
京エコロジーセンターってどんなところ？ 京エコロジーセンターってどんなところ？ 

FAX番号：075-641-0912FAX番号：075-641-0912

平成26年度エコメイト養成受講申込用紙

■ 氏名

■ ふりがな

 ■ 年齢

歳満

月 日 時〜

※この個人情報は、本講座の連絡・事務作業以外には使用しません。

■ FAX

■ E-mail

■ TEL

■ 職業（勤務先・学校名）等■ 連絡先住所　〒（　　　　-　　　　　）

■ 参加した事前説明会の日時■ 申込みの動機

 申 込 方 法
事前説明会に参加した上で下記の必要事項を記入し

郵送・電話・FAX・Eメール・持参で、11月15日（土）までにお申し込みください。

切り取り線

FAXの場合は切り取らずそのまま送信してください。

定員40名（先着順）

京エコロジーセンター（略称エコセン）は、1997年12月
に開催された地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）を記念
して2002年に開館しました。地球温暖化防止問題や
身近なごみ問題を中心に、環境学習・環境保全活動の拠点
として、多くの市民の方に活用いただいています。

皆様のお越しを

お待ちしております！

図書コーナーもあります！図書コーナーもあります！
おやこ向け、おとな向けに、楽しみな
がら環境問題を考えるイベントを
行っています。

見学の受け入れ見学の受け入れ 環境イベント環境イベント
見て、聞いて、納得見て、聞いて、納得 大人から子どもま

で楽しめる
大人から子どもま

で楽しめる

職員と環境ボランティア「エコメイ
ト」が展示の解説をはじめ、環境学習
プログラムを提供しています。

会場・お問合せ会場・お問合せ

京都駅京都駅 竹田駅竹田駅京都駅京都駅 竹田駅竹田駅 京都駅 京都駅竹田駅 竹田駅 祇園四条駅祇園四条駅藤森駅藤森駅

京都駅から約20分！京都駅から約20分！ 京阪祇園四条駅から約16分！京阪祇園四条駅から約16分！

京エコロジーセンター京エコロジーセンター

●「青少年科学センター・京エコロジーセンター前」

バスバス 南5・南8・臨南5 下車南へ

100m

徒歩12分 徒歩5分 京阪電車で約11分

地下鉄烏丸線で約7分

近 鉄 京 都 線 で約7分

駐車場はありません

検索検索京エコロジーセンター京エコロジーセンター

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、12月26日〜1月4日

住所 〒612-0031京都市伏見区深草池ノ内町13　TEL 075 (641) 0911

FAX 075 (641) 0912　ホームページ http://www.miyako-eco.jp/

携帯サイト
http://www.miyako-eco.jp/m/

公共交通機関で
お越しください。

入館無料 ごみは各自で
お持ち帰りください。

（指定管理者：公益財団法人京都市環境保全活動推進協会）

来館者１００万人突破！

事前説明会事前説明会
京エコロジーセンターやエコメイトについて、詳しくご説明します。
以下の日程のうち、ご都合のよい日時にご参加ください。（申込不要）

「エコメイト」って？「エコメイト」って？

■ 9月16日（火）①14:00～ / ②19:00～

■ 9月28日（日）①10:00～ / ②14:00～

■ 10月 3 日（金）①10:00～ / ②14:00～

■ 10月11日（土）①14:00～ / ②19:00～

■ 10月20日（月）①14:00～ / ②19:00～

■ 10月25日（土）①10:00～ / ②14:00～

■ 11月 2 日（日）①14:00～ / ②19:00～

■ 11月12日（水）①10:00～ / ②14:00～

京エコロジーセンターで活動する環境ボランテ

ィアです。お客様への展示解説、環境学習プロ

グラムやイベントの企画・実施を通じて、環境

に配慮した暮らしを広める活動をします。

学生や社会人、主婦、シニ

アなど幅広い世代の方々

が活躍中です。

どうやったらエコメイトになれるの？どうやったらエコメイトになれるの？
環境ボランティア活動に関心をお持ちの１８歳以

上の方であればどなたでもＯＫです！まずは以下

の日程で実施する事前説明会にご参加下さい。

その後、養成講座を受講していただき、活動に

必要な知識や技術を学んだあと、エコメイトと

して登録していただきます。

京エコロジーセンターでは、次年度から活動する「エコメイト１5期生」を募集します！京エコロジーセンターでは、次年度から活動する「エコメイト１5期生」を募集します！
平成26年9月15日（月・祝）～11月15日（土） 募集期間募集期間

