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意見集約書

「エコ広場ずしの存続をともに考える市民集会～ものを生かし合い、つながりあふれる逗子のまち～」

日時:2〔U9年!「月4[帽・祝)It5::;〔1-1'i:2〔〕

当日の会場模様

参加者からの意見(161通要約)

圏エコ広場存続を希望します!今の場所でより充実した活動をして欲しいです!(今の

場所で存続:37通)

■公共の場でエコ広場があると云う事はコミュニティの場になっている(交流の場とし

て継続:12通)

■エコ広場の活動は生涯学習の一環に入ると思うのです(生涯学習の場として継続:5遡

圏エコ広場はSDGsの考えを広める「学習」の場になっているはず(SDGsの場として継続:

6通)

圏市民活動として存在していることをアピールしたい(PRして継続:12通)

■「エコ広場」はどこにあるべき⇒有益な場として条例化してほしい(条例化して

継続:5通)

■学生もいて勉強にもなって、大人も一一緒にいられる場(提案して継続:26週

■資源活用の面で全国的にも最先端の市民活動である(その他の意見:20通)

■もし学生のために終rだったら(目的外でないの)(勉強場への意見:5通)

圏市長は直接市民の声を聞いて下さい(市長へ意見:13通)

圏行政は「ごみ」だけの視点に限らず理解を!(行政への意見:12通)

■職員スペースを1/2に縮小すべき!!(指定管理者への意見:4通)

■集会へ出られなかった人からの意見(4通)

会場:週t'市民変流セ;～ノー∫こ議室

来鳴者数:Iu:尋名ビ。D

コくント:艮坂ノテ入氏G呈1"フ⊥アトレードタウン・力会共同代表

神奈川県亦ランタり一活動推進基金審査会}

主催;エ:」広場ずしの存続をともに考える市民の会

逗予セロ・ウエでストの会

共1司代表海野保J:

共同代表田中尚武



意見,・一睡総1Sユ通)_

エコ広場存続希望します!今の場所でより充実した活動をして欲しいです!

(今の場所で継続:37通)

1エコ広場存続希望Lます!今の場所てよ[1充実L.た活動を[.て欲1.いです!

エコ広場はずっと交流センヌーて継続してほLい。市民の交流の場にもなっているL情報交換の2

場でもあります。エコ広場の存在は交流センターにぴったりです。

交流センターてこの事業を継続LてほLい。交流センターは市の中心どこの1也区の市民もほと3

んど1時間てぐることが出来る。図書館のとなりもうれしい

⊥コ広場活勤は潭子巾にとって、大切な事業てす.⇒町の中心である市民交流センターの活動を4

今1:蔓も市民交流センターで1

市昆ヒジネス、行政か協働で市民に実行L.てもら)。その為の教育の場とLて交流セン'ターで5

定宮的に開催するのが良い.、岡田和夫〔沼間)

6市民交流センター1Fて・の活勤は大切です

曜畷性奉・市賭セ・・-1階磁・櫨と傘
協働事業とLての位置づけを継続していくべきどこで?もちろん市民交流センター1階で。8

誰が?市民ボランテfア+市職員

教育的目的世代聞交流を考えると、1Fで目につきやすい場所が弔要、交流目的を位置つけ9

して今の場所て行われることが最ものぞましい。

10エコ広場、この場所は中心であり市民が利用Lやすい、せひ残してほしい.

11評価を受けている良いしくみの中心てあるエコ広場ずしを今のまま存続させてほL.い。

逗子市のごみ行政の万向性をしっかりと市民に伝わるように協力してきた「エコ広場すし」を
12

現在の場所に残してください

市民が利用L易い場所は、ゴミを減少させるのに必す効果がある。現在の場所で存続を!
13

利用が不便であれはゴミにしてしまうことにつなかる.この一.・点につきる!

エコ広場すしの現在の場所での存続を希望します。他市ではリガイクルセンターの様な公の建初かあ

るのに逗子にはありません。エ」広場のや.τ,ている廃棄物問題は当然行政に課せりれているのです。
14

実践部分はすべてホランティアがやっているのですから、場所は行政が保障すべきではないでしょ.,

か、、

エコ広場の存続を希望します。自分の使わない物を他の人か使って頂けるエコ広場は物を大切にす

15る上てとてもナ.切な事て、世界的血1血てすのて、これをつぶすのは魅れに逆行する事だと

思います.

16おまっりでもECO広場に陳列してあった食器を活用したいのて、是非存続Lてほしい

17・そんぞくをしてほしいです・みんなに聞こえる声出してくださいc,

1



18エコ広場寸「・1)存読を希望Lます.来・Pの人類の為にも。山田和義〔沼間)

Reuseを考えて生古すると我.家のゴこも少なイこしようと思うようになり、市のゴミゼロ宣言に
19}T.1.一一

自然とその圭活が変わるr.物をナ切に使うようになるL.是非現状存続を.希望1

20お晶1司えま1.κ、ありがと「㍉.二さいまLオ.。継続を願っているユメ、で甘..勅強になりました..

21継続を:希望1ます、こんな唐い方法をいかすべきです.、反対する入のエコの老えゐがわかりません

22クaめての参加てすが行蚊のやり方にはヒ1・ン・クリ、ゼったいにエコ広場の継続を望む..

フラごみによる海洋汚染が世界的に大問題仁なっている今、何より大切な取組みであると
23

巴います。是非この取組みか継続できることを望みまオ。

24続けてほしいです。たのしいです,

25今後もお続けいたたきたいと思・っており圭す、

エコ広場ずしを利用させていたたいています。これからも続いてほしいと思います。
26

江東美鈴k桜山7-1821)

27逗子の生.舌の中て£・要な⊥コ広腸なくなってほ1..<ないです..杉田(逗子市厚子)

28、τの場所がな・:tなるil)は大変かなL.いてす.セロ・ウェイストは犬事てす,、

市役所かリフラサに移ってからも何年か経っていますが、市役所の所より本借リながら、、学習、
29

余裕もてきてよく刊用してます、,なくさないで下さい。

Ib民の中にはエー〕広梶rり存在を知らない人ゐ唱外に多いので一tL一人ても多く足を運んでもらっ
30

て、利用してもらうようになってほしい、やめないて続けていけますよう!

