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（50 音順）

（代表中学校 高岡市立南星中学校）
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株式会社
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（ＹＫＫ株式会社 /
ＹＫＫ ＡＰ株式会社）

花王株式会社

環の会

楽 しい コンテンツ も いっぱ い！
う
視よ

!
カターレ富山

富山グラウジーズ

富山 GRN サンダーバーズ

▶選手からのメッセージ動画です。

▶選手からのメッセージ動画です。

▶選手からのメッセージ動画です。

カターレ富山ダンスチーム

富山グラウジーズ専属ダンスチーム

ピエロのパットくん・
シャボン玉おじさんナナイロさん

Leap-blue

G.O.W

▶自宅で楽しめるマジックや
シャボン玉の作り方を
パットくんと
ナナイロさんが
紹介します。

▶パフォーマンス & メッセージ動画です。

環境先端県とやま
PR 動画

▶パフォーマンス & メッセージ動画です。

うんこ先生の
環境特別授業

立川志の輔さん

う
学ぼ

メッセージ

中村 瑞生さん

!
エシカル消費を
はじめましょう !
▶ SDGs 時代における
持続可能な経営と
エシカル消費について
わかりやすく
ご説明します。

よ
参 加し

2020 ミス・アース・ジャパン
富山代表からの

う!

ニューエコライフ
実践アイデアコンテスト

▶富山県が募集したニューエコライフ
実践アイデアコンテストに、たくさ
んのアイデアが寄せられました。そ
の中からあなたの投票をもとに最優
秀賞を決定します。これは！ と思
うアイデアに投票してください！！

食品ロス削減レシピ

SDGs 理解／環境保全促進
トップセミナー

▶地 元の隠れた名店から寄せられた、自宅
で楽しめるエコなレシピを紹介します。

▶企 業が SDGs に取り組む意義などについ
て説明したセミナーの動画です。

プレゼントキャンペーン

▶フェア期間中、
アンケートに答えた方全員に
景品をプレゼント！
各出展者紹介ページにある
「プレゼント企画の応募キーワード」を
3 つ集めて応募してください。
さらに、抽選で豪華プレゼントもご用意！！
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令和２年度富山県３Ｒ推進に係る
表彰式が行われました。
日時：令和２年10月16日（金）
場所：富山県民会館

304号室

富山県知事表彰
【環境部門功労】
●

富山県立高岡工芸高等学校生徒会 様（高岡市）

●

黒畑

寛 様（富山市）

環境とやま県民会議会長表彰
【ごみゼロ・リサイクルの推進に該当する活動】
●

氷見市立西條中学校 様（氷見市）

●

入善町立黒東小学校 様（入善町）

●

大広田環境づくり協議会 様（富山市）

●

株式会社 大塚製薬工場 富山工場 様（射水市）

●

協和ファーマケミカル株式会社 様（高岡市）

【地球温暖化対策の推進に該当する活動】
●

林

武子 様（富山市）

●

久々江

●

社会福祉法人 国吉光徳保育園 様（高岡市）

●

学校法人 富山県自動車学園 入善自動車学校 様（入善町）

とみ子 様（射水市）

【とやまエコ・ストア制度に関する活動】
●

株式会社 三喜有 サンキュー ア・ミュー店 様（南砺市）

とやまエコ・ストア連絡協議会会長表彰
●

株式会社大阪屋ショップ 氷見店 様（氷見市）

●

 式会社文苑堂書店 ブックマーケット
株
上飯野店 様（富山市）

● 株式会社平和堂 アル・プラザ富山 様（富山市）
●

株式会社ヤングドライ 黒部支店 様（黒部市）

●

ユニー株式会社 アピタ富山店 様（富山市）

みなさま、おめでとうございます。
これからもますますご活躍されますことをご期待申し上げます。
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エシカル消費の実践に向けて
富山県消費者協会会長

