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第 5回 全国交流大会の報告

豊かな国で循環社会は可能か一日米の試みから一

11月11日 (土)、発明会館ホールにて、全国交流大会を開催した。 5回 目を迎えた今回は、当会が

本年度から着手した 「日米共同研究プロジェクト」の研究メンバーを話題提供者に招き、多数の非会

員を含む約120名が、長時間にわたって熱い議論を交わした。その模様を報告する。なお、今回の全

国交流大会は、環境事業団地球環境基金の助成を得て実施した。

プログラム

午前の部                      午 後の部

○代表挨拶                     ○ 話題提供 3

加藤二郎 (NPO法 人 環境文明21代 表理事)     後 藤敏彦 (環境監査研究会 代表幹事)

○話題提供 1                     循 環社会におけるビジネスと循環社会実現のため

スーザン・マーコット (サステイナブル ・リビン   の ビジネス戦略

グ・ネットヮーク 代表)             ○ パネルディスカッション
“Way of the Earth"、 米国から見た循環社会   パ ネラー :小林 料 (東京電力(株)顧 問)、藤平

のビジョンとライフスタイル             和 俊 (環境学研究所 代表)、藤村コノヱ (NPO

O話 題提供 2                     法 人 環境文明21専 務理事)

内藤正明 (京都大学教授)              進 行 :加藤二郎 (NPO法 人 環境文明21代 表理

日本から見た循環社会のビジョンと廃棄物 リサイ    事 )

クルのあり方

午前の部

代表挨拶

今日のテーマは、「日米の試み」 となっていま

すが、なぜ日米なのでしょうか。それは日米が共

に典型的な使い捨て経済、浪費経済の社会であり、

しかも、この二つの国で世界のGDPの 4割 を占

めているからです。だから、この二つの国が変わ

るということは世界に対する大 きなメッセージに

なり得るのです。環境文明21では、今年度か ら国

際交流基金 日米センターのご支援を頂 き、「循環

社会とは何か」という研究を米国の研究者 ・NGO

メンが一と共同で実施することになりました。 こ

の研究はまだ始まったばかりですが、 これまでの

成果を皆様にご報告 し、それについて皆様 とディ

スカッションをしたい。それが今回の交流大会の

趣旨です。

話題提供 1(ス ーザン・マーコット)
“
Way of the Earth"、 米国から見た循環社会

のビジョンとライフスタイル

<長 い旅>

1972年から1973年、ちょうど二十歳の頃、私は

2000年12月号

京都の同志社大学 に 1年

間留学 していました。 当

時はベ トナム戦争 の続 い

ている時でした。私にとっ

て、 日本での滞在 は沢山

のことを学ぶ良 い機会で

はありましたが、私が持っ

ていた疑間に答えを出す

ことはできませんでした。それは、このような混

乱の時代にあって、一人のアメリカ人として、私

自身と社会のためにどのような新 しいビジョンが

描けるかということでした。翌年私はアメリカに

帰り、アパラチア山脈縦断の旅に出ました。 9ケ

月間かけて、しかもたった一人で3200キロの山道

を歩きながら、人生の意味を考え続けました。こ

の後、私はボストンに住み、都市部の忙しいオフィ

スで働いていました。そして、週末には毎週のよ

うにニューハンプシャー、バーモント、メインな

ど近くの出のある州にハイキングに出かけました。

しかし、このようなライフスタイルから目覚める

時がやって来ました。なぜ自分自身を発見するた

めに山に行かなければいけないのだろうか ?山 は

スーザンさん
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私の外にあるのだろうか ?なぜ私自身の内に山を

見つけようとしないのだろうか ?

