園祭をごみゼロに！みんなで楽しく世界に誇れる祭をつくりあげよう！
注意事項
・環境対策ボランティア未経験者、
経験者問わず必ず説明会に参加をしてください。
説明会に参加をできない方は当日のボランティア活動に原則参加
できません。
（ただし、
団体での申し込みに限り、
ボランティアリーダーの方が責任をもってボランティアメンバーに事前説明を行う場合は、
メンバー全
員の参加は必須ではありません。
）
・来場者から見ればボランティアスタッフも一般のスタッフと同じと見なされます。
節度と責任感をもって活動にご参加ください。
・当日はシフトを組んで活動を行いますので、
勝手な行動はご遠慮ください。
・他の団体、
あるいは個人ボランティアと一緒に活動していただく場合があります。
・ボランティア活動中
（説明会等も含む）
の映像・写真・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に属します。
・ボランティアの皆様には
「ボランティア保険」
に加入していただきます。
保険費用の負担と手続きは事務局が担います。
手続きの際、
氏名・住所を使用
しますので、
何卒ご了承ください。

個人情報の取扱い
個人情報については運営事務局が定めるプライバシーポリシーに則り、
その目的の範囲内で利用するとともに、
適切な方法で管理し、
法令上の特段の
事情がない限り、
本人の同意なしに第三者への目的外での開示・提供はいたしません。
※プライバシーポリシー：http://www.gion-gomizero.jp/privacy/
の公式スポンサーなど、
祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会の承認する団体に限り認められます。
承認を受けて
呼称権は
「祇園祭ごみゼロ大作戦2015」
いない団体の呼称権は認められませんので、
あらかじめご了承ください。
。
所属する団体の広告やPR等の目的で
「祇園祭

例

株式会社◯◯◯は、

ごみゼロ大作戦 2015」の呼称やロゴマーク

を
「祇園祭ごみゼロ大作戦2015」

などを使用することはできません。

応援しています。

園祭ごみゼロ大作戦実行委員会とは
毎年大量の廃棄物が排出され大きな問題となっている祇園祭 ( 宵山行事 ) に
「リデュース」
「リユース」
のいわゆる2R の視点を導入し、
環境に配慮した
ごみゼロ祭へと導く取り組みを進めるために立ち上がった組織です。
【構成団体】
美しい祇園祭をつくる会／ NPO法人きょうとNPOセンター／京都環境事業協同組合／京都市／ NPO法人京都地球温暖化防止府民会議
／ NPO 法人 KES 環境機構／五条露店商組合／ NPO 法人地域環境デザイン研究所 ecotone ／京のアジェンダ 21フォーラム

We Need
STAFF!!!

園祭ごみゼロ大作戦
ボランティアスタッフ（個人・団体）大募集 !!!
お問合せ

園祭ごみゼロ大作戦実行委員会
京都市中京区三条通烏丸西入御倉町 85-1 烏丸ビル 2 階 Flag 三条

TEL：075-744-0590 FAX：075-744-0945 MAIL：entry@gion-gomizero.jp

http://www.gion-gomizero.jp

祇園祭 ごみゼロ

検索

7.15宵宵山-16宵山

2015.

wed

主催： 園祭ごみゼロ大作戦実行委員会・京都市 TEL:075-744-0590 http://www.gion-gomizero.jp

thu

園 ごみゼロ

検索

園祭をごみゼロに！
みんなで楽しく世界に誇れる祭をつくりあげよう！

申し込み区分

◇申し込み単位は1団体につき6名以上とします。

7.15宵宵山-16宵山

2015.

wed

【団体の方】
・6〜20名につき1名のリーダーを選出していただきます。
・ボランティアリーダーを含む2名のメンバーの方は、
下記いずれかの
「ボランティア説明会」
に必ず参加してください。

thu

メンバーに事前説明を行ってください。
・企業や団体など100名以上でのご参加の場合は別途ご相談ください。
【個人の方】
◇申し込み単位は個人とします。
・2015年6月26日(金)、
27日(土)、28日(日)の主催者が指定するいずれかの「ボランティア説明会」に必ず参加してください。
ボランティア説明会
日程・時間区分・開催場所

申し込み時に参加可能日すべてにチェックを入れてください。
後日、
ご参加いただく日程を運営事務局よりご連絡します。

□ 2015年6月27日(土) 13時00分〜15時00分

かわらず約42トンとなり、
具体的な減量を達成することが出来ました。
しかし、
まだ多くの使

□ 2015年6月27日(土) 15時30分〜17時30分

い捨て容器など大量のごみが排出されていることは否めません。

□ 2015年6月28日(日) 15時30分〜17時30分

共に活動を行うボランティアスタッフを募集してい
現在、
祇園祭ごみゼロ大作戦 2015では、

□ 2015年6月28日(日) 18時30分〜20時30分

ます。
四条通や烏丸通等にリユース食器の返却やごみの分別回収拠点となる
「エコステー
ション」
を複数設置し、
国内外から訪れる来場者に対して呼びかけや散乱ごみの清掃などを
行います。
みなさんのご参加をお待ちしています！