尾畑

納子

新型コロナの感染拡大により日常が大きく変化し、私た
ちは感染症とどう付き合っていくべきか、試行錯誤の１年
だったように思います。富山県消費者協会も計画事業の実
施は困難でしたが、毎年10月に行われる消費者大会を目標
として、ささやかでも持続可能な社会の実現に向けた活動
の継続をと、アンケート調査や研修会の開催など、人・地
域にやさしい消費者の在り方の啓発に努めてまいりました。
令和 2 年度消費者大会パネルディスカッション

2015年パリで締結された SDGs（持続可能な開発目標）の達成
に貢献することが、私たち消費者協会の大きな目標の一つです。
これまでも生活と環境問題の関わりについて勉強会等を重ね、課
題解決に取り組んできましたが、大きく前進したのは2008年マイ
バック持参とレジ袋有料化に向けた富山県独自の取組みでした。
そして2020年７月、全国一斉レジ袋有料化へと広がりました。こ
うした省資源化や消費者の環境意識を高めるための実践的取組み
古傘をリメイクしたマイバッグの紹介

は、2030年 SDGs 達成に向けての推進力となっています。

エシカル消費とは、環境意識に加え、人や社会を思いやり、
日頃の消費行動によって、持続可能な社会に向けて取り組む生
産者や事業者を応援する、さらに一歩進んだ取組みです。1992
年リオのサミット以来、欧米ではエシカルアプローチを重視し、
サスティナブル企業を評価する仕組みの構築に乗り出しました。
日本では容器包装リサイクル法制定により消費者の環境意識が
広がり、2015年 SDGs 達成のための行動計画でようやく「エシ
カル消費」という表現が現れました。昨年、県内企業の方々と
意見交換を行ったところ、利益優先より SDGs 達成のための地
域循環や国際貢献、エシカル消費推進のための取組みを重視され

エシカル消費に関する事業者との
意見交換会（2019 年 12 月）

ていることを実感しました。
Q. エシカル消費という言葉を知っていますか？
無回答
36 人 2％

意味まで理解している
68 人 4％
おおむね
理解している
238 人 15％

知らない
847 人 52％

一方、消費者については、アンケートによるとまだまだ
周知されていないのが実情です。
私たち消費者の行動が社会を変える力を持っていること
を常に意識し、持続可能な社会を目指す企業を応援するエ
シカル消費を実践することにより、誰一人取り残さない、

聞いたことがある
448 人 27％

人と環境にやさしい社会が実現されるよう、活動を推進し
てまいります。

2020 年富山県消費者協会アンケートより
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前号より、積極的に環境問題に取り組んでおられる賛助会員を紹介しています。
今回は、福岡町にある

ハリタ金属株式会社さまです。

まず、御社の事業内容について、簡単に説明していただけますか？
ハリタ金属は1960年に高岡市で創業しました。

創業当時は金属スクラップのリサイクルが主な事業

でしたが、現在では総合リサイクル業として、有価

物あるいは廃棄物の種類によって適正な収集・運搬、
中間処理、再資源化処理を行い、また新たな製品材
料に戻す、高品位な資源循環のための破砕・選別技
術を追求しています。

【主なリサイクル事業等】

・家電リサイクル［再商品化施設認定］

・小型家電リサイクル［小型家電認定事業者］
・金属リサイクル［アルミ水平リサイクル］
・太陽光電池モジュールリサイクル

廃棄物やスクラップから金属を種類ごとに取り出す技術について、具体的に教え
ていただけますか？
本社と射水リサイクルセンターに独自の破砕・選別ラインを設置し、鉄やアルミ以外にも「レアメタル」

と呼ばれる、ごく小さい希少資源も自動で回収できる選別装置を備えています。

選別はそれぞれの物質が持つ特性により、磁性、比重、色、あるいは合金に含まれる成分を検出し

選別する装置を組み合わせて行います。

その内、重液選別ラインでは、ミックスメタルと呼ばれるアルミ、銅、ステンレスなどの非鉄金属類を、

金属比重の違いを利用
し、２種類の重液を用
いて選別を行うことが
可能です。

また、金属にレーザー

を照射することで、そ
の構成元素を分析する
技術を用いて合金の種
類ごとに選別を行う技
術を開発しました。
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創業が1960年ということですが、2020年までの60年間で、集まってくる廃棄
物の処理方法の変化について教えていただけますか？
過去、日本を含む世界中で経済活動を優先した結果、廃棄品から容易に抽出しやすい資源だけを回