<Way of the Earth>

私がこのようなことをお話 したのは、それが今

日のテーマであるライフスタイルと消費に関わる

ことだからです。皆さん、私たちは全ての人と家

族として繋がっており、全ての生命、地球上の全

てのものとかかわりを持っていることをご存知で

すか。アメ リカの環境哲学者 トマス ・ベ リーは

これを 「地球の夢」 と呼んでいますが、私な ら

“
Way of the Earth"「 自然 と共生 して生 きる

やり方、地球にやさしい生き方」 と呼びたいと思

います。

<ラ イフスタイル>

私が関心を寄せている言葉に 「ライフスタイル」

があります。ライフスタイルというのは生活のや

り方で、個人あるいは集団の態度とか価値観を反

映したものだと思います。ライフスタイルという

言葉は、大量消費の文化を示す言葉としては適切

かもしれませんが、21世紀の循環社会を表す言葉

としては好きではありません。スタイルという言

葉は流行を意味しているからです。アメリカでよ

く見かけるバンパーステッカーに “BORN TO

SHOP"(買 うために生まれた)と いうのがあり

ます。大量消費に基づいたライフスタイルの特徴

とその背後にある価値観をまとめたのが表です。

この表も日米研究のなかから生まれたものです。

大量消費に基づくライフスタイルの特徴と価値観

<循 環社会>

次に循環社会について考えてみま

社会では、基本的な価値観として、

4

しょう。循環

「全ての人、

自然との結びつき」が重要になります。そ して個

人の生活のあり方は、この基本的価値観に根ざし

たものとなり、まず個人から出発 して、それが家

族へ、最終的には社会へと向かっていきます。

①自然との絆

これは循環社会の基本的な価値観であり、精神

的な豊かさにも繋がります。

①世代を超えた家族および地域社会との絆

自動車やコンピュータよりも家族を大切にする

ようにしましょう。世代を超えた家族の繋が りも

大切です。祖父母を大切にし、祖父母が孫をかわ

いがるようにすれば、まだ生まれていない将来の

世代のことも考えられるようになります。

○我が家 (故郷)と の絆

我が家あるいは故郷など、自分の帰属する場所

との絆を大切にしましょう。これは私たちが世界

で活動する際の基盤をなすものといえます。

①時間の豊かさ

自分の仕事を再評価すること、仕事そのものを

人生にとって意味のあるものにしていくことが必

要です。そのためには常に働き続けるということ

はあり得ません。お金を稼 ぐために働 く時間、家

庭での生活の時間、社会的な時間そ して余暇時間

の間のバランスをとることが大切です。

○物質的な豊かさ

シンプルな生活。真の物質的豊かさとは、本当

に必要なものだけを持ち余分なものは持たないと

いうことです。そのためには日本の文化である

「もったいない」,という心を忘れてはいけません。

○精神的な豊かさ

ここに述べた、自然との絆、家族 との絆、我が

家との絆、時間の豊かさ、そして真の物質的な豊

かさが、最終的に精神的

な豊かさをもたらして く

れます。

話題提供2(内 藤正明)

日本から見た循環社会の

ビジョンと廃棄物 リサイ

クルのあり方

<破 綻する処理> 内藤さ
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特徴 価値観

大量生産された使い捨て

商品への依存

天然資源は無限に存在する

自然は人間に物質的な快適さを

提供するためにある

多くものを持つことが成功 多いことが良いこと

(富に対する物質的な概念)

