茅ヶ崎の 24 万人に伝えたい情報。
私たちの想い、あなたへ届け！

Vol.4

地球過保護プロダクショ ン

地球過保護プロダクション

私たちが茅ヶ崎にシェアしたいことを自由に発信！
はじめまして、BENIRINGO です。
世の中には様々な社会問題があり、その社会問題を解決するには「地域問題」の解決が必要だ
と思っています。なので私たちは、茅ヶ崎の地域問題を解決したいと思っています。しかし、
私たち 2 人では解決できません。
じゃあ、私たちに何ができるのか？？？ 2 人ではできないことも、みんなでならできること

こんな活動をしています！
フェアトレード
商品販売
ちょっとした買い物で
国際協力！

があるはず。みんなで知ってみんなで考えて、少しでも行動する「きっかけ」を作りたい。

プラスチックフリー
歯ブラシ

BENIRINGO は、茅ヶ崎について学びながら皆さんにシェアしたいことを楽しく発信します。

★自己紹介★

植物由来の生分解性歯ブラシ提供！

田中 藍奈（20） 茅ヶ崎市在住
PlantPitty 在籍 / ドギーバック普及委員会 / 幸町こども食堂スタッフ

世界や国、街で起きている問題をみんなが知る必要があっ
て、知らせる必要もあると思っています。なので、自分
の地元である茅ヶ崎のことをもっと知って街中に発信し、
もし問題があるならば目を瞑らずにみんなで協同できる
街を築きたいと思っています。環境のこと、世界のこと、
茅ヶ崎のことを学びながら実践・行動をしていきます。
茅ヶ崎の皆さんと繋がり、人と人とを繋げ、
「楽しい」を
伝染させていきたいです！

は

現在の

藍染代行

「物を永く大切に」
微生物と藍のパワーに魅了され、
喜んで藍染代行をしています！

歯ブラシ回収

リサイクルと国際協力！

阿部 汐里（23） 藤沢市辻堂在住

フリーペーパー

TaiYouSymphony 事務局 主宰

私たちの身の回りには、色々な問題があります。その問題を
一人で解決する事はできません。だからこそ、より多くの人
と共有して、一緒に考えていきたいと思っています。まず
は、身近な茅ヶ崎のことについて、私たちの目線で調べて、
まとめて発信していきます。発信をきっかけに、皆さんと繋
がって、一緒に考える機会を提供していきます。一緒に楽し
く知って、考えて、行動しませんか？？

西野 玲奈 茅ヶ崎市在住
このフリーペーパー「BENIRINGO」の制作を担当しています。グラフィック
デザイナーとしての仕事は早くも 27 年目…。若い 2 人のパワーをもらいなが
ら、少しでも協力できたら…とお手伝いさせてもらってます。
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好奇心旺盛な BENIRINGO

が自由に作る、熱い想いを
入れ込んだ冊子！

情報発信！

BENIRINGO の instagram が誕生！
現在の BENIRINGO の活動も、これからの活動も
ジャンジャン発信！
茅ヶ崎について・シェアしたいこともどんどん発信！
https://www.instagram.com/beniringo.
chikyu/?utm_medium=copy_link
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は
私たち
世の中で起きている問題を知る
ツールとして
「SDGs」を
使っていただきたい。

は 地球温暖化による

「気候危機」を知ってほしい。
地球温暖化は、気温を上昇させるだけでなく地球の気候を大きく変える「気候変動」を引き
起こします。日本で大型台風が増加しているように、気温が上昇すると頻繁に災害が起き、
さらに災害規模が拡大します。産業革命前と比べると、地球の温度はすでに「1.39 度」も上
昇しています！「なんだ、たった 1℃ちょっとの違いか。大した問題はないでしょう？」と
思っていませんか？

Sustainable Development Goals
持続可能な開発目標 SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは…
世界の問題を 2030 年までに解決し、持続可能な社会を作りあげるための 17 の世
界共通目標です。

