特定非営利活動法人
近畿環境市民活動相互支援センター

（愛称:NPO 法人エコネット近畿）

１） 近畿の環境団体情報交流会
近畿の環境問題に取り組んでいる NPO・企業・行
政が一堂に会し、先進事例や課題などの情報交流
を通じて、活動の課題解決と団体・組織同士のネ
ットワークづくりを目指して、毎年 1 回開催して
います。

２）環境市民活動のための助成金セミナー
持続可能な活動のための資金マネジメント力を高
める講座と助成財団等の紹介を行い、環境団体の
財政基盤強化を目指して、毎年 1 回開催していま
す。

助成金セミナー

３）エコネット・カフェ
近畿の環境市民団体情報交流会

■目的
多様な自然環境を次世代に継承し、
持続可能な社会の形成に向けた
地域づくりを行う NPO、企業、行政等に対して、
戦略的、総合的なサポートに関する事業を行い、
環境活動の社会化、市民社会の実現を目指し
市民ひとりひとりが
持続可能で豊かな暮らしの実現に
寄与することを目的としています。

毎月 1 回環境に関わる様々なテーマを取り上げ、
エコネット近畿事務所を会場に開催する環境井戸
端会議。会員のみならず環境問題に興味のあるみ
なさまに広くご参加いただいています。
参加者が意見交換を通して活動のヒントを得たり、
協働の可能性が生まれる場となることを目指して
います。

４）企業との協働セミナー
企業の CSR 担当者と招き、環境 NPO にプレゼンテ
ーションを行っていただいてマッチングをし、地
域に根差した社会貢献活動をコーディネートする
セミナーです。

５）その他

■活動指針
環境市民団体には、①運営組織基盤強化、②事業・
活動、③政策提言、④パートナーシップの 4 つの局
面に対する支援が必要と考え、中間支援組織として
これらに対応した事業を行います。
同時に社会に対してこうした具体的な事業内容を
提示することで賛同者を募り、より強固な活動を推
進します。

⑤

■主な事業

環境市民活動への中間支援として、地域のネット
ワークづくりや情報の受発信、また中間支援活動
の普及啓発を日々の業務として行っています。
① Web サイト、メールニュース等での情報配信
② 助成金情報の提供・検索や支援情報の提供な
ど、環境団体の組織強化に関わる相談業務
③ 団体同士、組織同士の繋ぎ役として、場づく
り、団体・行政・企業訪問など
④ 中間支援活動の普及・啓発として、各種展示
会等に出展

びわ湖・淀川クリーンアップ事業
「環境を良くしていきたい」という共通の想い
を持つ仲間同士が地域や分野を越えて、緩や
かなネットワークを築くことで、近畿の環境
活動を活性化し、びわ湖・淀川流域がきれい
で親しみのもてる場所になっていくことを目
指して推進しています。
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副理事長
新田章伸

（NPO 法人里山倶楽部）
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平山奈央子（滋賀県立大学 環境科学部）
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（坂本行政書士事務所）

■2016 年度のスケジュール（予定）
※ 日時・場所等は変更になる場合があります。

1）エコネット近畿 総会
日 時：2016 年 5 月 22 日(日）
場 所：おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ

2）第 12 回 近畿の環境団体情報交流会
日 時：2016 年 6 月 24 日(金)・25 日（土）
場 所：生駒山麓公園ふれあいセンター
定 員：100 団体（名）先着順

3）第 12 回 助成金セミナー
日 時：2016 年 9 月 24 日（土）13：00～
場 所：京エコロジーセンター
参加費：一般 1000 円 会員 500 円
定 員：50 名(先着順)

ＮＰＯ法人エコネット近畿

代表者名(フリガナ)

e-mail

会員種別

正会員

エコネット近畿は、環境市民活動を応援しています！

入会金

年会費

個人

無料

3,000 円

団体

無料

3,000 円

企業

無料

20,000 円

個人

無料

2,000 円

団体

無料

2,000 円

企業

無料

10,000 円以上

○

<事務局>

■入会金・会費をお振り込みいただく前に
入会初年度は入会時期によって年会費が異なります。
一度事務局までご連絡ください。

【入会金・会費の振込先】
①

②
各事業の詳しい内容は決まり次第ホームページに
掲載しますので、そちらをご覧いただくか、
または事務局に直接お問い合わせください。

/

TEL/FAX

賛助会員

①Web サイト、メールニュース等での情報発信
②助成金情報の提供・出前講座・勉強会の開催
③環境団体の組織強化に関わる相談業務
④団体同士や組織同士のつなぎ役として、場づくり、
団体・行政・企業訪問など

エコネット近畿

〒
住所

6）環境 NPO スキルアップセミナー

7）その他

ＮＰＯ法人

(団体・企業の場合)

場 所：エコネット近畿 事務所
参加費：200 円（お茶・お菓子代）
定 員：15 名

日 時：2016 年 10 月、11 月、12 月（予定）
内 容：NPO のための実践マネジメント講座
広報力、共感力、資金調達力など

近畿環境市民活動相互支援センター

入会者名(フリガナ)

時：2017 年 1 月（予定）
容：「企業」と「NPO」の協働をマッチングし。
地域の課題解決をめざします。

5）エコネット・カフェ（隔月１回）

特定非営利活動法人

※いただいた個人情報はエコネット近畿からのご案内にのみ使用させていただきます。

4）環境 NPO・企業と行政の協働セミナー
日
内

入会申込書

エコネット近畿には、
「正会員」と「賛助会員」の 2 つの会員制度
があります。いずれも特殊な資格や条件は必要ありません。
どなたでもお申し込みいただけます。
●正会員 ：会の運営や経営に積極的に参加できる方
●賛助会員：会の目的や活動内容にご賛同いただき、会の活動に
ご協力いただける方や活動を応援していただける方
ご賛同・ご協力・ご参画を心よりお待ちしております。

銀行振込の場合
りそな銀行 南森町支店
普通口座 ０１２９５８０
名義 ﾄｸﾋ)ｷﾝｷｶﾝｷｮｳｼﾐﾝｶﾂﾄﾞｳｿｳｺﾞｼｴﾝｾﾝﾀｰ
郵便振替の場合
口座番号 ００９６０－９－１０９１１０
加入者名 ＮＰＯ法人 エコネット近畿
改定版【2016 年 5 月】

〒530-0041

大阪市北区天神橋 2 丁目北 1-14
サンプラザ南森町 401
TEL：06-6881-1133
FAX：06-6949-8288
E-mail：jimukyoku@econetkinki.org
ホームページ：http://econetkinki.org
フェイスブックページ
http://www.facebook.com/econetkinki.org