31⊥コ広場の閉じる事は反対、.民間のリサイクルショップと差別化を図るべき,,

32市民でっくリ上けた「エコ広場すし」士切に[たいです。

33公共の場にECO広場があることで、市民の信頼、関心が高まるのだと署、う

無料で交大できる丑コ広場がある事はとても便州な事iごと愚いますLもったいないと周っても

34変慶てき墨場所かなけれは捨てるしかないので.だ1/t,,C.使って頂けるのにゴミとしてすてる

Lかなくなりますから

洋服や食器、雑貨品1F2Fは講座にも参加して、勉強もできて食事もでぎて再利用もでき
35

て楽しみにLてます,.

横須賀市鎌倉市に環境センターがあるが遺子市には無い,その為環境センター1』替わるECQ
36

広場が必要だと慰う、,

葉山町からみて、とても、うらやましい、すばらしい場所てす。絶対無くさせないようにLま
37

しょう![そし.て、他町てもつくれるように頑張りましょ)。

公共の場所でエコ広場があると云う事はコミュニティの場になっている

(交流の場として継続:12通)

り
乙



1公共の場所でエコ広ま易ガあると云う事はコミュニテfの場になっている..

市民交流の場とLて重要で3,こみ問題は確保して下さい。㊤キエー口は温暖化ガスを排出する2

②ゴミ出し方法を全国●させる

3エコ広場は高齢者のマ流〔り堪にな一)ている。

…広・題・て…ニテ・一・鰍さ・犯傘・どに搬立・
ごみ問題だけでなく教育の場、交流の場である「エコ広場」は市民交流センターにふさわLい5

逗子市らしい:孟動だと思います.,

・クリスマスツリーを子どもか嬉しそうに持ろ帰る姿・持ち込んたぺと持ち帰る人の間に6

会話か生まれるコミュニティーのあるべき姿かここにある[!

コミコニテで一は何らかの母体が必・要!!机を並べただけては」ミュニアィーは生まれません[7

エコ広場が今の所にあることは重要IL二気付・:べf.では?

カップめん、お菓子.ンユースなどもあって、コンビニも近いのて、会話もよくできる様に8

なりま1た。

不用品が必要な巾民にとっては運利.おもちゃや洋暇ガ1量に立っている.こ.こが楽しみに出9

かけ'てくる方もいる,

病気1一てからすこ・、元気になり、すべて良くなっています。時間によっては、広場に集まって
10

いるのてプラサはよくてきていると思います

エコ広場には色々な入が来ている、毎日行きたい所かあり。ちょっとした散歩か出来ていけは

11受付の人とおしゃへり出末て.いつも会'える利用者さんに会って、おしわべり出来るところで

ある。これ社会資源にな・ノている..ネットワークができている.

市民交流の場とは、具体的にどのような場を考えていらっし、・いますか?エコ広場も市民交流の

場に充分になっていると思います。私は小坪のエコ広場の手伝いをさゼていただいていますが、
12

この場て小坪の多くの人達と知り台いになりました,.朝夕に会う人達とあいさつも互いに出来る

ようになり圭した、.

エコ広場の活動は生涯学習の一環に入ると思うのです

(生涯学習の場として継続:5通)

この建物は生涯学習のために作られた、,エコ広場の活動は目的外使用たからダメといわれた.

エコ広場の活動は生涯学習の一環に入ると思うのです'。貝的外使用では型≧と思)のです、

また使える物を捨てずにまた使用してもらえるそれがエコ広場です。物を大切にする精神とても2

大事なことです。素H喬らしい教育では!!

ECO広場は生涯宇習の場になると思うLt地球共通の課題であるごみ問蹟に閏心をもつきっかけ3

になる。

3



生涯掌習の場てあれはと云一1:は、/lh/)セ[1ウェイストは重要な生1τ宇浄1)一っと云えると畢う、

その;-t騨/ヒ〔てし・るのがこ17)広上号て葛るとtyr二'。子供から±、「L..まて〔1)主:舌の由C'こ.1、具現11'L,i、

4

型であるとも考えりれる。すばらLいものた、

える,.

5工二]広上籍:tL一秒再「tt'十弓

.二湘こそ生涯写凸〕の型て.t"るレ爆てもあるとい

エコ広場はSDGsの考えを広める「学習」の場になっているはず

(SDGsの場として継続:6通)

1エコ広場はSDGsの・kえを広める「学習」の場にな一)ているはず..山田由美(葉1]町.}

DGSの4r?/持続可能なli会を作るたのの教青1とっても名致[,ている活動だと想《。2

「h:≠生とかボランテfア受入するとよい、、

3ーコ広場の・ら後の盾動は環境問題だけでなくSDGsu)楕神広く取ll人れた:8動にLていさたいです、

SDGsか叫はれている中、工二1広場耳Lはとてもすはら1い皐、行政が場所を提供ずれ[よ市民は

4モの堺を活用し限りあろ資.原を犬切に使えるので是非存続してほLい.市屡亨流セン「ヌーは市民

力使うとてもいい場所てある

5セ[コウェイストはSDGsとも一一致することをアヒ.一ル

市』くにゴミ問題やSDG～の看え方を孝嫉一ていくのは、:liff,V.の役割だLt弔の施設を使一Jiて、6

定常的に開催するのか一番良い,岡田相夫(眉間ナ

市民活動として存在していることをアビールしたい

(PRして継続12通)

市民活動として存在していることをアピールしたい、、今より多くの団体か構成に加わるよう1

「保育園や7ループ」〔子育てサーク'の等にも苓加を叫びかけたい、

2市民への広報・啓発沽動について、エコ広場すしかはだL.た役割を舌,っと前面に出すt"/,1Lである。

市の重要施策として位置付け、.この取組みをもっとPRすべき。先進的、リユースの良いモデル3

として環境畜からも評価されている、継続を望みます、

4市民か問題意識を待たないと文明が続かない。目に見えるPRの場が必要,,山田由美(葉山町)

5ボラン7イアの方の高齢化が進んでいるので、市もアピールに協力して欲しい,.

ごみ行政を・持続可能にLていくためにはPRの場が必要、「キー一口」で生ごみをへらずため6

にも,山田由美(葉山町長}丙1461-67)

7もっとアビールして若い人、働いている人にも使ってもらう1

8笠布を使った笠袋やバッグを市内イベントで、エコ広場の活勤でPRを。

9もっと市民に知らせる店動をしては

4



10[リリ{17ル出納謁座」蛭肖内・卜重絞、甲字!知を行い、エコ広鵜を湘・てもりrll

セコウェイストの会の活動がいかに遼子市民に指示されているかをlbi.il、市膨輿に知ら〔める
11

ため、マヌコミにとり,etjてもらう努力を!新聞、テレビ1、ラシオeしc.