新しい製品への選好 人より物が大事

短期的な見方に基づいた

自己中心的な考え方
中古品や古いものは劣っている

拝金主義 私こそ良い生活をする権利がある

いつも忙しヽ お金と仕事が他の何よりも大事



まず、現状についてお話 したいと思います。

「地球環境アウトルック」に地球環境の現状を 5

点ほどに要約したものがありますが、どれを見て

も地球環境あるいは資源の状況は極めて厳 しいと

いうことが現れています。そこでは 「有害廃棄物

の排出は今後50年で3倍 になる」、「熱帯林の破壊

は取り返しがつかない」など、絶望的な表現が多

くなっています。

それにも関わらず、日本では、相変わらず首相

自らが先頭に立って大量消費を煽り、外国からの

輸入品を大量に買い込まないと成り立たない経済

を続けて行こうとしています。このような霞が関

主導の経済の中で循環をやると何が起こるのでしょ

うか。処理装置を作れば問題を解決できると考え

ている技術至上主義者がおりますが、処理ですら、

やればやるほど二酸化炭素を出し、地球に負荷を

かけることになります。処理というやり方は既に

破綻しているのです。

<フ ロンティア世界観の終斎>

それでは、どのくらいの量なら我々が自然から

資源を取り入れたり、不要物を排出したりできる

のでしょうか。オランダの 「地球の友」がこれを

計算して 「エコスペース」というものを出してい

ます。日本人は現在 1人当り年間 9ト ンのC02を

排出していますが、これによると1人 に許される

年間のC02は 1.7トンが限界で、肉は1日30グラム、

材木は年間0.4ぷ、有機塩素系などの有害化学物質

は使用禁止ということになります。これは結構大

変なことで、要するにこれまでのやり方は通用し

ないということです。このことはフロンティア世

界観の終焉を意味しているのだと思います。この

フロンティア世界観に対して地球を閉じた有限の

世界と考えようというのが、加藤さんのいう 「十

戒」であリスーザンさんのいう 「4つ の誓い」で

あると言えるでしょう。

<日 米共同研究の枠組み>

次に、これまでハワイやボス トンで研究チーム

が議論してきたことをお話します。まず、基本認

識として、近代ないしは現代文明は物質的な豊か

さや経済の発展をもたらしたということがありま

す。このことは認めるわけですが、その副作用と
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して何が起こったのかということを、大きく次の

三つの側面から捉えようというのが今回のプロジェ

クトの要点です。第一は 「環境的に持続不可能」

になったということです。これと同様に重要なの

が、第二番目の 「貧富の差の拡大」です。アメリ

カではこれが深刻な問題となっており、 もしアメ

リカ社会が崩壊するとしたら、これが引き金にな

るという話もあります。三番目が 「人間の心の荒

廃」の問題です。この三つをきちんと捉えて、ど

う正していくかを考えるというのが、今の私たち

の立場です。

「人間性の荒廃」に対しては 「人間性を回復」

しなければなりません。そのために必要な原則は

何かというと、まだ煮詰まってはいませんが、例

え↓ゴ「目立」と 「共生」が大事なキーヮー ドにな

ると考えています。その実現化の方向としては、

政治に関しては 「参加」や 「パー トナーシップ」、

行動様式については 「公共の利益」、価値につい

ては 「多様化」というようなことを考えています。

「富の公正」については 「適正規模の経済」 と

「適正配分」が重要で、実現化の方向としては何 ら

かの 「市場原理の修正十社会原理の導入」、それ

から地域の設計については 「適正規模」というこ

とです。

「環境」については、「ハーマン・デイリーの

3原則」、「ナチュラルステップの4原 貝U」という

ようなことで、これを再整理したいと考えていま

す。実現化の方向としては、物質に関しては狭い

意味での 「循環」、エネルギーに関しては 「再生

可能エネルギーヘの移行」ということになります。

<私 の考える循環社会>

最後に、循環社会のイメージについての私個人

の考えをお話したいと思います。私の家にもバー

チャルの世界に浸っている息子がいて、個人的な

悩みもあるのですが、私は持続可能な社会はバー

チャル型のカプセル社会ではなく、都市と農村が

互いに近接し、その間で人も物も循環するような

イメージを考えています。それは、循環といって

も都市の廃棄物を延々と何十kmも 離れた農村ま

で運んで行くことは不可能だからです。
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年後の部

話題提供 3(後 藤敏彦)