収し、それ以外のものは安易に埋め立てられたり、不適切に破砕、焼却されるなど、適切なリサイク

ルに目が向いていませんでした。その結果、アスベストやダイオキシンなどによる社会問題を引き起
こしました。

現在は適正処理と資源循環の観点から、製

品素材を選別し、リサイクル率の向上を図る
ための技術が不可欠となっています。また、

素材が多様化したことにより、物質同士の化
学反応が原因と思われる発火事故なども全国
の廃棄物処理施設で頻繁に起きています。

今後も廃棄物は変化し多様化していくため、

より一層の適正処理・安全処理に取り組んで
まいります。

これから、新たに取り組みたいと
思っておられることはありますか？
循環経済の観点から、多様化する製品素材

の資源循環に取り組みます。多くの企業と連
携しながら、「持続可能な社会」実現のため、
環境負荷の少ないリサイクルフローの構築と、

当社の持つ技術を一層深化させていきます。
同時に社員の働きがい改革と、人口減少社会
に向けた AI 技術の活用、デジタルデータによ

る効率化推進と変革を加速していきます。ま
た、地域貢献として学校向け環境教育プログ
ラム等も提供していきたいと考えています。

最後に、会員のみなさまにお伝えし
たいことがあれば、一言お願いします。
当社では今後もリサイクル技術を追求する

ことで、資源効率を高め、循環経済（サーキュ

ラーエコノミー）の構築、SDGs の2030年達

成に向け、パートナーシップで会員の方々と
共に「持続可能な人と社会の発展」に取り組
んでいきます。

 ろいろな金属を分別し再利用すること
い
によって限られた資源を大切にしようと
いう取組みがよくわかりました。どうも
ありがとうございました。
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富山県の主な環境関連施策

「とやまの清らかな水環境保全活動促進事業」を実施しました
SDGs 未来都市として、「清らかな水環境の創造」を実現するには、若い世代の水環境保全活動
への参加促進が重要です。そこで県では今年度、ボランティア活動に積極的な大学生や水環境に
関心のある小学生を対象とした体験会・観察会を開催しました。

１

水環境保全活動体験会

①

８月 23 日

国分浜の海岸清掃

伏木地区環境美化推進委員会などが主催する「ク

リーン大作戦」に高岡法科大学の皆さんが参加され
ました。

県が推進する「プラスワンアクション」の活動と

して、中越パルプ工業㈱の社員の皆さんも参加され
ました。
②

９月 27 日

国分浜の海岸清掃

常西合口用水周辺の清掃活動

常西プロムナード・名水と桜を愛する会などが行っ

ている用水周辺の清掃美化活動に富山国際大学の皆
さんが参加されました。

２

川・海の環境観察会

①

７月 18 日

用水周辺の清掃活動

富山湾海岸いきもの観察会

親子約30名が義経岩周辺で海岸の生きものの観察

などを通して、海洋環境保全の大切さを学んでいた
だきました。
②

８月１日～ 18 日

川の環境観察会

くろべ水の少年団の団員13名が黒部川で透視度計

などを使った「川のすこやかさ調査」を体験し、水
環境保全の大切さを学んでいただきました。

富山湾海岸いきもの観察会

公式ツイッター「とやまの水環境」での保全活動の紹介
 環境保全課の公式ツイッターでは、水環境保全
県
団体やプラスワンアクションの活動を紹介してい
るよ。（https://twitter.com/toyamanomizu）