他・1残ilゐ自,台体・団/阜ブ,・りも達子工.コ広場'濯二唄冨:もあるのて、、皇了布・りび・減量化・乏取り繊み
12

を通/て国内の?/口名「専.・認読1度か高まる

「エコ広場」はどこにあるべき⇒有益な場として条例化してほしい

(条例化して継続:5通)

1「エコ広場IIはど,二にあるべきs有益な場として条例化してほL.い

市民:・二流センターはとうある・・きか【!「条例」は誰の有のも紘}?市民が主体のはすか、逗子2

ちょっとおカLくないで・すか?

資源循環推進基本法て、市は資源の適正な循潔的刊用や処・分が行われる取リ組みを日うこと、

3又施箒を策定し実施すろこどと.定めらIIており、エコ広場・tしを無くすことはあリ得ない。

市の条例て定めて続けるべき.

条例化に賛成で噂力～、実現可AEJiについて検1"」す(きです、握定管理委託1ている施設を・条例

4

で規制できればやってほしい。

エコ広場の存続を保障するための条例「資源循環の場を耀保πる≠一めの条例(案〕1第○条

5逗子市け、黄源の循環的判用を図るための市民提供品の陳列頒布等の場を、市民の必要により

論けるワ〔上田ノ

学生もいて勉強にもなって、大人も一緒にいられる場

(提案をして継続:26通)

コーヒーの場所も増えたらもっと集まれる場所になると層います、学生もいて勉強にもなって、

1

大人も一緒にいられる場

2「「'SDGsセノター"エコ広場」という斯しい名称て本格的に再出発L.てはどうか。

3名前を変え.てリr一ユーアル(エコてない何か別の言葉!

交流センターにあることか重要だと思う。目的外使用ではないことを明確にすることかでき

4

ないか?発起人による会の目的なと'を採択したい。

R22/'29前に団体の満成を仕切り直して市民活勤として交流セン々一にスれるよう考えたら

5

良いのてはないか!

6土日のいすれか1日開いているとよい〔平日働いている人も利用出来るように)

7セ日も開けて欲しい(月一一回でも>

8市の(葉山と合同でも)環境リサイクル・学習センターを造ってそこに入れてくれてもいいですね!

5



⊥コ広場のスベースは市か堤壁、交流セン'ターが最適。現在の位直が不都合ならば北側奥に移勤

9Lてでも満動を続けたい。「市民交流と学習」には大きな成果を上けている。,ウィークティに

いつても刊用てきる場は大切〔時にも休日も1。市の責仕て堀を決めて詠L、い.、

10早注.さんが勉櫛するのに1」広傷が'㍉るさいのてちれば喫の乃と交換することが出束まぜんか

11広ナ易を2階1.†多1、たり良いのではも'い『(一しょ、か

12リペ77プ・フェ木躍目以・フ}に、市内のイベントでもや一)てほしいてす〔週幸にもや一)てほLい)

13リペア・カフェの充実をお.願いしたい,月1回の開催てなくn

14エコワークショノブ、リペアカ7エも利用数を示す

15着い人が興味を持てる様な伺か新Lいアイデアがあると素敵だと眉います。

16エ:]広場寸し陳列占るの入れ替え等明るく、一立ら寄リたくなる場つぐり

17市に「エコ広場」のやれる場所の提供を一・緒に考ズてみては

18庄民協に相談してみては?

19空家問題を取リ扱っている課に相談してみては?

20市のさまざまな詳に場所の相談をしてみては

コミ抑制効果[xkg/年.)=市の経費肖1」減flyFI、'年〕なのて敏字でボすと説得力が増す
21

H29年15000t9億3ア00万円/コミ処理費61,559円/t15,508円/人

22補助金を得て活動を拡大、若いアルバイトも入れる

例えは・ずランティ/の数・ストッタヤート'の問題・お手伝い.・tる入たちの仕事のやり方を
23

明嬉にすξ,・交流とLての場所であること等'を考えていかないといけないと層いますt.t

I工陳列品は役立つ価値あり②存在をどう周知するのか・③陣列品みれ替えの基準は?㊧店番

24は陳列品・を持ち1剰「しるのか◎エコ広場の美化法⑥市の場所提供の業務化一運宮にあたって

緯決を!〔上田)

市民の方かりのこ音見〔男i生♪(.6」.a臼」から考えて・みると、今の場所てのエコ広場ずLの沽軸に
25

もっと問題章識を持って行かないといけないと思う,.存続するためには、.

26市にゼFlウェイスト宣言を働きかける

資源活用の面で全国的にも最先端の市民活動である

(その他の意見:20通)

1ゴミ問題かり(笙化Lている。資源活用の面で全国的にも景先端の市翼活勤である、,岡田和夫(沼間1

ゴミを.威らすという考えを勉強Lている間に少しすつ家の中て出来ζ)ことから始めています.、2

生ゴミー・キエー・[ユ責い物は布袋を持って行きビ=一ル纂をことわる等

シング'ルマザーとか金銭的に貧L.い人たちの為にエコ広場の晶物はコミでなく本当に必要な物が多4

い。新品の物もあり、着用したリ毎日使っている事ち出来る,,

6



リリイクルンヨ・・ブではなく寧料て童墨か不用な品を交漁てきる場がある事に重義がある,,.篁料の5

ホランテ1'アの方一Qにも蓉謝である

1店番」をされている方々にいつも感謝しております,卑遼な言い方てすが、その方が無理のない6

よ『パ,作業'ζきる:とを,「1泊、て乞リ圭弓のてとうそ」うしく「f上山〕

他の人が使用した物を昔通に使用出皇ろそういう癒電.を誼もが持てる様になれはエコ1盾環地域に7

右れろ平が出来る,.T)ではないか.

まさL.くiPt1'の環境を守りなくてはいけない警鐘を鳴らす自然災害がおL、よゼてきている。消費を

8無計画にしてL.まった稽果てす、、エコ広場は、地球を守り、次世代を守る活勤を、日本や世界に発

信する大きな問題提起の場ともなっています、市の施設て開催している!逗子の良いところてす.

市長面言,トの購より社釜的な状況はよりエコに向けて動いていると門う,,グレ::～発言、マイクロ
9、

フ'ラスチック

10逗子の特産物は市民活動てある⇒エコ広場⇒活動に自1呂を持とら!!