循環社会におけるビジネスと循環社会実現のため

のビジネス戦略

<マ クロのパフォーマンスは?>

ビジネスの分野か

らということで話題

提供させていただ き

ます。まずは問題点

です。 日本 で はISO

14001の認印跡得がブー

ムになっております。

ISOは 企業の自主的な取り組みであり、個々の

企業が規制を超えて取り組むのは大変結構なので

すが、個々の企業の自主的な取 り組みであるが故

に、マクロのパフォーマンスについては何の保証

もありません。これが現状の問題点だと思います。

<パ ー トナーシップとスチュヮー ドシップ>

次は、これから産業界がどういう形で取り組め

ばいいかというビジョンです。私は21世紀の社会

として、市民、政府、産業の3つ のセクターが形

成するパートナーシップ社会というものを考えて

います。そこでは、市町村や都道府県といったロー

カルなレベルが基本となります。そこで対応 しき

れないものを補完するものとしてナショナルなレ

ベルでのパートナーシップ社会があり、更にそれ

を補完するものとしてリージョナル ・レベル、グ

ローバル・レベルのパートナーシップ社会がある。

このような階層構造を持ったパートナーシップ社

会が21世紀の社会統治のあり方であり、こうなら

ないと循環社会は実現できないと考えています。

本題の循環社会におけるビジネスのあり方です

が、企業を中心に置いて考えると次のようになり

ます。まず、ゼロエミッションといわれるように

廃棄物を再資源化すること、次は消費後の廃棄物

にも責任を負う拡大生産者責任 (EPR)、 それ

から、それをサポートするシステムとしてのDfE

(Design fOr the Environment)の 導入、併せ

て企業の中のプロセスとしては環境管理のP、D、C、

Aサ イクルヘの経営 トップのコミットメント。循

環社会では社会やステークホルダーとの関係、コ

6

ミュニケーションが重要になります。

ここで重要なのが企業の説明責任 (スチュワー

ドシップ)で す。財務面での説明責任を負うのは

当然ですが、これからの企業には、財務、環境、

社会の三つの側面でのスチュワー ドシップが求め

られているのだと思います。

<循 環社会の実現シナリオ>

次は、循環社会を実現するためにビジネスの分

野で何ができるのかという実現シナリオです。

1番 目は、グリーンコンシューマー運動の推進

です。幾ら物を作っても買ってもらえなければ企

業は存続できないわけですから、企業はグリーン

コンシューマーの育成に努めた方が循環社会で有

利になるはずです。

2番 目は情報公開です。これは環境報告書など

の形で既に取り組みが進んでいます。

3番 目はグリーン購入です。日本ではグリーン

購入は大分進展しつつあります。今まで企業が物

を買う場合は、品質、納期、価格が基準だったの

ですが、グリーン購入の場合にはこれに製品のグ

リーン度が加わります。

4番 目が拡大生産者責任 (EPR)で す。これ

は、例えば、製品を売るのではなくリースして、

使用後は引き取ってリユース、 リサイクルすると

いうことです。今後、先進的な企業がEPRの 考

え方を先取りしてどう取り組んでいくかが重要に

なると思います。

5番 目は環境税です。現実的な政治の世界での

話になると炭素 ・エネルギー税ということになり

ます。日本でも炭素税の導入に対 して賛成 ・反対

それぞれの意見があるのですが、日本では既にガ

ソリンに揮発油税が60円ぐらい課税されていて、

会場風景
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後藤さん



それで道路を作っています。まずはこの支出の方

を見直す必要があると思います。

パネルディスカッション

<自 然エネルギー>

小林 :自然エネルギーといわれるものは沢山あり

ますが、その中で意外に忘れられているのが水力

だと思います。水力は人類が1000年以上前から使っ

ているエネルギーで、今、世界の一次エネルギー

供給の2.5%が 水力で賄われています。水力は他の

自然エネルギーと比べると経済性があり供給信頼

性がある形で使えるという特徴をもっています。

自然エネルギーの最大の欠点は、当てにならな

いということです。例えば、太陽光発電は日が照っ

ている時しか使えませんし、風力は風が吹かなけ

れば動きません。また、需要と供給がバランスし

ないのも自然エネルギーの欠点です。夏を考える

と、太陽光が一番強いのは12時ですが、電力需要

のピークは3時 頃になります。

2000年初めのデータなのですが、太陽光発電は世

界全体で31万1000kW、 その内米国が11万5000kW、

日本が9万 1300kWと なっており、日本は太陽光

発電については結構ある方だといえます。

次は地熱ですが、地熱エネルギーの比率が世界

で一番多いのはフィリピンで、実に電力の24%が

地熱で供給されています。二番目はエルサルバ ド

ルで17%、 三番目がニカラグアで15%と 、意外な

ところで多くなっています。

風力は2000年 1月現在、世界全体で1525万kW

あり、この内 ドイツ380万kW、 デンマーク176万

kW、 アメリカ249万kW、 インド100万kWと なっ

ていて、日本は桁が違って小さくなっています。

しかし、自然エネルギーはそれがあるところで有

効に使えるというものであり、ドイツが風力をやっ

ているから日本も風力をやればいいというような

考えは間違いだと思います。自然エネルギーの利

用は、場所と効率的な組み合わせを考えてやる必

要があります。

<循 環社会を考えるヒント>

藤平 :これは私たちの住んでいる街東京の写真で

す。これを見ていますと、色々な心配が起こって
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きます。例えば、石油などのエネルギーが枯渇 し