QR コード

 さんの活動を積極的に PR したいと思っているので、ぜ
皆
ひ情報提供してね。
 報提供は、県環境保全課 HP からしてね。
情
（http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1706/form.html）
ツイッターのフォローもよろしくね！
プラスワンアクションの活動紹介
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フ ー ド ド ラ イ ブ の 促 進
まだ食べることができるのに廃棄されてしまうことで発生する食品ロス。富山県の家庭で発生する
食品ロスは、「食べ残し」よりも、未開封のまま捨てられる「手付かず食品」の方が多く、課題となっ
ています。
この手付かず食品を有効活用する方法として、県では令和２年度に、家庭で余っている食品を集め、
食品を必要としている福祉団体などに無償で提供する「フードドライブ」をモデル的に実施しました。
日時

集めた場所

集まった食品

１回目 ８月３日（月）～５日（水）

黒部市役所

942点、189㎏
（提供者122名）

２回目 ９月24日（木）、25日（金）

高岡市役所
他市内５か所

920点、312㎏
（提供者123名）

アルビス高原町店
（富山市）

687点、136㎏
（提供者96名）

３回目 10月30日（金）～11月１日
（日）

（参考）集めた食品の条件
以下の条件をすべて満たす食品
・賞味期限まで１か月以上あるもの
・未開封で、包装が破損していないもの

・常温保存できるもの
・日本語で表記されているもの

３回の実施で、インスタント食品やお菓子、乾物など、のべ341名から約2,500点（約640㎏）の食
品が集まりました。
これらの食品は、各市の社会福祉協議会を通じて、生活困窮者の支援団体などに提供しました。

今後、モデル実施で得られた課題などを整理し、マニュアルを作成することで、企業、学校など各

種団体による自主的なフードドライブを促進することとしています。

使

いき

り 301

5

毎月30日と15日に

期限が近い食品は
早めに使いきり
ましょう！

使

いき

り 301

幹事さんは
時間になったら
呼びかけましょう！

5

宴会の開始後30分と

冷蔵庫などを

終了前15分に食事を

食材を使いきる。

料理を食べきる。

チェックして

楽しむ時間を設定し
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かんきょうがくしゅうしつ

富山県環境科学センターに
「環境楽習室エコ・ラボとやま」
がオープン！

（令和２年 10 月）

現在の環境問題は複雑・多様化しており、持続可能な社会を形成していくためには、子どもから大
人まで幅広い世代が様々な環境問題に関心を持ち、具体的な環境配慮行動に結び付けていく必要があ
ります。
環境科学センターでは、これまで一般公開や夏休み子ども科学研究室、施設見学を通じて環境教育
の推進に取り組んできましたが、このたび施設の一部を改装し、環境教育の拠点となる施設として「環
境楽習室 エコ・ラボとやま」をオープンしました。

環境楽習室 エコ・ラボとやまは、パネル展示や実験・体験コーナー、情報・映像コーナーなど、環
境について「見て」・「ふれて」・「学ぶ」施設です。
富山県が公害に苦しんだ時代から現在までの環境の歴史のほか、大気や水質、海岸漂着物に関する
展示、環境を題材にした科学実験やリサイクル工作、機器を使った騒音や放射線の測定など、楽しく
環境について学べる施設となっています。
いつでも誰でも気軽に訪れることができるよう平日は常時開館としておりますので、多くの皆様の
ご来場をお待ちしています。
場

所：射水市中太閤山 17-1（富山県環境科学センター内）

開館時間：９：00 ～ 16：30（土・日・祝日、年末年始は休館）
お問合せ：0766 － 56 － 2835

詳しくは、富山県環境科学センターのウェブサイトからもご覧いただけます。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1730/kj00022729.html
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新たな富山県自然解説員（ナチュラリスト）が誕生！！
９月13日にナチュラリスト養成講座の閉講式が行われ、新たに51名のナチュラ
リストが誕生しました。全10日間に及んだ養成講座では、受講者は動植物や地形、
地質、気象、歴史等非常に幅広い分野を学びました。また、現地研修では先輩ナチュ
ラリストの皆さんから、体験談を交えながら解説のポイントや注意事項等を教えて
いただきました。新規養成者には４月から自然解説活動に携わっていただく予定です。

