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●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 ※11月20日（日）は北いきいき市民活動センターで説明会を行います。

エコメイト23期  募集開始
環境の輪を
一緒に広げ
ませんか？

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

❶10月24日（月）  10:00
❷10月30日（日）  10:00
❸11月 8 日（火）  14:00

❹11月20日（日）  11:00※
　11月20日（日）  14:00※
❺11月25日（金）  14:00

❻12月 7 日（水）  10:00
❼12月11日（日）  10:00
❽12月17日（土）  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

2022年10月15日（土）～12月27日（火）
①環境問題に興味のある方　②人と関わることが好きな方　③活動的な方こんな方に

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～

募集期間

エコメイトに
なるまでの流れ

対　象

活動場所 2023年4月～3年間活動開始

養成講座の詳細は中面をチェック ！

定 員
先着40名

外国人として、エコメイトを通じて日本社会と
みんなの暮らしをもっと理解することができます。
そして、環境にやさしいライフスタイルを
考えて毎日を過ごしたり、
新しい人々に出会ったり、知識と
経験を積むことができることを
心からありがたいと思います。
気負わないで応募してみてください。
　　　　　　　　　　　　　（30代）

地球温暖化問題のことは耳にする
けどそこまで関心が高くなく、単に
ボランティアしてみたい！ いろんな
世代の人とつながりを作りたい！
と思って応募しました。
今では、学生さんから人生の大先輩
まで多様なエコメイトさんと共に
環境問題について楽しく学び・
実践してま～す。
　　　　　　　　　　　　（50代）

環境問題を学びたいと養成講座に応募し、不安も
ありましたが、講座を通じて同年代の仲間と出会い
刺激をもらいました。仲間と情報交換をしたり、
講座で会えるのを励みにして無事終えることが  
できました。エコメイトは興味・
関心の広がる楽しい活動です。
皆さん気軽に応募してくださいね。
　　　　　　　　　　　  （60代）

エコメイトになり、環境問題を広く浅く知る
ことができました。そこから自分に関心
のある分野（地球温暖化等）を、エコセン
紹介の環境団体のセミナ－から、より深く

学べました。エコメイト応募を
考えている環境問題に関心
のある方は、気軽に参加して
下さい。
　　　　　　　　  （70代）　

ボランティア活動時に、来館者の方々や
先輩方から学びながら少しずつ知識や
経験を深めています。仕事の空いた時間
で活動している方もたくさんおり、
ボランティア活動ならではの
知識や経験を得ることが
できるので楽しく活動
しています。
　　　　　　   （30代）

事前説明会に参加（必須） エコメイト養成講座に参加 エコメイトの活動開始

10月～12月 募集期間 1月～3月 準備期間 4月～（3年間）活動開始



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。

※2日間通しての実施となります。

第 4 回第 4 回
2月11日（土）
10:00～ 16:00
2月12日（日）
10:00～ 12:30

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28日（土）
13:00～ 16:00

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5日（日）
13:00～ 16:00

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（日）
10:00～ 16:00

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8日（日）
13:00～ 16:00

※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。養成講座受講
のお申込みをいただいた方に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
1階から屋上まで展示の解説を行っ
たり、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
実習オリエンテーションでは、活動に関する詳細を
お伝えします。実習では、実際に先輩ボランティアと
一緒に活動を体験します。

第 5 回第 5 回
2月15日（水）
もしくは
2月18日（土）
13:00～ 16:00
どちらかに参加

●実習期間●
第5回講座終了後～3月4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‼

　2022年4月現在
エコメイト登録者
は69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。

Ａ
Q 2 エコメイトの活動

期間ってどれくらい？
　ご自身の都合に合わせて、楽しく
無理なく活動していただくことを

大事にしています。基本的には月に２回
の活動をお願いしています。個別の
ご相談はその都度職員が承ります。

Ａ
Q 3 いそがしくて、あまり

活動に参加できないかも。。。

＊2022年4月現在の京エコサポーター登録者は182名です。