高騰 していく中で、はたしてこのような超過密巨

大都市を維持できるのだろうかという心配があり

ます。それから、ここに写っているものが何れゴ

ミになっていくということも心配です。高度成長

期にできた建物は非常に寿命が短 く、 これ らは21

世紀になると次々とゴミになっていきます。それ

では、この私たちが住んでいる現実から、どうやっ

たら循環社会を実現できるのでしょうか。その ヒ

ントになることを幾つかご紹介 したいと思います。

これは10月の末まで ドイツのハノーバーで開催

されていた万博の日本館の写真です。この建物は、

主要構造材であるパイプが再生紙でできています。

更に、パイプも含めて、使われているものの殆 ど

が後で再生されます。この建物は、最初か ら再生

利用を考えて設計されているわけです。

次はフライブルグにある、「太陽の町」 といわ

れるエネルギーを産み出す住宅団地です。 この団

地では、中で使 うエネルギーよりも産み出すエネ

ルギーの方が多くなっています。 フライブルグの

緯度は樺太あたりに相当し、太陽エネルギーだけ

で全てを賄うのは非常に難 しいのですが、ち密な

計算のもとにエネルギーがプラスになるようにガ

ラスや断熱材に様々な工夫がされています。

次は先程の団地の隣で始まっている、車に依存

しない住宅を作ろうというプロジェク トです。 こ

こでは、交通を発生させないということが基本に

なっています。このため、団地の中に、学校、保

育園、スーパーマーケットあるいは企業を誘致す

るなどして、様々な施設を集約 しています。

以上幾つかの事例を紹介 してきましたが、重要

なのは最初の設計あるいは計画の段階なのだと思

います。建物が出来てしまえば、必要なエネルギー

はある程度決まってしまいます。 しか し、最初の

段階で知恵を絞ればエネルギープラス住宅 といっ

たことも可能です。エネルギーと物作 りを切 り離

すのではなく、システム思考で良い解決策を見出

していくことが重要なのだと思います。

<人 あっての循環社会>

藤村 :循環社会というと物質循環の話ばか りがさ

れます。私は 「人があっての循環で しょう」 とい
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うことをずっと言い続けてきたので、今回の日米

共同研究プロジェク トで三本の柱の一つに 「人間 ・

社会」が入ったことを大変良かったと思 っていま

す。大事なのは物との繋がりではなく、人とのつ

ながりです。循環社会ではコミュニケーションが

大事なわけですが、それと並んで多様な豊かさと

いうことが挙げられると思います。忙 しヽヽ日本で

は、特に、時間的な豊かさというものが大切なの

だと思います。

多様な豊かさや、人間 ・社会側面の基本的な考

え方については共同研究の中でも大体合意できて

いて、それを先程スーザ ンさんが発表 して くれま

したが、答えが出ていないのが指標の問題です。

その指標づ くりに役立つのではないかと、今私が

考えているのは、人間には三つの側面があるので

はないかということです。一つは、種 としての

「生」、もう一つは生きるという意味での 「生活」、

もう一つは 「いのち」の部分。この全てが満たさ

れないと、人間的側面からの循環社会にはならな

いと思うわけです。ここで悩んでいるのが 「いの

ち」にあたる幸福感や心の豊かさの指標をどうす

るかということです。「生」の指標 は平均寿命な

どが使えるで しょうし、「生活」 も既に何 らかの

指標があると思います。 しか し、「いのち=心 の

豊かさ」はどう測ればいいのか ? 私 は、全てを

数字で表そうとすること自体が間違いなのではな

いかとも考えるのですが、それがないと評価でき

ないという指摘 もあります。皆 さんか らもご意見

をいただければと思います。

<質 疑応答>

加藤 :これまでの話を聞いて、循環社会 とは何か

というイメージが浮かんできたでしょうか。また、

日本やアメリカのような豊かな社会で循環社会が

実現できるとお考えになったでしょうか。

会場 :最近エントロピーの法則 というのを学びま

した。それによると宇宙は無秩序に向かっている

そうです。しかし人間は秩序を作 り出そうとしま

す。エントロピーが増大する中で人間は秩序を維

持 しつづけることが出来るのでしょうか。

内藤 :エ ントロピーが増大するというのは閉鎖系

についての話です。その中では物質の量 もエネル
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ギーの量も不変なのですが、使えば使うほどエネ