気温が上昇して気候変動が悪化すると『これからの地球』に、
『私たちの生活』にどんな影響があるか知っていますか？

①

②

海面がさらに上昇

気象災害がさらに増加

地球温暖化によって北極などでは海氷が溶
け、海面が上昇。日本でも海抜 0m の地域は
沈んでしまうと推測。

台風、大雨、大雪の規模や頻度や大異常気
象が増加。気候変動国際会議では日本を「気
象被害の最大の被害国」と発表。

③

④

17 の目標の中にさらに細かな目標があり、全部で 169 のターゲットがあります。
以下の QR コードからご覧ください。
■ 国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所
https://www.jp.undp.org/content/

https://www.maff.go.jp/

development-goals.html

target.html

tokyo/ja/home/sustainable-
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■ 農林水産省

j/shokusan/sdgs/sdgs_

生態系がさらに変化

海の生態系への影響

気候変化で食べ物が採れず、減少や絶滅する
植物や動物が増加。ホッキョクグマは氷がな
くなり絶滅する可能性が高い。

気温と同様に海水温も上昇。気候変動の影響
で、2100 年にはサンゴが全滅する可能性が
ある。
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⑤

⑥

気候変動の原因は人間。地球温暖化の主な原因は「CO2」
。気候変動を抑えるには、

化石燃料である「石炭・石油・天然ガス」の使用を大幅に減らし、CO2
排出を大幅に減らす必要があります。
軽油 1.3％
軽油 1.3％
ごみ

家庭部門 家庭部門
その他
業務・ 業務・
その他部門
その他部門

5％

森林火災がさらに増加

湿地がさらに減少

乾燥化が進む地域では森林火災が増え、森林
消失だけではく、野生生物の生息地が広く失
われる恐れ。

海面水位の上昇で、陸地に海水が浸入し、森
林が枯死。それにより、そこで暮らす人々が
生活や農業で使える水が減少。

⑦

⑧

5％

75％％

5％

その他
電気事業含む
7％ 電気事業含む
エネルギー・
エネルギー・
転換部門 転換部門

3.8％

水道 1.9％
水道 1.9％
ごみ
灯油

灯油

3.8％
8.6％ LPG
8.6％ LPG
5.2％ 5.2％

42％ 42％

都市ガス 都市ガス

日本全体の
日本全体の

ガソリン ガソリン
約
％ 約
25.1％ 25.1

8.9％

kgCO /世帯
kgCO /世帯
3,971
3,971

運輸部門 運輸部門

CO％2 排出の1/3
CO2 排出の1/3
が
が
17％ 17

2

8.9％

2

世帯当たりの二酸化炭素排出量
世帯当たりの二酸化炭素排出量

電気事業
電気事業

燃料種別内訳（2019
燃料種別内訳（2019
年度）
年度）

％
農業部門 25
農業部門
25％

電力

電気事業による CO2 排出量は日本全体の
3 分の 1 以上を占め、地球温暖化に大きな
影響を及ぼしています。

％
％
電力 45.1
45.1

家庭から排出される CO2 のうち、およそ
半分が「電気からの排出」なんです。

私たちが「気候危機の解決」に向けてできること？
農業への打撃
極端な気温変化や雨量により、農作物の栽培
方法を変える必要性が。土壌水分減少で干ば
つになる農家も増加。

パワーシフト！

病気がさらに増加
野生動物の生息地が破壊され、すみかを奪わ
れた動物との接触が増加。これが原因で動
物の持っているウイルスが移る可能性も。

このままだと、2100 年には気温が 4.8 度上昇 !?
大きく影響を受けるのは、いま小さな子供たち。
子供たちが大人になった時の日本は…？
2100 年の日本の未来予想のニュースを見て下さい！

電気による CO2 の排出を減らそう！
家庭・学校・職場の電気など、発電時に CO2 の排出をしない

「再生可能エネルギー」を作る電力会社に パワーシフト
しませんか？

電気の地産地消を目指す

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/2100weather/

気候危機について発信してる団体をチェック！

Green Peoples Power は、脱原発と地球温暖化
対策、そして新しい産業と雇用を生み

出す「電気をつかって社会を変える！」
グリーンピース
ジャパン
Instagram

6

ATO4NEN
Instagram

Fridays forfuture
japan
Instagram

という大きな夢にチャレンジしていま

す。原子力にも化石燃料にも頼らない、エシカルな方法で作られた再生可能エ
ネルギー 100％の電力供給を目指しています。

https://www.greenpeople.co.jp/
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特集
燃やせるごみ、燃やせないごみ
茅ヶ崎のごみサイクルが気になった。
ごみの有料化が始まることは
知っていますか？