室堂平現地実習

認定証交付式

コロナ禍におけるナチュラリスト活動
令和２年度のナチュラリスト活動は、新型コロナの影響で４月～６月は活動を
休止しましたが、７月からは感染防止対策を徹底したうえで活動を再開しました。
マスクを着用しての解説やソーシャルディスタンスが求められ、ナチュラリスト
にとって非常に難しい年となりましたが、県ではイヤホンガイドを導入するなど、
コロナ禍においても解説活動を実施できるよう取り組んできました。
来年度も安全・安心な解説活動に努めながら、本県の素晴らしい自然を伝え、
自然保護思想の一層の普及を図ります。

距離を保っての解説活動

イヤホンガイドを着用して解説を聞く様子

11

ナチュラリスト活動場所紹介
県内では、ねいの里、頼成の森、室堂平、弥陀ヶ原、称名地区の５か所において、４月下旬か
ら 11 月上旬にかけて、富山県が認定したナチュラリストが解説活動を行っています。
今回から５回シリーズで、各活動場所の紹介をしたいと思います。
トップバッターは、富山県自然博物園ねいの里です。

富山県自然博物園 ねいの里

富山県富山市婦中町吉住１- １

自然博物園ねいの里は、
《自然に親しむ、自然に学ぶ、
自然を育てる》をテーマとして、昭和56年に当時の婦
負郡婦中町に開園しました。ねいの里のねいは、婦負
郡に由来しています。その後、昭和59年に鳥獣保護セ
ンターを併設し、現在に至っています。
展示館のほか、約13ヘクタールの野外フィールドが
あり、四季を通じて里山の自然を楽しめる施設です。
展示館には鳥獣のはく製や昆虫の標本などが展示さ
れています。また、カエルやカメ、ヘビなど私たちの身近にいる小動物の飼育展示もしてあり、これ
を見た子供たちからは時々歓声が上がります。特にアメリカザリガニは大人気で、ザリガニ釣りに夢
中になります。
野外フィールドは、水辺の生態園と森の生態園との大きく二つのエリアに分かれています。植生が
豊かで、過去の調査では約570種の植物が確認されて
いました。また、生き物も豊富で、絶滅危惧種のホク
リクサンショウウオやモリアオガエル、ギフチョウ、
ヘイケボタルなどが生息しています。散策路が整備さ
れており、これらを観察しながら、ゆったりと森林浴
を楽しむことができます。ねいの里をホームグランド
として、四季を通じて自然観察をすれば、自然解説員
としてのスキルアップは間違いないでしょう。
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見どころ紹介

鳥獣保護センター
富山県内で農薬や交通事故などの人為的

な原因で怪我や病気をした野生鳥獣の救護
施設です。屋内では、回復

を待つ鳥獣の様子を観察窓
から見ることができ、屋外

のテントでは、採餌や飛翔
のリハビリをしている小鳥

を見ることができます。治

療やリハビリをして元気になったものは、自然の中へ返します。

里

山

ねいの里周辺はコナラが多い雑木林です。園内には炭

焼き窯の跡が残されていて、周囲の雑木林が炭焼きに利
用されていたことがうかがえます。その窯跡の横に炭焼
きを体験するための新しい窯が作られています（窯の傷
みが進み、現在は使われていません）。

里山が荒れているといわれていますが、ここも例外で

はありません。人手が入り維持されてきた里山の環境から、人手が入らない環境へ向かって遷移しは
じめた植生の姿を見ることができます。

野生動物との共生
イノシシによる農作物被害が問題になり、最近はニホン

ジカの増加も心配されます。また、今年は人家近くへのツ

キノワグマの大量出没も全国的な問題になっています。こ
のような野生動物とどのように共生していくのか、電気柵
を用いた被害防止や、捕獲による個体数管理などについて
考えるコーナーとなっています。
このコーナーは大型獣のはく製