※ 講座内容については中面をご覧ください

会場は全て京エコロジーセンター、所要時間は各回1時間程度を予定しています。

募集中募集中

環境
ボラ
ンテ
ィア

はじめ
ません

か？
「エコメイト」「エコメイト」京エコロジーセンター 

環 境 ボランティア
京エコロジーセンター 
環 境 ボランティア



■ 講座コーディネーター 
　 川島憲志 氏（フリーランス）　岩木啓子 氏（ライフデザイン研究所FLAP）　大滝あや 氏（環境教育事務所Tao舎）

養成講座　（計6回）

参加者全員、またはグループでのワークなど、わいわいがやがや楽しい雰囲気の参加体験型で進めます。

以上、全日程の参加が基本となります。会場はいずれも京エコロジーセンターです。

「エコメイト」ってどんな活動をしてるの？「エコメイト」ってどんな活動をしてるの？ エコメイトになるには？エコメイトになるには？

ボランティアとしてのエコメイトの活動について
理解を深めるとともに、一緒に学び活動していく仲間として
ふさわしい関係づくりを行います。

ボランティア事始め第１回

12月7日 (日)
10：00～16：30  

学習・活動のグループ当事者、
あるいはグループ学習・活動の場を提供する
役割として必要なグループ運営のポイントを学びます。

 学習・活動グループ運営きほんのき第２回

12月20日 (土)
10：00～16：30  

環境問題の現状や暮らしと環境の関わりについての
基本的な内容を学びます。　

環境問題きほんのき第３回

1月18日 (日)
10：00～16：30  

参加体験型の環境学習メニューを体験し、
そこでの学習のメカニズムやそうした場をつくり、
まわす際に必要な理論を学びます。

環境学習きほんのき第４回

1月31日 (土)
10：00～16：30  

これまでの講座をふりかえり、
学びを整理するとともに、不明・不安な点を明らかにし、
今後の活動に向けてやる気を高めます。

これからのエコメイト活動に向けて ＆ 登録説明会第６回

3月15日 (日)
13:00～16:30

センターの展示を用いた環境学習の
メニューをつくり・まわす体験を通して、
現場実感・役割理解・実践力アップを図ります。

環境学習の場をつくり・まわすきほんのき第５回

2月14日 (土)・15日 (日) 
（２日連続）10：00～16：30  Q&AQ&A

エコメイトって何人くらいいるの？Ｑ

A
現在、活動されている方は42名です。
大学生から主婦の方、また京都市外に住んでおられる方等、
年齢から経歴まで実に様々な方が活躍されています。

環境問題についてよく知らないのですが、それでもエコメイトになれますか？Ｑ

A
すでに活躍されている方も、最初から環境問題に詳しい方ばかりではありません。
知識は、研修や仲間との情報交換の中で得ることができます。
環境問題について、「何かしたい」という気持ちがあれば大丈夫です。

エコメイトの活動頻度ってどれくらい？Ｑ

A
それぞれの仕事やライフスタイルに応じて活動をしていただけます。
毎週案内活動に参加される方もいれば、月に数回という方もいらっしゃいます。ご自身のペースで活動ください。

※講座開催期間中、先輩エコメイトと一緒に、案内活動の体験やグループ活動の見学を予定しています。

グ
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プ活
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ベ
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活
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より活
発にするために

様々なテーマの研修
や、

ボランティア同士の
交流

イベントなどを行って
います。

様々なテーマに沿っ
て、

グループごとに活動
します。

館内外のイベント（ブ
ース出展

等を含む）のサポート
をします。

展示の解説を通じて
、お客様と

環境について考えま
す。

案
内活

動エコメイトは、環境にやさしい暮らし方

をお客様と一緒に考え、それを広

める活動をしています。

具体的には、「案内活動」を中

心に、「グループ活動」「イベン

ト・出展サポート活動」を行っ

ています。

エコメイトの任期は最長3年です。3年

間のエコメイト活動で培った経験やスキ

ルを活かし、エコメイト修了後、それぞれ

の地域において環境活動を広めていただ

くことを期待しています。エコメイトの3年間

やエコメイト修了後の活動をより良くするために、環境

問題や環境学習に関する様々なテーマの研修などを行っています。