11涯子市のゴミゼロ宣言につながる運動でttt

㊦④(ll)①す・た瞳。・立。と上・わ・を敗,る・丁rLgf、硯守・、舌動1艦し。.
12

です!!のボールヘンで書いています

皆様比こ≦..うう様重す」1.ママ友てある]」里jamaが頑張っている姿を舜ていて、ささやかても応房
13

したい気梼ちでエコ広場にいってます!!岩中

まま友は、バンボを持ち帰らせて1貢いて、とても喜んでいました..また使えるものを、ゴミにせ
14

ずに済むのは、とても有難いと,冒いま弓,,小杜

先日反人の嫁さAカ・イキリスから赤ちゃんを連れて里帰りL、ました,その折帰国時たけ使用する
15

ためベビーカーをエコ広場からいたたきました。とても便利に使っています。

16いつもステキな1羊堰をもりっています、資源再刊甲大嫉成、,

17エコ広場すしを無くすのなり他の神奈川県への弔のふるさと納税を角います.、

18一回やめたi).、欠につなか1っない、諭野さんの言葉か心に残りました、.

食品ロスについて考ズると、家庭から出るものか約ヰ分という。フートドライグとして市内で

19役立てることをJコ広場として考えるべき.常時という形でなく、9H間限定での取組みという

考え方もある.ヒ層う。

今大きな問題になっている食晶[1スの軽減の活動も加えたいでず/:エ1広場では食品は暢わないこと
20

になっていますが、社協との協力でうまく活動できそうてす、

もし学生のために終了だったら(目的外でないの)

(勉強の場への意見:5通)

1もし字生のために終アたったら(目的外でないのノ

2子供達の学習の場ならスマイル〔運動公園の)があるではないカ!!

7



アクティブ・ラー一ンクの±屍として歪き家を使ガーらとうか、.20軒に1軒はOK{てくれると,,3

1ジヤズ自県クルー7のハナンです〕

現在の場てを長明に利用さ廿ていたたきたいですr、宇.生さんには1Fの会該室か伊用さ仁て4

いないときけ・こち、りを使用すぐ11事ぽ出菩まLfんでL;う瓶.

5セロウェイヌ、トにつなかる⊥コ広場は学生達にとって十1'1,'学習の一〔【確つながっている1と謬いま一1..

市長は直接市民の声を聞いて下さい

(市長への意見:13通)

1市長は直梓市民の声を聞いて.↑一さい[t

2市長は職昌任せにせず、市民の声を直羨聞いて「さい.

3桐ヶ谷市長は.逗子の市民活動を育てるよリ、市役所脳員の面子を重要視されるのか?

市長は市民の声をきちんと聞いて、市民交流センターのエコ広場査・つぶすような事はやめて欲
4.一.一一

⊥⊥』一ホ長は市戻の為の市長であり、lb民の声を無裸するなら必要ない

使用目的に含わないといっていま寸が、三まで行えたのですから、市長さんの裁冨て何とかなるのて5

はありませんか,

環境問題を考えるとても±切な掌習の場であります,教育とはとても広・、ナきなものて一よ。

6それが分からない市長ならやめてもらいまLよ5,この地球の環境を考ミ.る重要な字習の場

+きな顔をしてあの場所でやって.、

エコワークショッ7を今日説明して丁自さ展示物を見てこんな睾晴らL.いアイデアをぜこ♪市長

7きんにも使ってもらいたいと思いましたc.皆様で作っている姿を鼻てたらなんて愛憤のある

人たちてしょう、あUがと)ごさいました。

8市長に今日の1う民の意見を届けて頂きたい川島澄子

9エコ広場をtっと広く大きくして下さい市長様弔民のためてt

10市長がそのトークの中てこの活動がダメとは言わネ1なかったと思いました

交流センターの交流というのは、お年寄りから子供まての真の意昧での交流につながるのでは

11ありませんか?市民に一人一人寄り添っていくと云うのが、市長をはしめとして心暖まる市政

であって欲しいと思いまづ。

市としてエコ広場の場所を提供するのは当然。特に市民交流センターは皆が利用Lやすい場所

て無料で交換できる事に意義かある。市長は余になる事だけを考えるのはタメ

・3と・が随@帳資源・・一麺亟

行政はゴミだけの視点に限らず理解を1

(行政への意見:12通)

8



1市役所〔行政!がも・フと私]茎(エコ広楊1の活動内.臼をゴミだけの視点に限らず理解してほしい。

5市は市民活動をノ尊ラア∵

6市かボランティアによる7R活勒(エコ広場)を否定丁るな±≧市かやる'二・き二とてす。

7行政は市民の立場に立った考え方を持っていない、行政を変えなければだめだn

8南かエコ広潟を廃止にしたい理由を公に発表してほしい。

弔て2郡属にまたがって問題とな一.tている案件を解、宍するには、通.常のルートではどうすーる

9ので弓っ'?通常のルートがyの堤合は、ど)やって解決するのですか?エコ広場案件は、

弓てに`迄原循環浬市民協働課ては解央できない

10協働って何?市は、rtj民にオ・ランテfアの名のも.と、ただ働きをさゼ'るつもti?

協働事業の「1人立ち一1.,て何を市はイメー'ン[.ているのか?ゴミ肖1」:威の悶題は市がすへき
11

πとの部分・市民がすべぎことの部'i・がある.,

12海が『引の魁力です,.蜻を守る為にも市はゼロウェイストをよリ輌向きにとらえて1きい。

1灸所の方も議昌の7先1も、1日100"・,」.t/t-Lの利用者が来られる事、又持ち込みキ寺ち出し各50kg～

100k9の品物か動く事ご存知てすか?一鰻ボランテ'fア75)

びりては、駄昌の方々か三・・、「こうし劃.,津う、二んな惜報があります」こ汽な対話ガいつも

3葛りました。小さな市を皆てi寿適な助にしたいと、ゴミを1威りす.二ともその一環、一一緒にかん、

が犬ることが.できまLた,./;'は.吊たい垣恨力圭.リます.

な琶」?資源循環呂畢はタメし力言わないの?やさし・・汐寸話する姿勢がないとLかみえない.,4

'L・、問でしょ、地域に住んている皆1中間なんです!

ブする立場のはす、今回の『撤収されたし.llの理由が理解できません,

職員スペースを1/2に縮小すべき!!

