてきた
難民を雇用しています。

【環境負荷を削減】
日本では年間約300万台のパソコンが
捨てられています。資源の無駄使いを
なくし、新品製造と比べて約90％の
CO2を減らします。

環境負荷ゼロ、難民ゼロをめざす
エシカルパソコンエシカルパソコン

ZERO PC を購入すると、購入金額の 3%
（毎月 21 日、キャンペーン月は 5%）を

NPO に寄付することができるプロジェクト。

JEEF も寄付先団体です！

想うプロジェクト 検索

想うプロジェクト

TEL：050-5328-8187

提供元：ピープルポート株式会社
神奈川県横浜市港北区菊名 6-14-7

LINE の友達登録はこちら▶

mail：zeropc_shop@peopleport.jp

32,780

ZERO PC 検索

円～
（税込）
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特集執筆頂いた土の研究者・藤井一至さん。10 月
に市民のための環境公開講座にご登壇頂いたり、TV
出演されたり！著書も拝読し、土の奥深さに惹かれてい
ます。森由美さんとは初めてお会いしたのが 20 年以上
前。今回本業である「やきもの」の原稿を依頼するこ
とが出来て感無量です。お二方とも、ご多忙の中入稿
いただき心より感謝申し上げます。

モンベルサポートカード紹介ページを初めてオンライ
ンデザインツール・canva で制作しました。（なんて便
利にサクサク作れるツール！と驚きました）モンベ
ルでのお買い物で、JEEFとつながってください☆

今回の冬号では、「土」というシンプルなテーマの中で

特集を組みましたが、土壌教育（福田さん）、土地の利

活用（山川さん）、うどん発電（尾嵜さん）というトピッ

クで話が広がりました。様々な視点からお話を伺い、考

え方やアプローチの仕方は本当にたくさんあるんだなと

感嘆しました。
「Think globally, Act locally」という言葉があります

が、この「土」のはなしを読んで、皆様の生活のすぐそ

ばにある「土」が次の未来へつながる１つになると嬉し

いです。

文字数の関係で本編には乗り切らなかったエピ
ソードや執筆者とのやり取りで印象的だったことなど、
地球のこども編集チームが制作の裏側をちょっとだけ
紹介します。編集後記編集後記

地球のこどものバックナンバーを
WEBでご覧いただけます。

https://www.jeef.or.jp/child/

以前から気になっていた「土」について思い切って

特集を組んでみた今号。いろいろな切り口がある中か

ら、農業のようなメジャーなテーマはあえて外してト

ピックを組んでみましたが、それでも絞り込むのが難

しく、「酒造り」「美容」「コンポスト」などボツにした

ものの中にも深堀りしてみたいトピックがありました。

食糧危機や気候変動の問題とも深いつながりをも

つ土。街で生活していると建物やアスファルトの下に

隠れてしまい見えなくなってしまっていますが、改め

てわたしたちの暮らしは土に支えられているのだと感

じました。 鴨川 光

山口 泰昌

「左官」の職人、カッコイイ！
しか知らなかった世界、伝統が実はサステナブルで、海外にも注目されているなんて。カッコよくて、面白い！「自然学校の台所」の大杉谷自然学校は、学生の頃にボランティアで訪れたことがあります。自然を” 全身でまるごと感じる”、私があの鮎の味を忘れられないのはこのためなんだなと思いました。「環境教育人を訪ねて」の森田さんは、JEEF 主催の清里ミーティングで彼女が学生ボランティアとして参加してくれたのが出会いでした。当時もしっかり者の印象でしたが、インタビューを通してその成長を垣間見ることができて嬉しかったです。

今回新理事・監事就任のあいさつを担当しました。今年から４名の方々が JEEF に新しく関わってくださっています。新しい理事の方は、大学であったり、民間企業であったりと、ご職業も環境への関わり方も様々です。そういった多様な方々のお力添えをいただくことにより、JEEF がさらにパワーアップしていくと思っています！！
また、「自然歩道をゆく」も担当しました。今回ご紹介いただいた道はどこを切り取っても美しい場所ばかりで、私も東北に行く機会があれば是非歩いてみたい自然歩道です。東北に行く理由ができてしまいました。楽しみです！

垂水 恵美子

吹留 純子

加藤 有美恵



CHILDREN OF THE EARTH

公益社団法人日本環境教育フォーラム ニュースレター
Japan Environmental Education Forum ： ＪＥＥＦ（ジーフ）

地球のこども

会員になる会員になる
https://www.jeef.or.jp/joinus/

機関誌「地球のこども」年 2 回お届け・JEEF 主催事業割引・
メルマガへの情報掲載など特典があります。

• 普通会員　年会費 6,000 円
• 学生会員　年会費 3,000 円
• 団体普通会員　年会費 20,000 円　入会金 10,000 円
• 賛助会員　年会費　一口 100,000 円

寄付についてのご相談は、お気軽に担当までご連絡ください。

　　 寄付担当 吹留（ひいどめ）、加藤超大
電話：03-5834-2897　メール：kifu@jeef.or.jp

メルカリの売り上げを寄付するメルカリの売り上げを寄付する
https://www.mercari.com/jp/help_center/article/978/

フリマアプリ「メルカリ」の売上金
（メルペイ）を循環型社会に普及す
る団体へ寄付する仕組み「メルカリ
寄付」。JEEF は寄付先団体に選出
されています。

感謝を伝え、未来を創る
JEEFは30周年を迎え、「誰ひとり取り残さない環境教育」を目指
して体験の場を増やし、新しい挑戦を続けています。

かけがえのないこの地球で、次の世代も心豊かに、笑顔で暮らし
ていけるように。ご寄付・入会していただくことで、より多くの
人々に環境教育を提供できます。

寄付をする寄付をする
https://www.jeef.or.jp/joinus/#tab02

Giving December　寄付月間 2022
～欲しい未来へ、寄付を贈ろう～

JEEF は寄付月間（Giving December）の理念に賛同し、パー
トナーとして参加しています。
「誰ひとり取り残さない環境教育」をテーマに、日常で不安や

ストレスを抱えている人たちが “ほっとできる” ような自然体験
や環境教育の場を作っていきます。

たとえば・・・
★ 自然の中に出かける機会が少ない子ども

たちに向けた、身近な自然を感じる環境
教育プログラムの提供。

★ 社会生活を営むうえで困難や心配を抱え
る方々に向けた、自然の魅力・癒しを体
感できる環境教育の推進。

一般寄付
クレジットカード・銀行振り込み・郵便振替でうけたまわります。

マンスリー寄付
クレジットカードで毎月同じ額を寄付する仕組みです。

2,000 円以上頂いた方に SDGｓバッジを、5,000 円以上頂
いた方にはオリジナル野帳もプレゼント！

エシカルパソコンを購入するエシカルパソコンを購入する
https://zeropc.jp/

「ピープルポート」が製造・販売する、環境負荷ゼロを目指す
エシカルパソコン「ZERO PC」。廃棄されたパソコンを修理・再
生し、販売しています。製
造過程で難民支援も行なっ
ています。売上の 3％ ( 毎月
21 日は 5％ ) が JEEF に寄
付されます。

JEEFのモンベルサポートカードでJEEFのモンベルサポートカードで
買い物をする買い物をする

https://club.montbell.jp/aboutcard/other/
アウトドア総合ブランド「モンベル」

の JEEF サポートカードができました。
モンベルクラブ（年会費 1,500 円）
に入会し、サポート団体として JEEF
を選択いただくと、ご自分への 5 ～
9％ポイント付与に加え、JEEF に 3％
のポイントが付与される仕組みです。
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