ボランティア活動概要

ひと・まち交流館 京都

五条駅

五条通

六条通

ひと・まち交流館 京都

□ 2015年6月28日(日) 13時00分〜15時00分

し、
ごみの減量と散乱ごみの防止を図る日本最大級の取り組みです。

河原町駅

清水五条駅

□ 2015年6月27日(土) 18時30分〜20時30分

祇園祭ごみゼロ大作戦は、
繰り返し何度も洗って使用できる
「リユース食器」
を露店へ導入

阪急京都本線

京阪
本線

ごみゼロ大作戦の取り組みにより、
同期間のごみの量は来場者が 12万人増加したにもか

祇園四条駅
四条通

四条駅
烏丸駅

地下鉄烏丸線

□ 2015年6月27日(土) 09時30分〜11時30分

鴨川

□ 2015年6月26日(金) 18時30分〜20時30分

2013年の祇園祭宵山期間に発生したごみの量は約60トン。2014年度から始めた祇園祭

河原町通

□ 2015年6月26日(金) 13時30分〜15時30分

烏丸通

園祭ごみゼロ大作戦
ボランティアスタッフ 個人・団体 大募集 !!!

・
「ボランティア説明会」
に参加が難しいメンバーの方がいる場合は、
リーダーが責任をもって、
活動日までにボランティア

七条駅
JR京都駅

JR東海道本線

支給物品

・スタッフウェア、
スタッフ証 ※報酬・交通費・食事の支給はありません。

申し込み条件

・活動日現在、
15歳以上の方（中学生の方は参加できません）

七条通

〒600-8127
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1
TEL：075-354-8711
http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/access.html
＜バス＞ 市バス4，17，205号系統「河原町正面」下車
＜電車＞ 京阪電車「清水五条」下車 徒歩8分
地下鉄烏丸線「五条」下車 徒歩10分

・活動日に指定の場所、
時間で活動が可能であること。
活動は長時間にわたり、
また、
立ったままでの活動が主となりますの
であらかじめご了承下さい。

活動日

・主催者が指定する日に、
団体ボランティアはリーダーを含む2名が、
個人ボランティアは本人が説明会の参加が可能であ
ること。
・その他、
主催者が定めるボランティア参加の注意事項を遵守し、
活動できること。

ボランティア申し込み方法
募集締切
本誌または、
下記ボランティア募集ページを熟読の上、
以下のURLよりお申し込み下さい。
定員

申し込み締切期限： 2015 年

6月21日（日）24:00まで

※定員に達した場合、
申し込みを早期に締め切る場合がございます

活動内容

※原則、
以下のURLよりお申し込み下さい。
以下のURLからのお申し込みが難しい場合に限り、
別途郵送、
FAXでの受付も可といたします。

WEB申し込み：

昨年の参加者の声
●大きなプロジェクトに最初から関われたことが誇りです！なかなか社会は変わらないけど、
みんなで取り組めば少しでも変わると思えました！参加した多く
の方もそう思えていたら、
今後も活動が続き、
ごみゼロが実現していくと思います。
（龍谷大学政策学部のみなさん）

http://www.gion-gomizero.jp/

QRコードからは直接申し込みフォームに進んでいただけます。

※ご使用の携帯電話で
「メール指定受信登録」
や
「迷惑メール受信拒否設定」
などをされている場合は、

●社会貢献活動の一環として毎年、
祇園祭でごみ拾いの活動をしています。
今年はごみの種類によってごみ箱の入れ口が違っ

運営事務局からの返信メールを受信することができません。
お手持ちの携帯電話設定をご確認いただき、
@gion-gomizero.jpのドメイン解除を必ず

てわかりやすいので分別できていますね。
（大和ハウス工業株式会社のみなさん）

行ってください。

●来年の学校祭でリユース食器を使用したいと思っているんです！今回は運営の仕方を学びにきました。
（京都外国語大学西
高校ユネスコ同好会のみなさん）

郵送・FAXでの申し込み
（申し込みフォームからの申し込みが難しい場合のみ受付可）
：

●京都市ではごみ半減を目標にしています。
祇園祭では皆さんのご協力の結果、
ごみを半減することが出来たので、
皆でやれ
ば京都市のごみ半減も夢ではないと思います！
（京都市環境政策局環境型社会推進部ごみ減量推進課のみなさん）

以下のURLから申し込みフォームにお進みください。

郵送先：京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85−1 烏丸ビル2階 Flag三条 祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会 FAX：075-744-0945
取材協力：京都市市民活動総合センター発行「hotpot」