(指定管理者への意見:4通)

1職員スペースを1/2に縮'」・才・＼き!!「箱」をしっかり見直す必要あり!!協力[自いましょう9

1'1う民交荒センター1階のスヘース不足とも聞きましたか、〔1円勤務)4人の職員にあの広さ2

は必要て一弓か?ハート面ての施設管埋に工夫かなさなすぎます!

「指定首理者」選定に問罐があるよ"Jに懸しましたttl元職員が継続Lて続けている・二}cに3

間題ほないのか?)

指定箆理者の車有面積か広く、市民協働課か菅理していた時代の法さに戻せないか。〔蟹4

:D

4日の集会に出られなかった人からの意見

(4通)

14日の集会出れなくて残念です。これからもエコ広場か存続てきる事を望んでいます.、

9



11月4日の集三.1.は出席でぎまtt〆～.てr.たが、⊥コ逗子には下要品の1自き杓を甑Lいメ)に議

るにも、自∋か莱り受Liるにも、.お互い・:ヒ六もで出来て本当に助か.っていま引.,是非とちそ.1:.、

そ・、Lて鍵しいと心から恥って才づりま凱、市民にと.ンてけ大切な≦`{沖リサイ.ケ'ルの貴童な場所

2てず、.私は、一時事』1占で三浦市「2牛冑↑主.みまL.たか、、/r・コ「:場ガある・「)て、三子に戸リ吏Lた...

他の市ごはヤっていない本≒に善い活動てす.,他.の市民の方に沙にヴてる率i'、自分び助けて

頂ける事も、同よりも大切な恋流です...この.様な機会を与身て下さる場所をどうか珊くさない

て下さい.,お願い致Lます、、

子ども服をよくいただいています。親として金銭面でも助力・りますが、子ともに':物を大切に

3使.)""捨てる前にやれることがある"という事を伝:ミ.ることもできていますC様々な面から、.

せひ存続を希望します,

残念な事てす、.折角、こみ自i.[減にもなっている事も、入と入との'つなかりにも成.っている

4エコ広場なのにどう1.てか納得がいきません。もう一度市長さんに考え直して頂きたいてす。

存続出来る事を祈るのみでず..
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■松岡夏子さんからのビデオ・レター

皆さん,こんにt,は.NPO法i・'セロ・ウェfストアカテ.ミー理事の松岡慶」くですtt

私たち、の団体は.徳島県のL勝町`上いうところを拠r累ニゼロウェfストを推進する活動をllって

います

辺矛のエコ広場といT)しJ)は、南民にとっていらな・こな一ノたものを.もう・度誰かに使一ノてもらう

1・.llコ、一一λLてもらつということを広y)る取り組琴たと思いますか…皆さん、「1ユース.とい〕

のは、今.どの(らい目本に広ま)ていると思いますか?

環境1雪の調査によれば、ある1年間にリユースショソフ所謂リサfクルショップと言われている

ところを利用した人というのは、5ノ、にひとりだと言、われています。また巖近では」、気のブリマア

フリに至っては、50i、にひとりしか使..ノていないという現状で、まだまだリユー-INというものは

浸透していないとい・二'のが現状だと思います,

そのような中で、逗子のエコ広場という取茸illみは、市民の方に身近な場所でいつでも気軽に1]ユ

ース壷できる1麹折を提供しているという意味で非常に有意義な取紺みな上思っています、

「捨てる」とい⊃のは、実は非常に簡単なことですが,リユースをするという手間がかか才】ばか

かる程.誰がに使って欲しいけど.史あいいか捨ててしまおうということか進んでしまいがちなの

ですが.いつでも気軽に利用できる場所に、そう言ったところがあるとい・).二とは.1]ユースを暮

らしの中に定着させていくヒて、非常に里妥なことではないかと思って'います.

また、無料て交換Lているとい)ことで、リユースシ1・ソ7やブリマアプリで売るほどではない

けれど,誰かに使って欲しいなあというものを、気軽に持ち込むことができるとい)1のも,非常に

大きな利点ではなかという風に考えています、

金回の事を契機に、逗子の与々がみんなで遁し合って、エコ1迎場というものが更1二.tt,・).良いもの

.として発展し.ていくとい・)事を期待していますありがとうございました.CNPO法人ゼロ・rlノェ

・fストアカテミー理事}

■瀬口亮さんからのメッセージ

エコ広場すしの活動は、その、ン.ちヒけ当時か[⊃拝見してきました,最初は市役所,その後は'廷流セ

ンターと、逗子rhの真ん中にある二と,そして.週5日およびイヘント期間にオーブンしている二

とでより多くの市民が買い物や市民活動のついでに利用することができ、結果的に稼働率か高い.

すなわち、ご.み滅量効果が高い二とは、最も重要なことです、

さらに、そ・雲易丞がそのまま市民啓発の場となり、逗乏市民全体の環境意識の底上げにつながっ

ています。

その成果については、私の著書『脱使い捨てでいこう!』でも紹frさせていただき、さらに全国

の関係者から模範事例として関心が寄せられています.

エコ広場の活動が,今後、さらに拡大さ恥る必要はあっても、縮小されてはならないと思います、

ご関係者の英断に期待しております。〔水D酎ネットワ・一ク代表)

贋「エコ広場ずし」を利用している一・市民から

fi]THほとんと,お使いへ行く時に通らせていただいてし・ます、雨の11も風の目も末て才1}り、自分も

艇わなくなったものを持って裟ます、それを使ってくださるんがいると思うと、とっても嬉しいし,

この場所は係のへとお話もできるし,楽しいです,失くさないでください,二れからも宜しくお願

い致します。
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「エコ広場ずし」に関する提言

コメンテーター長坂寿久

2〔}19年Il目ULI.エコ】ム場ずLの存続をともに考'える市民の会∴1二催Uノ下に、1エコ広場ずし」に関

心をもつ逗子市民10VJ・.以上が、市民交流セ」夕・一にtkまO、睨任市民交流センター1階に常設されてい

る1エコ広場ずし」を2019年jIIをもって退去するよう巾長より通告C)Q19年3月15日市長面談時}

されたことに'yいて考え、議論する集会を開催いたしまL.た.きわめて活発な議論が交わされ、参加者の

寸べてが1エコ広場ずし」の存続を求めていることも確認されました.出席者は終一r後に各人の意見をホ

ストf・ノトに簡潔に井くよ)依頼されLぞ.の数は1簡通を超えました。本提言は、その時の主催者の説

明、議論に先宣..ノ長坂のコ式ント、そして参加者の発言に基づき提出されたスモ集(「会場からの意見集

絢一・覧.1}をべ一スに、この時の市民の患いを,主催者に依頼され.長坂が提言淋として参加者の総意を

取のまとめました.そのため,「会場:う」らの意見集約一覧」から多くの引用をさせていただいています.

