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エコメイト養成講座を受講するためには、事前説明会への参加が必須です。

●説明会申込方法  電話・FAX・メール・ホームページ・来館にて 氏名・ご連絡先・ご希望の日程 をお伝えください。
●申込締切  各回当日朝9：30まで　　　●会場  京エコロジーセンター　　＊申込先は最終面をご覧ください。

エコメイト22期  募集開始
エコメイトの
詳細は
中面へ

環境ボランティア活動に関心がある18歳以上の方

京エコロジーセンター

まずは事前説明会にお越しください！ 各回90分を予定

❶11月 6 日（土）  10:00
❷11月12日（金）  10:00
❸11月21日（日）  10:00
❹11月27日（土）  14:00

❺12月 1 日（水）  10:00
❻12月 5 日（日）  14:00
❼12月12日（日）  14:00
❽12月15日（水）  14:00

事前
説明会
日程

＊新型コロナウイルスの感染拡大
の状況によって、開催を中止・
変更とする場合があります。
また、参加される人数を把握する
ため、事前申し込みにご協力を
お願いします。

「藤森駅」下車
西へ徒歩約5分

105・南5・臨南5・南8「青少年科学センター前」下車
南へ徒歩約2分

「竹田駅」下車
東へ徒歩約12分

駐車場はありません！
公共交通機関でお越しください。アクセスのご案内 京阪

電車
地下鉄
近鉄 市バス

開館時間 午前9時～午後9時（1・2F展示は午後5時まで）
休 館 日 毎週木曜日（祝日の場合は翌平日）・12/28～ 1/3
住　　所 〒612-0031 京都市伏見区深草池ノ内町13番地

消費ばかりしている
自分の生活に疑問を抱き
エコメイトに応募しました。
現在はエコセンで学んだ事を
活かして、ごみを減らす工夫を
しています！
エコセンで一緒に楽しく活動を
始めませんか？
　　　　　　 （40代・女性）

昔から環境問題に興味があり、
大学などで多少は勉強して
きましたが、仕事では環境や
エコに関わる機会があまりない
ので、エコセンで活動しています。
思いを同じくする仲間がたくさん
いて、知識や経験が少なくても
大丈夫です！
皆さん気軽に応募してくださいね。
　　　　　　　  （30代・男性）

地球温暖化の問題が日々、
深刻になる中で環境問題に
関心を抱くようになりました。
エコセンでのボランティア活動を
通じて、来館者の皆さんと一緒に
家庭からできる取組について
考えています。
学ぶ事の多い活動です。
　　　　　　（60代・女性）

皆さんこんにちは！環境ボランティア担当スタッフです。
ボランティア活動が初めての方や
活動が不安・心配な方も
私たちにお任せください。
私たちが皆さんを
サポートいたします。
たくさんのご応募
お待ちしております！

養成講座の詳細は
中面をチェック！
養成講座の詳細は
中面をチェック！

2021年11月1日（月）～12月27日（月）

「エコメイト」として一緒にエコセンを盛り上げてくれる方、環境問題に興味のある方こんな方に
おススメ

お問い合わせ

TEL 075（641）0911
Mail boshu@miyako-eco.jp

FAX 075（641）0912

https://www.miyako-eco.jp/ https://www.facebook.com/miyakoeco
毎月のイベント情報はHPで随時更新！ 公式　　　　　　　　でも発信中！

環境ボランティア募集環境ボランティア募集
～やってみよう！ 環境ボランティア～～やってみよう！ 環境ボランティア～

スタッフの声

募集期間

対　象

活動場所 2022年4月～3年間活動開始
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実習をしたり…

先輩の話を聞いたり…

エコメイト養成講座とは？

養成講座の
参加申込方法は
事前説明会にて
お伝えします。

環境学習プログラム きほんのき
環境学習プログラムについて理解し、実際に体験し
ます。

第 4 回第 4 回
1月29日（土）
10:00～ 16:00

展示・コミュニケーション きほんのき
京エコロジーセンターの展示やその解説方法を体験
し、そこでの場づくりやコミュニケーションを学びます。

第 3 回第 3 回
1月23日（日）
10:00～ 12:30

これまでの講座のふりかえり＆
登録説明会
これまでの講座をふりかえって学びを整理するととも
に、わからないことや不安・疑問を解消して、4月から
の活動に向けてやる気を高めます。

第 6 回第 6 回
3月6日（日）
10:00～ 12:30

環境問題 きほんのき
環境問題の現状について基本的な内容を学び、環境
にやさしい暮らしに向けて自分たちに何ができるか
考えます。

第 2 回第 2 回
1月15日（土）
10:00～ 12:30

京エコロジーセンター・ボランティア
きほんのき
京エコロジーセンター及び、ボランティア活動について
理解を深めます。また、一緒に学び活動していく仲間と
の関係性づくりを行います。

第 1 回第 1 回
1月9日（日）
10:00～ 12:30

※上記の講座以外に、オンデマンド配信にて受講頂く研修内容があります。詳細は各回で
お知らせいたします。

※すべての回への参加が基本 となりますが、難しい場合はご相談ください。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては上記スケジュールやオンラインへの変更の
可能性があります。ご了承ください。

講義を聞いたり…

1997年12月に開催された地球温暖化防止京都会議（COP3）の開催を記念
して設立された京都市の環境学習施設です。地球温暖化問題から身近な
ごみ問題まで幅広いテーマにわたる環境学習・環境活動の拠点として、
多くの市民に活用されています。

京エコロジーセンターとは？

京エコロジーセンターで活動する環境ボランティアの呼称です。来館者への展示解説や環境学習プログラムの実施、また
イベントの企画から実施を通して、環境にやさしい暮らしを広める活動をします。学生や社会人、シニアなど幅広い世代の
方々が活躍中です。

エコメイトとは？

年に数回エコメイトが
集まる機会を設け、活
動する上での不安・疑
問を解消しています。

交流
様々なテーマ
の研修を行い、
エコメイトの
活動に活かし
ます。

研修

興味関心の合うメンバーでグループ
を作って活動します。（イベント・ブー
ス出展・勉強会など）

エコメイトってどんな活動をしているの？
エコメイトの活動は「ガイド活動」「グループ活動」「サポート活動」の3種類です。

グループ活動
展示の解説や環境学習プログラムの
実施を通じて、来館者とともに環境に
ついて考えます。

ガイド活動
館内外のイベント等をサポートします。

サポート活動

実習オリエンテーション
先輩ボランティアと一緒に、実際のボランティア活動
を体験します。

第 5 回第 5 回
2月 9日（水）
もしくは
2月12日（土）
10:00～ 12:30
どちらかに参加

●実習期間●
第5回講座終了後～3月5日（土）
※上記期間のご都合の良い日程にご参加ください。

活動を充実させるために活動を充実させるために

よくある質問 Q Ａ＆

その他、気になる点はお気軽にお問い合わせ下さい‼

　2021年4月現在
エコメイト登録者は
48名です。

Ａ
Q 1 エコメイトは

何人いるの？

　3年間です。任期終了後は「京エコサポーター」
として登録し、エコメイトやセンターをサポート
していくことができます。（2021年4月現在の京
エコサポーター登録者は169名です。）

Ａ
Q 2 エコメイトの活動期間って

どれくらい？

　月に2回以上の
館内ガイド活動を
お願いしています。

Ａ
Q 3 エコメイトの

活動頻度って
どれくらい？