燃やせるごみ、燃やせないごみを

徹 底 解 明！

ナビゲーター：まいかちゃん

ピロピロピローん

右に曲がります。ご注意ください！

「 おらーい！おらーい！おらーい！」
・・・
私たちの家から出るごみ。そう、「家庭ごみ」。ごみの日に指定の場所へ出したあと、そのご
みはどうなっている？ごみ収集車が来て持っていってくれる！じゃあ、その後は？？

① 燃やせるごみの日
② 燃やせないごみの日
③ プラスチック製容器包装類の日

④び
 ん・かん・ペットボトル / 金属類 /
廃食用油の日
⑤ 衣類・布類の日
⑥ 古紙類の日

茅ヶ崎には、2 種類のごみの日、4 種類の資源物の日、そして大型ごみの予約回収などがあ
ります。どうしてごみを分けて回収しているのかというと、それぞれ処理方法が違うから、
というのもそうですが、私たちが出しているごみはただのごみではなく「資源にすることが
できるから！」なのです。
今回の BENIRINGO4 号では、私たちが何気なく捨てている「ごみのゆくえ」と茅ヶ崎の現
状、ごみ処理のサイクルを、ナビゲーターのまいかちゃんに紹介してもらいます！

私が詳
ご紹介 しく
します
！

の皆さん

センター

環境事業
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燃やせるごみ
まずは一番捨てる量や頻度も多い「燃やせるごみ」。私たちが集積場所へ持ち込んだあと、

900 度の高温で焼却されて…

一体どのようにして処理されているのでしょうか？
各家庭から、指定の置き場へ…

減容化され、
焼却灰となります

パッカーくんで回収して環境事業センターへ
環境事業センター

回収された後の燃やせるごみは、900 度の高温で焼却し、ダイオキシンなどの有害物質の
発生を抑え「灰」にします。焼却の時に出る煙にはチリやホコリが含まれているので、空気中
に飛び散らないように薬品を吹き込み、バグフィルターで集めて有毒な煙が外に出ないよう
に工夫しています。バグフィルターで集めた灰は、薬品で固めてから埋め立てます。
環境事業センターが当たり前に有害物質の排出を最小限にしていることは、地球環境や私
たちの健康にとても重要なことなのです。

何も問題ないか
しっかりとチェック！

燃やせないごみ
では次に、燃やせないごみのゆくえはどうなっているのでしょうか？
不要になった金属や小型家電、
ガラスやプラスチックなど…

粉々に砕いてから…

磁石で金属を取り出し、資源にします

燃やせるごみと同様に環境事業センターへ
環境事業センター

燃やせないごみは、紙ごみなどの燃やせるごみに比べて硬いので、回収された後にまずは
粉々に砕き、大きな磁石を使って金属を取り除きます。それらの金属は「資源」として売却し
ます。粉々になった金属以外のごみは、燃やせるごみと同様に燃やしているのです！
「燃やせないごみ」から金属になる資源を取り除くことで、燃やして埋め立てる灰の量を減
らしています。燃やして灰になった後は、燃やせるごみと同じ流れです。
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センター所長にインタビュー！

スプレー缶は、燃やせないごみ
ではなく「かんの日」

環境部 環境事業センター
所長

富田 雄也

さん

Q. 世の中に望むことは？
A. 人に対する思いやり
Q. あなたが大切にしていることは？
A. 誠実さや正直でいること

中身のガスを抜いて出さないと、パッカーくん
にごみを積んでいるうちにスプレー缶が圧縮さ
れ、発火や爆発する可能性があります。実際に
事故にもなっています。これらは、従業員さん
の命や地域の人の命にも関わることです。捨て
る前に中身の確認を！
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灰の資源化
灰の一部は埋め立てるだけじゃなく、1800 度で溶かすことで有害な物質を無害化し、
砂や石・セメントなどの資源に変えています！
しかし、茅ヶ崎市の環境事業センターでは灰を資源化する専用の施設がないので、お
金を払って栃木県や愛知県などの民間の施設で資源にしています。
「灰は埋めずに全部資
源にすれば良いのでは？」と思うところですが、この作業には巨額な費用がかかります。
１トンの灰を資源化するのに約 5 万円。１年間で約８千トンの灰が出るので約４億円が必要
になるのです！（驚）8 千トンってどの位の重さかイマイチぴんとこないけど、実は…