本提言は,逗予で生活する私たち市民の、まさに「現場、からの声をまとめた提言であります。関係各

位におかれては、これを市民の声として.どうか大切にお取り扱いいただき.ご検討・ご再考への参考資

料としていただければ幸甚て'す、

1.市団体「逗子ゼロ・ウェイスのAの活と市との協について

(D地球翁体を覆う今までにない気候変動、環境変化、天変地異などの新しい事態が発牛しており、そ

の影響が日々の生活を通して私たちに襲一ノてきていますttそaiに対処するには、従来の取組7F姿勢ではな

く、新しい考え方・発想を踏まえたものである必1要を強く問いかけています.

とくに防災とこ'叙(環境♪問題は、その象徴的なものとして新しい発想と展開が必須です、ちなみに,

い才)ゆる「ごみ問題.!への取辛且.なは、肖治体にとりてごみの集塵と焼却・処理システムの整備という問題

としてだけではなく、ごみをいかに資源としてとらえるか、そのための生活システムや生産システムの変

革を求めるものへと展開さ脂てきており、さらに行政と市民の貞任と役割を織しい協働の取組ゐとして

対処すべきことを問かけておのます,

逗.r市民は.これまでの市民活動の展開を見る限り、そのことの市要性にいち早くかつ深く気伺いてき

た人々がおり、さらに自治体側もその市民の気イ寸きを受入れ、市民と協働しブノ、ごみ行政を展開させて

きたと思われます,

〔2)ごみ問題は、ヒ記のように、単に市民の家庭ごみの集塵と焼却システムの構築という取組みの問題

ではなくな・ノています。ごみをいかに川さないか、ご汽を資源としていかに角効活用するかなと'、逗子市

では「逗アゼロ・ウェイストの会」の活動を通して,7R(リデコ、一ス・リユース・リサfクル・リフユ

ーズ・リフォーム・リペア・レンダル)が実践されており、積極的か'り具体的に取の組まれております,

国際的にも産業界において、サーキュラーエコノミー(廃棄物を出さない循環型のモノの設計などノを追

求する徽組みへと進展しています'。

そうした先駆的取組みを行ワてきた泣子市の行政自身が.い一.ノσ)問にかこれまでの成果と先進性を放

棄し、それに逆行する取組みへと後退しようとしている、二とは、逗子の歴史の致命的な損失であるといえ

る冒て3し]、・)=

(3)今世界で兵有されている新しいごフk問題の視野は、地球温暖化ガスや海洋プラスチソク問題等々で
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あり、まさに地球環境問題と.体化しています、これらは改府間の交1歩としてはヘリ陥定の場で進められ

ており、国連の場ではsDGs(持続可能な開発目1票,として展開されている二とはこ啄知ω通りです.

日木政府・▽経済界(H本経団連1はこtlを「S〔}cie[y5,01として政策を推し進・めており、自治体レベ

几ではLすてに多くの自治体がSDGsへ♂)取組孤を1冒奉fヒしていま'1-.中でち神奈川県はrSI){iblく来都市

および自治体SD(Ilsモテ)L事業[の両]Jに選定さオ1た唯一の一県」とな・ンています、{の県内で逗丁'市の

市民活動団体である「逗一ゴ・・ヒロ・ウェイストの会.は,県が1†1民団体の活動を表彰するボランタリー.基金

21の表彰制度の中て、咋年度1.奨励賞一(県知事表彰)を受賞するに台二・ノておn,逗イ・のこフ刈司題へのrlI

民活動展開は外部か・三、も認められているところです、

印逗了ゼロ・ウェfストの会が昨年度(2田9年3月)市民活動として県知事から奨励賞を受賞した琿由

は、ごみ問題に対し、この「1f民団体の活動を通して、逗予τ1コが神奈川モデルとも呼ぶべき〔逗千モデ)Lと

呼ぶべきと思うが〕、緬しい先進的な取紐みをしていることを表彰したものでし.た、

受賞理由として、次のように説明さオ1ています。

「逗チゼロ・ウェイストの会」は、1つは「地域のごみ問題の総合的・統合的・中心的市民団体、とな

りている乙と、2つは〕本の各地域が参考とすべき「地域におけるご7み問題対処へのボランタリー団体の

モテル」とな・ノていることです,こみ関係の巾民団体として.q::.7Rという拡が1)の中でご,五問題を捉え

ていることしりみならず,②市民からの厚い信頼とネットワークを背景に溺、市との強い協働関係を構築し,

さらに141商工会をも飢含した「市民団体・行政・商11会、の3セクターによる協働モデルをも構築しつつ

活動してきていることです、

それに虹)て,逗子市はごみの有料化をスムースかン無事に導入を成功させてきていること、「市民団

体・行政・商L会.Fの3セクター協働では.家庭用ごみ処理容器・キエーロを通して、:{・11の東口本人災

害の際には、陸前高川南で高台移軋1にともない伐採した木を使t[dして、被災した力々にキエー口を製作し

ていただくというプロジェクトを逗イ市と陸前高田市U)問で協ノ1協定を締結しており、キエーロを通し

て3セクター協働モデルを形成していること、-:ノまり行政はキエー口購入に対して助成rRを提供、商」二会

はキエーロにっいて受注受付、配達、行政への助成金申請手続きの代行、「ゼロ・ウェイストの会」はで

ヘントや「エコ広場ずし1などでの市民への啓発・PR活動薦を行い取り組むとい.う、3者の協働関係を

'ノ(りあげてきました、

さらに、ゼロ・ウェイトスの会が運営する[エコ広場ずし」において地域通貨ZENを提供することを

通して、市民団体・行政・商T.会の3者協働体制を構築しました=..エコ広場ずし」が提供す'るエコホイ

ントは10ホでントで巾内公共施設の使用料などに使える「IZEN」となり、5ZENで1.しおかぜ地域貢献

カード」と交換でき.市内商店で買物をすることができる〔商⊥会)、そしてZENは行政によ一.)て市民活

動支援のために提供さ㌍ている地域通貨で,これによる3セクターの関係が形成されています。

*これら一1:記の逗f市の協働関係は、平成3〔[年度以降の市の緊急財政対策により,とくに市民協働関

係予算はほぼ全面的といノていい程に削滅されL「ZEN」等々の事業実施は取り止めとなっています

(今後次第に再開されていくものと期待していますが).