が展示してあります。これらを野

外で実際に目にする機会はほとん

どないので、イノシシやツキノワ
グマの大きさや牙、爪などを間近

に観察することができます。

また、はく製に手を触れること

ができ、ニホンザルのふさふさし

た毛やイノシシのごわごわした毛

の手触りを感じることができます。

1 月からの
行事紹介

自然の風景や生き物の写真展や、
愛鳥週間や環境などを
テーマとしたポスター展を随時開催しています。

富山県自然解説員

松崎

勇

★１月４日（月）～６日（水）
「春の七草頒布会」９：00～17：00（４日は13:00から）
★２月11日（祝・木）
★３月20日（祝・土）

「動物の体を調べ、ジビエ料理を楽しむ」 ９：00～12：00
「ねいの里の春見つけと化粧炭工作入門」９：30～12：00
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県内各市町村の取組み（富山市）

～海洋プラスチックごみの削減に向けた取り組みについて～
１．日本財団との連携協力協定
海洋プラスチックごみ問題が世界中で深刻化し、ＳＤＧｓのゴール14にも「海
の豊かさを守ろう」が掲げられる中、その課題に積極的に対応するため、平成31
年３月に、日本財団と海洋ごみ対策に係る連携協力協定を締結し、
「調査・分析」
、
「教
育・啓発」
、
「行動・実施」の３つの活動を柱に、さまざまな事業を実施しております。

２．網場の設置
富山湾の海岸漂着ごみの約８割が陸域から排出されている現状を踏まえ、プラスチックごみ等の海
への流出抑制対策として、令和２年８月から９月の２か月間、市内の「がめ川」、「広田用水」、
「千俵
用水」の３か所で網場の設置を行いました。草木類が多かったものの、ペットボトルやレジ袋などの
プラスチックごみを目に見える形で回収することができました。

【広田用水】

【ごみの様子】

３．海洋プラスチックごみ対策啓発用サイン等の設置
市民の海洋プラスチックごみに関する問題意識を高め、プラスチックごみ削減に向けた具体の行動
につなげることを目的に、ポートラム車両へのラッピングや富山駅構内に大型バナーフラッグの掲出、
アヴィレ後輪カバー広告の掲出などを行いました。

【ポートラム】
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【大型バナーフラッグ】

【アヴィレ】

あなたの街の
町野

地球温暖化防止
さんを紹介します！
活 動 推 進 員

美香さん（射水市）

とやま環境財団に勤めている時に、地球温暖化防止活動推進員養成講座や研修会を企画・運営し、

財団退職後2012年から地球温暖化防止活動推進員になりました。

「とやま環境チャレンジ10」と射水市が県の実施校以外で実施している「いみず環境チャレンジ10」

では、『地球をあたためるガス（二酸化炭素など）は、悪者でなく、地球にとってとても大切なもの。

そのガスが増えていることが問題なんだよ』と説明し、その増えた理由を皆で考えていくなど参加型
の授業をしています。

2012年から、宇奈月温泉において再生可能エネル

ギーの地産地消により自立した地域づくりを推進する

一般社団法人でんき宇奈月で事務局長を務めていま

す。温泉街の各世帯に毎月配布している（でんき宇奈

月ＨＰにも掲載）「かわら版」には、でんき宇奈月の

活動紹介の他に、地球温暖化に関しての情報を掲載し、
多くの方に興味を持ってもらい温暖化防止活動の普及
啓発を行っています。

そのほかにも持続可能な開発目標 SDGs のセミナー

などを行っています。ボードゲームやワークを通じてSDGsを自分事にし、興味関心を持ち、行動へのきっ
かけを作っています。また、中小企業に入って社内での取組みをコーディネートしています。

2020年10月26日、日本政府が『2050年温室効果ガス実質ゼロ』にする方針の表明をしました。

「2050年には、この世におらんから関係ない。政府や自治体、企業がやることでしょ。」ではなく、お
子様やお孫さん、そしてまだ見ぬ未来の世代のために、自分自身の身の回りを見直し、変革（トラン
スフォーム）していく人たちが増えるよう寄与していきます。

