EVI推進協議会は、
日本の森と水と空気を守る活動を推進しています。

横手森林環境フォーラム
「もっと、
身近に」
【みんなで考える身近な環境貢献】
〜横手の森を守るため一人一人が出来ること〜 参加無料
定員100名

環境貢献型商品の開発事例発表と交流を
通じて日本の森と水と空気を守る！
横手森林環境フォーラムを開催します。

EVIは、
「もっと、
身近に」
を活動のメインテーマに、全国各地の環境貢献活動

を積極的に推進しています。内閣府 地域活性化伝道師 加藤孝一氏（カルネ

コ株式会社、EVI会長）
による基調講演と真打 春風亭柏枝（落語芸術協会）
の
「環境落語」
で私たちにできる身近な環境貢献を伝えます。

・横手市のカーボン・オフセットの取組事例の紹介
・カーボンオフセットの仕組みをパネルで紹介
・ＥＶＩの取り組み紹介
・横手市以外の自治体や団体のオフセット商品や取組を紹介
・取り組み方法等の相談コーナー

内閣府 地域活性化伝道師

加藤 孝一

詳しくは裏面へ ▶

開会の挨拶

『消費者の環境貢献意識がつくる
新市場へのアプローチ』

〜もっと身近に!普段のお買い物を通して環境貢献〜

カルネコ株式会社 代表取締役社長
内閣府 地域活性化伝道師 加藤 孝一氏
14:55〜

休憩（10分）

15:05〜

カーボン・オフセット事例発表

15:25〜

休憩（10分）

15:35〜

環境落語

16:05

閉会

八峰町 農林振興課
木藤 誠氏

真打 春風亭柏枝（落語芸術協会）

（2015年12月）

知ったかぶりは
いけません！

春風亭 柏枝

【基調講演】

講師のご紹介
カルネコ株式会社 代表取締役社長

EVI推進協議会は、
これまでの活動に対し、
第5回カーボン・オフセット大賞「特別賞」
を受賞。

プログラム 12:50 受付
13:35〜

もっと身近に環境貢献！

1981年カルビー（株）入社。営業、物流、
マーケティング、経営企画を地域事業
部で経験。'95年、本社・営業革新推進室、
マーケティング企画室マネージャー
を経て'02年、
プロモーション革新プロジェクト・オーナーに。'05年9月、POPの
実需調達システムCalNeCo事業部設立。'11年、
「日本の森と水と空気を守る」
環境貢献プラットフォーム
「EVI推進協議会」設立。ʻ14年4月より、内閣府から
地域活性化伝道師の認定を受け、環境貢献型商品開発や地域活性化の取り組
みを推進し、ʻ15年12月第５回カーボン・オフセット大賞・特別賞を受賞。ʻ16年
8月カルネコ株式会社設立 代表取締役社長就任。

事例発表・相談コーナー

13:30〜

事前申込受付中

カーボン・オフセットをおもしろ
おかしく真面目に披露します！
北海道札幌市出身。階級は真打。
平成13年3月 春風亭柳橋門下に入門
平成16年
師匠没後柏枝(現 柳橋)
門下へ移籍
平成17年6月 二ツ目昇進
平成25年
第3回城源寺二ツ目選手権
優勝
平成26年5月 真打昇進
「八代 春風亭柏枝」襲名

※プログラムの内容は都合により変更させていただく場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

月

日

横手市役所
条里南庁舎前

↑秋田

11 29 （火）

日程 2016 年

◎アクセス
（市外からお越しの方のアクセス）
横手市
消防本部

P

13：3０〜16:05（12:50受付／開場）

【対象】
どなたでもご参加ください 【定員】100名
【会場】横手市条里南庁舎 講堂 秋田県横手市条里一丁目1番64号

100

参加無料

森林支援協力金

参加は無料ですが、地球温暖化防止のため森林支援の
ご協力をお願いしています。
（一口100円）。支援金は全額
を横手J-クレジット購入に充当し、会場の電力使用から
排出されるＣＯ２のオフセットに使用します。