(5,「逗子ゼロ・ウェfストの会」は、徳島県lt勝町が尊入した「ゼロ・ウェィスト宣諭をベースとし.

上勝町からの学びをも・ノて設ウさ才1たものでしたが,逗子市の場合は、市民団体のでニシアチフで定常的

な勉強会やイベントσ)開催.リヘアカフェや「エコ広場ずし」の展開などを通して,「市民参加の贔た端

の適応モデル」として,「逗子ゼロ・ウェでストの会」の活動は全国の中で、その存在を誇りに思.}てい

ただいていい、と評価さむたのでした.3セクター協働により運営される社会・経済システムこそ,LIIH'

紀において世界が追求しているモデルなのです、
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qD市民協働という言葉は、いわU・るNP[)法が導人〔1998年IL,月〕された頃から使われるようになノ

たG'菓です'が、今Hではまさに「新しい協働の時代1へと向か・.・ています。それは行政は乙れまで「地縁

組織1を趙して臼政をfi""てきましたがL噺しい市民協働の時代」とは、現代のように構造変化が激し

く掃'会から弾き出さオ[る入々か増えてい〔状況のドでは、予算依存型で、状況変化への適応ノノが弱し・「地

縁細織1だけによる1.'政から、II'h民細織'との両輪;こよる行政展聞の時代Lそして地縁組織と市民組織

の協働と融合による展開の田1代にな一ノているという新しい時代認識の到来を意味しています。

繰り返しになり支すが、逗子市の1.エコ広場ずLlなどのこ7澗題への対応は、他の自治体にはまだあ

まりみられない.[市民団体・行政・商工会」の3セクy一の協働という先進的な協働串例を実現してい

る自治体として、新しい市民協働時代のモデノしを実現しているのであり.厚子市はこのモテルの乃向を市

の重要施策として位置付けるべき状況にあるのだと考えます。

2.rエコ しはなぜかくも切なのか

Gにみ問題は.防災と同様、市民(り日々の生活の安全をもたらすベースとして、行政が中心的役割を担

うべきものですが、その取組みは市民活動との連携を最も必要とし,その連携(協働♪性によフてこそ効

果を上げうる事業だといえます。そ'して,行政・商工会と市民との間を結ぶ役割を市民活動団体が担う,

それが[逗了セロ・ウユーイストの会」であり、その中心的な役割を果たしているのが1.エコ広場ずし」で

す,

1エコ広場ずし.1は、「常設の不卜11品無料交換し7)場」として運営されていますが、1南民のごみ相談窓R.1

として.哺民と話し合う場1をfFりltげています.活動としては,学習会やイベントなと'を定常的に開

催して.bt)Lさらにイ・用品となったものを資源とする「市場(マーケ・ソト)1を毎gl同開催すると共に、

修理してモノを再生させるリペアカフェなども開催してい支す。

⑭ごみ問題を単にどう廃棄・焼却処分するかということではなく、生活の中でごみを暖か・く、資源とし

て捉え、有限な資源をいかに大切にするかという最先端の取組みa)市民への窓「!が「エコ広場ずし」です..

そして一エコ広場ずし」は同時にさまざまな有効性ある「場.の役割を果たしています、

いうまでもなく、そこはごみ問題や生活などに⊃いての「相談の場」となっています.まだ一卜分利用で

きるk'用な資源を提供し.、誰かに使りてもらう、1善意の交換の場1か「エコ広場ずし.1です。そして「交

流に'ノなかる場となっています。..♪まり.そこは「人とノ、の出合いの場'であの.「情報交換の場.:で

あり.暗占し合いの場」となっています,

公共の場所に「エコ広場ずし」があるということは、そこに.出合いが起こり.話し合いが行われる「コ

ミ.コーニティの場」になりていきます,「エコ広場ずし」に行けば人がいる.ここで人と会話できるように

なり、「エコ広場ずし」にしばしば行くようにな・)た方もいます,その・'フとして、「高齢者交流の場」と

もなっています,

さらに,「エコ広場ずし」は、逗子市の社会福祉協議会が行う家庭での食品ロスを減らし'Z要なノ、へ繋く1,

堆藤地消的な仕会.顛焔重力であるフードドラfブの受1寸窓口となっており、「福祉の場」としての役割も果たし始

めています。

儒また,「エコ広場ずし」は,地球環境問題を考'えるとても大切な「学習の場」であ;〕、「教育の場」と

な一)ていますc[エコ広場ずレの存{Eそれ自体を含め、逗子ゼロ・ウェィストの会の活動全体が、SD〔js

(持続可能な開発目標)の考'えを広め.実践する「宝涯学習の場」にな.・ています、

まだ使える物を捨てずに誰かに(誰にでも)使用してもらえる。モノを大切にする精神を結果として教育
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し、実践する場です千ともからた♪、までの生活の`IIで.'t.涯学占1を具現化したものが,「エコ広暢ずし1

といっていいでし1、・).そうい)場こそ、これからの世界が未斗ミのたぎ謬2に必要とiノている場であの,すで

にili界に拡がっている運重1」でもあります.

印[エコ広場ずし、は,いつも多くの物語を†7夫出Lてい主対.1無料で交換できるエコ広場すしがあ

る.二とはとても便伺なことだと思い支キ≠・・ノたいないと思・一,ても交換てきる場所がなければ捨てるし

かないのて、たねかに使rノて頃けるのにこみとして'捨てろしかkrくなり夫す.1

「シンブ'ルマげ一と炉金銭的に貧しいノ、たちのために「エコ広場ずし」の品物はこみでなく本当に必要

な物が多い,新品の物≠.あり、持ら込ノ1だ.F、と持ち帰るノ、の間に会話が†:まオ「[るコミュニテでのあるべき

姿が起二る.リサイクルショッフやサイトではな(、無料・で市民が不用な品を交換できる場があることに

意義がある,無料のホランテfアの方々に'も感謝である.他の尺が使用した物を普通に使用出来るモうい

つ感i重を誰もが持てるように!.⊂れば工二コ循環地起食になれることが出来るσ)ではないか,1

「海外から逗乎に引フ越してきて、当座の生循用品が何もなか.、た時、1エコ広場ずし」でほぼすべて

の備品をそなえることが『Cきました。逗yの懐の深さを知りました、逗了・に引り越してきて良か.ノたと思

ワた瞬間でした。」。

二んな声もあります.「隣の蜘「1町を臼め、他の自冶体からも「エコ広場ずし1の存在はうらやましが

られています.とのことです.