松井

龍二さん（魚津市）

私が地球温暖化防止活動推進員になったのは、以前、ある経済

団体の会員事業所の省エネ診断のテーマに携わり数十社の事業所
を伺う中で、基本的な無駄を排除する余地にある多くの利益に気
付かれていない事を強く感じたからです。新しい情報をもっと伝

えたく、地球温暖化防止活動推進員養成講座に参加したのがきっ
かけでした。

推進員の主な事業に、“チャレンジ10”という10才の児童が家

族と一緒に家庭での温暖化防止チャレンジ活動をするのをサポー
トする環境授業があります。私自身、10才のころを振り返るに、

知識吸収に旺盛な時期であり、今でもその頃のことが記憶に刷り
込まれています。年々激化する気候変動を、身近な中にも起きて

いる情報を児童の目線を意識して伝えることでこの時期の純真な
心の中に、“もったいない”が自然に備わることを期待し、また大

きく育っていく中で、将来の生活、社会人として経済活動にもつながると信じています。

授業で意識するのは、楽しく長く続ける取り組みを探し、ちいさい一人の力もみんなで繋げることで大

きな効果が生まれ、今の地球を守り、また将来の次の子供たちにつながる事を願って伝えていくことです。
授業の帰りには笑顔で手を振ってくれる姿を励みに、私自身の小さな力が役立てることを目指しています。

次回は、野間喜代美さん
（富山市）
、室谷

智さん
（高岡市）
の予定です。
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公益社団法人

考えは地球規模で、行動は足元から。

とやま環境財団

Toyama Environmental Foundation

お し ら せ
エコノワとやま登録企業・
団体募集

令和２年新規賛助会員ご紹介

富山県内の環境保全に取り組んでいる企業・
団体・ＮＰＯを広く県民に知っていただくため、
エコノワとやまＨＰにて活動を紹介します。あ
なたの企業・団体・ＮＰＯの活動を多くの皆さ
んに知ってもらいませんか？

令和２年８月以降、新たにお一人の方に新規賛
助会員になっていただきました。
皆様方のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
賛助会員数：

団体・企業
個人

345 社

209 名

エコノワとやま HP で
登録者の皆さんの活動を
ご覧いただけます。
http://tkz.or.jp/econowa/

（令和２年 11 月 20 日現在）

皆様方のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

QR コード

団体・企業の会員はこちら
http://www.tkz.or.jp/zaidan/kaiinitiranR112.pdf

メールマガジン「とやまエコ通信」
登録募集中！

新規賛助会員募集中！！

当財団では、環境に関する情報などを掲載し
たメールマガジン「とやまエコ通信」を毎月末

申込方法はこちら

http://www.tkz.or.jp/mailmaga/
gaiyou01.html
QR コード▶

に配信しています。
富山県の環境情報を手軽に受け取れる「とや
まエコ通信」へのご登録をお待ちしております。

表紙写真「牛嶽神社」
牛岳は、私にとって一つの山に何度も登る面白さを教えてくれた山です。家からそう遠くもなく、登
り方、楽しみ方もいろいろ……。
冬でもスキー場のリフトを使えば楽に行けます。
牛岳 LOVE ！
富山県自然解説員 M.T（富山市在住）
公益財団法人

とやま環境財団

富山県地球温暖化防止活動推進センター
〒930-0096
富山県富山市舟橋北町4-19（富山県森林水産会館内）
TEL:076-431-4607 FAX:076-431-4453
ホームページ :http://www.tkz.or.jp
E-mail : tkz2@tkz.or.jp
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K 子どものころから
Y よく遊んだ山や川
O おいしい水と
S 澄んだ空
E 越中富山の美しい環境を
▲QRコード

エコインキの認定を受けた
大豆油インキを使用しています。

I いつまでも残そう

環境保全のため、
再生紙を使用しています。