ルギーは質の悪いものになっていきます。今まで、

こういうことを意識しないで済んでいたのは文句

を言わない地球にツケを廻していたからです。と

ころが、今は、地球が一つの閉鎖系として捉えら

れるようになり、どこにもツケを廻せなくなって

しまった。これが地球環境時代です。私たちはツ

ケを廻すことを前提とした技術から、ツケを廻さ

ない技術に転換していかなければなりません。そ

れではツケを廻さない技術はどういう技術かとい

うと、それは地球系外から来る太陽エネルギーを

使う技術ということになります。大昔から太陽エ

ネルギーを利用しているのが植物です。地球上で

エントロピーを縮小できるのは植物だけです。だ

から私は農業を強調するわけです。

パネルディスカッションの様子

会場 :内藤先生への質問です。午前中にリサイク

ル社会になると今よりも沢山C02が 出るというよ

うなお話がありましたが、そこをもう少 し詳 しく

ご説明ください。

内藤 :一言でいえば、リサイクルするのにもエネ

ルギーが要るということです。

会場 :温暖化防止のために日本はC02の 排出を 6

%削 減しなければならないわけですが、循環型社

会ということで産業界がリサイクルに取り組めば

取り組むほどC02の排出が増えるということでしょ

うか。

内藤 :日本では処分場がないので、廃棄物を減 ら

すことが循環の主な目的になっています。しかし、

下手をすると気が付かないうちにC02の 排出を増

やしてしまうわけです。この辺の兼ね合いが問題

なのですが、我々のグループでもまだ答えは出て
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いません。ただ、コノヱさんの言 うように元を断

てば両方解決するわけで、切 り札はそれ しかない

と思います。

藤平 :確かに、物質ばかり見ているとエネルギー

のことが疎かになるという面iがあります。 しかし、

リサイクルせぎるを得ないという面 もあります。

先程東京の写真をお見せして、何れ皆 ゴミになる

と言いましたが、これを捨てる場所はありません。

これまではエネルギーも含めて資源は地下から掘っ

てくるものでしたが、これからは用済みのス トッ

クを資源と考える発想の転換が必要なのではない

でしょうか。

加藤 :パ ネリス トの皆様から今 日のテーマである

「循環社会は可能か」 ということに関 して、一言

ずつコメントをいただきたいと思います。

藤村 :可能かということですが、 こんなに大事な

ことを話 し合 っているのにこの会場に100人 しか

いないということから見ても、現実 はかなり難 し

いと思います。しかし、厳 しいか らこそチャレン

ジする価値があると思います。

藤平 :20世紀は民主主義の普及 した時代でもあり

ました。しか し、民主主義は二十歳以上の人の欲

望の調整装置でしかないという批判 もあります。

将来世代のことを考えましょうというの もいいの

ですが、こういう民主主義を前提にす ると、「循

環社会はあなたにとっていいですよJと いう情報

の伝え方が必要になるのだと思います。

小林 :東京のある市では人口が減っているのに世

帯数は増えています。世帯数が増えると必ず電力

の消費量が増えます。電力消費が増えないように

するにはどうするかというと、今の核家族の見直

しということになります。こういったことを含め

た意識転換がどうしても必要だと思います。 もう

一つは、地球規模で最大の効果の上がる方法を考

えて、お金と資源を投入すること、 この二点が大

切だと思います。

スーザン :コ ノヱさんはここに100人 しかいない

と言いましたが、私はここにいる人たちは新 しい

社会を作るために率先 して働 く先兵だと思 ってい

ます。19世紀のアメリカ南部は、奴隷労働に支え

られた木綿産業という一つの産業に依存 していま
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した。その当時の南部の権力者たちは、奴隷労働

なしで経済を成 り立たせることは不可能だと考え

ていました。今の石油産業の人たちは、C02を 減

らすなどというのはとんでもないことで、化石燃

料の高度な消費なしに今の繁栄を維持す ることは

不可能だと言っています。奴隷廃止運動を始めた

のはたった百人位の人でした。それ も南北戦争が

始まるまで60年も戦いつづけました。そ して、結

局は奴隷廃止論者が勝ち、経済 もちゃん と成 り立

たせることができました。ですか ら私は楽観 して

います。ここにいるような僅かな人数の人達で も

大きな変化を生み出すことができるのです。経済

も新 しいシステムを生み出していくことができる

と確信 しています。

加藤 :スーザンさんありがとうございます。今 日

のテーマである 「循環社会は可能か」 ということ

について、皆さんどうお考えになったで しょうか。

スーザンさんからは、少ない人数で も社会を変え

ることはできる、という力強いメッセージをいた

だきました。私 も、「可能か」ではな く、やるし

かないし、また、やればできると考えます。我々

は小さなNGOで すが、皆さんと力を合わせて、

循環社会を創る先兵として活動 していきたいと思

います。本日は長時間にわたりお付 き合いいただ

き誠にありがというございました。

懇親会風景