㈲このように,1エコ広場ずし1は.私たら逗千のコミコ、ニティにと.ンては、すでにすばらしい社会資本

とLて定着しており,大切な存在〔場}とな一.'ています」こうした「エコ広場ずし」が果たL.ている役割を

7へると.その存在は市民交流センターにこそふさわしいことが分かります。場所として立地的に逗十の中

央にあり、図害・館という学習併設施設などがあC']、喉やお腹を癒すベンタ'一器機もあり、さらに「市民広

報の場」i「逗ア行政u)J2:報広場」としての役割も果たし得るものと.ta・')てい圭す'一ノまf)、市民～と流セシ

ターの1」:事を補完する役割"、担e-)ています。

しかし、市民交流セ)ターでの1エ:コ広場ずし」はLこ'「)した利便牲の問題だけではなく,まさに「エ

コ広場ずし」の存在そのものが、巾民交流セ)夕一の目的にこれほどかなりているものはありません.も,

う度書きます。'L市民交流セ♪ター"の1工1広場ずし」は,こればど市民と行政にと・.て協働にふさ

わしし課題と場所を備えているところはなく、まさに最も適切は場所となっているといえます.:]的外

fetH..とな.,ているのなら,それは単に旧来の考えで間違えてLMI'してしま・、たためで、改訂すべきこと

は当然です、

3.」9t量しのさらなる善へ向けて

q〕現仕の「エコ広場ずし」が完壁なものというつもり[i41くありません。も.ノともっと活動を充実させ、

すはらしい「窓口1であり「場」と,t:ることを願・ノています、改善すべき点は多くあることは知ソていま

す.まずは利用者をも.ノともンと増やす'努力をすることが必要です.市民の中には「エコ広場ずし}の存

在をまだ知らない入が意外に多いのですcOd]一)ている市民を増やす努JJをさらに行う必要があります.そ

の努力も市(白治体)と共に行っていけば、・層充実したものになっていくでしょう.

凹一エコ広場ずし」のボラシテでアの方々も高齢化が進んでいるようて、巾との協働事業を一・層活発に

展開するためにも、広報活動や市民参加の機運を高める取組みが求められ支す。現在は無報酬のしかも人

数はそれほと多くないボランティアのカ々によワて芝えられていますか、も・ンと多くの市民の参加によ

って運営される会に転換していく必要があります.教育的観点から中学生・高校生などのボランティアを

・
1



受人引ることたと'も検討していく必要かあると思い麦寸-.

〔31「エコ広場ずし」を運営する逗了・ゼU・ウェfストの会は.さまざまなイベントなどを通して他の市

民団体と}箇宜協働を進駝1でいます、さらに重要なことは、「エコ広場ずし」の運営にーノいて屯,多様な協働

を呼ひかけるなビ.け政と市民活動の協働u,bあり方を高めるよ〕なIL組殊を模累していくことも必要で

しkう

(4)取の組むぺき分胎;ももワと拡げるべきと考えます、.SDCis[持統μ∫能な?FaN)くり)へ向けた取絹みの

拠点としてとらえ、括動を充実させる必要があると考えていま`・」.1エコ広場ずし1を「S叫sセンターず

し.1という名称に変えよ)とい)意見もありますcこれを機会にSDGsへの取り組みを本格的に'考えるべ

き時と考えています、

C5〕開店目はボラ;.・テfアが十分でないため、依然限定されていますが,'1'E1働いている人も利ttdHl来る

ように1一日のいずれかは1H開いているよ)にする〔あるいは月1回でもよいかC,寸、日も開ける.kうに

する,など.やるへき乙と、検討すべき二とは多くあります.

⑥ごみ問題の定期的な勉強会やエコワークショッフも好評ですが、包丁研ぎや修理などの「llペアカフ

ェ」も好評ですrベシトの機会の7みならず,肝週kの開催希望も出てt,"ます.

CT)苔い人が興味を持てるような何か彩1しいアrデアを取り入れる努力も必要です.陳列品の棚を≠ドンと

スマートなもの.明るいものにするなどの⊥」、も必要でしょう、またLrンターネソトを手1掛]したサイト

との繋かりも考えるべきであると認識しています.

咽市民の皆さまにもりと知.ノてもらラ活動展開として,例えば.傘市を使一ノた傘袋やへ・ソグを市内イベ

;・トで,「リサイク几出前講座.1(市内小学校、中学校)を行う乙と、新聞、テレビLラジオなどのメディ

アにとのあげてもらう努力隷ども'Z・要だと提案されています、

馴逗イ巾の:7崩二政へ・り見学依頼にもIlll確にと寸応できるようにする必要も感じています.逗子は先に紹

fl'した県知事表彰もあるように、ごみ問題、環境問題.あるいはSDGsへの取葦11.フ去などにおいて、行政と

市民活動との協働が全国の中でも先進的な事例を達成している肖治体であり,ご互の有料化への転手襲も

無事前向きに実現してい末す.この点て、逗子の自治体と市民団休の取組互に.ノいて見学要請も求めら引

ており.こオ1にし.かり対応できる什組みを構築していくことも必要でし.kう.それによ,て逗子市のご

み減量化の取」〕組・7"を通Lて国内の,ご1名度・認識度が高.めることも可能であり,シビックプ弓rドを高y'

ることにも貞献するでしよう.

GO戸工:1広場ずし」の1'r続を保障するための「条例一の導人〆ノ1求めらオ」ます.逗一r・カヨ他の自治体に比べ

て誇れるものとして作り上げてきたのですから、貞剣に検討するに値すると信じます,

最後にL2-.)の声をお届けしたいと思います。1私は、一時事情て隣の臼治14{に2年程住みましたが、

「エコ広場ずし」があるωで逗イに戻りました。他の市ではやってい准い本当に萬い活動です。他の市民

の方に役に立てることも,白分が助けて頂けることも,何美りも大切な交流です,二のような機会を与え

てドさる場所をどうか無くさないで下さい.お願い致します.、

[子ども服をよ・くいただいています。親として金銭面でも助かりますが、Jt・どもに/一物を左切に使つ

」'捨てる前にや'れることがある"ということを伝えることもできています.様々な面から、ぜひ存続を希

望します,」

以上
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