【主催】横手市・森林組合森林吸収共同プロジェクト推進協議会
【後援】横手市 /横手市森林組合/カルネコ株式会社（EVI推進協議会）

イベントご参加
お申込み方法

横手市条里南庁舎

東口

西口

奥羽本線
横手駅

北都銀行
サンクス

13

湯沢

http://www.city.yokote.lg.jp/koho/page000169.html

48

三枚橋

横手バス
ターミナル

←

【バス】横手市東口 横手市循環バス
「横手バスターミナル」
から
「１．横手バスターミナル」
に乗車（イオンスーパーセンター方面行き）。
乗車時間約３６分。
「３１．横手市役所条里南庁舎前」下車。
【徒歩】横手駅西口より徒歩約20分
【タクシー】横手駅西口より約10分

セミナーへの参加お申し込みは、FAXまたはお申し込みフォームより
受け付けております。詳しくは裏面をご覧ください。

普段のお買い物を通してもっと、
身近に環境貢献！
EVI推進協議会は
第5回カーボン・オフセット大賞
「特別賞」
を受賞。
受賞

EVI環境貢献プラットフォーム
環境保護活動を行う

森林事業者

クレジットの販売を支援
環境保護に関心のある

企

業

主催：カーボン・オフセット推進ネットワーク
（CO-Net）
後援：環境省、
経済産業省、
農林水産省

エコ活動に関心のある

消費者

環境貢献型キャンペーンの
環境貢献活動への
実施・応援
参加を支援
EVI（Eco Value Interchange）
は排出権クレジットの流通を
通して森林事業者・企業・消費者の方々を結び、
「日本の森と水
と空気を守る」活動を推進しています。

■環境貢献型商品開発

■地域活性化プラットフォーム

地域に根ざして活動をしている方々
とネットワークを結び、未利用食材
や特産品の商品価値を向上させ、
未利用資源の有効利用を促進し、
地域の6次産業化を目指します。

行政・企業・団体と互いに協力し合
いながら、本当に役に立つ環境貢
献型（カーボン・オフセット付）商品
や仕組みを開発し、
より良い暮らし
と森林支援につなげていきます。

・森の木組みシリーズ きのこ・金魚・鷹
・鳥取県日南町、長野県立科町「お米」
・木曽川ゴーフレット など

・カーボン・オフセット道の駅「にちなん日野川の郷」
・長野県女神湖グリーン＆クリーン・リゾート
・エコサポーター制度 石岡トレイルラン など

ホームページ http://www.evic.jp/evi

このたびの受賞は、EVIの全国各地における環境貢献に関わる様々
な活動に対していただくことができ、
これもひとえに、
ご協力いただき
ました環境プロジェクトならびに参加企業様、
ご支援いただいている
皆様を代表して賜ったものと心より感謝申し上げます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
カルネコ株式会社 代表取締役社長 内閣府 地域活性化伝道師

加藤 孝一（EVI推進協議会 会長）

2015年12月11日(金)

第17回エコプロダクツ2015にて表彰を受けました。

イベントご参加お申込み方法（定員になり次第締め切ります）
ホームページよりお申し込みの方はこちら

携帯からでも
お申し込み
できます。

http://www.evic.jp/evi/event2016/chiiki/form.jsp

お問い合わせフォームより必要事項を入力してお申し込みください。

検索

EVI

FAXでお申し込みの方はこちら

０１８２-３２-４０３７まで本紙を送信してください。

下記の項目をご記入の上、
FAX：

横手森林環境フォーラム
「もっと、
身近に」参加申込書
横手市 農林部 農林整備課〈担当：武藤・押切〉行き

会社名/団体名

（フリガナ）

部署名
ご担当者名
ご住所
Eメール

役
（フリガナ）

職

TEL／FAX

TEL／

FAX／

〒

ご入力間違いのないようにご注意ください

@

メールマガジン配信 （

その他お問い合わせ

横手市役所＜担当：武藤・押切＞
＜お申込み・お問い合わせ＞ 〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目３-４１ Tel：0182-32-2114
メールアドレス：norin@city.yokote.lg.jp

可

・

不可

）