最終処分場
ごみを燃やすことで生まれた灰は、茅ヶ崎市の堤十二天一般廃棄物最終処分場と、県
外の最終処分場に埋めています。しかし、ごみ箱がいっぱいになるのと同じで、最終
処分場に灰を埋めるには限界があります。なので現在使っている最終処分場は、
“2033
年までしか使えない”のです。
（汗）ならば新しく作ろう！と言うことではないのです。
茅ヶ崎では、新しい最終処分場を作ることはできません。

ジャンボジェット機
8 千トンの灰＝ 50 機分の重量！

え？何で作れないの？灰を埋め立てすること、最終処分場を作ることに問題が…?!

問題

1

問題

2

問題

3

埋め立てに使える
大きな土地が
ない

水環境や生物に
被害が出る
心配も

埋め立て終わっても

今ある建物や緑を壊すこ

もし、灰から地下水や川

埋め立てが終わった旧最

とは難しい。

へ汚染物質が流れてし

終処分場は堤スポーツ広

そのために、埋め立てる

まったら？

場になりましたが、今で

ために必要な大きな土地

井戸水や生き物に、悪影

も水質や大気の状況を管

がない。

響を及ぼします。

理しているのです。

継続した
管理が必要

この重量を全て資源化するのに、かなりの費用がかかる
のは当然ですよね…。
でも、2033 年に埋め立てはできなくなってしまうし、資源化にはとんでもないお金が掛かる…

じゃあどうすれば良いの？？
結果的に、すべての灰を資源化することになります。灰を資源にするということは「ごみ
の一部をリサイクルできる！」ということなので、本来は喜ばしいこと。しかしこのままだ
と、お金が足りません。だから茅ヶ崎市は、

来年４月からごみを有料化します！
詳しいごみの分別方法はこちらから

じゃあ、埋め立てができなくなったら、灰はどうすればいいのだろうか…。
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https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_
page_/001/021/180/2021_wakedashi.pdf
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ごみの「有料化」について

ごみ有料化ってどんな効果があるの？

茅ヶ崎市は、燃やせるごみ・燃やせないごみを捨てる際に、指定の袋を購入して出すとい
う「ごみ有料化」を 2022 年の 4 月から始めます。え !?ごみを出すのにお金が掛かるの !?と

有料化は理解したけれど、何が良いのか具体的に知りたいですよね。私たちがごみ袋を購
入することにより、一体どんな効果があるのでしょうか？

思っている方の為に、茅ヶ崎市役所資源循環課の原田さんに「有料化の経緯」を伺いました。

ごみ有料化ってどういうこと？
資源循環課 原田さん

効果

「できるだけごみ袋に掛かる出費を抑え

ごみ有料化とは、ごみ処理の経費の一部をごみ排出者である市
民・事業者に手数料として負担してもらう制度です。2022 年 4

たい」という意識が生まれ、ごみの減量
に繋がる。

月からは、スーパーやコンビニで指定のごみ袋を購入し、ごみを
庭から出るごみを減らし、ごみ処理にかかる費用を抑えたい…

製品の再利用などを意識するようにな

それが有料化に踏み切った理由です。

り、循環型社会の形成に繋がる。

が使えなくなり、ごみの焼却灰を資源化するためには、毎年約 4 億円が掛かります。
また、焼却処理施設、粗大ごみ処理施設、寒川広域リサイクルセンターの 3 施設は、
2033 年までに施設整備を行うため、さらに約 12 億円掛かります。しかし、ごみ処理
に当てる市の予算は 3％。このままだと資金不足で灰の資源化や整備が行えません。
どこか他の予算を削ることもできず、市民税をこれ以上増やすこともできないのです。
ごみ処理には、お金が掛かります。そして焼却するごみが増えれば増えるほど、資源化す
るためにもっとお金が掛かるのです。今のままだと、環境部の予算ではごみの処理ができな
くなってしまう…。そのために私たち市民が、
「ごみをできるだけ減らし、自分が出すごみ
に対し、少し負担して協力しよう！」という話しなのです

40㍑

800円/10枚
事業者：3,000 円
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2

効果

市税でのごみ処理は、多く出してる人と
そうでない人との間で明確な差がない
が、出したごみの量が基準だと費用負担
が異なるため、公平性が保てる。

3

簡 易 包 装 製 品や詰替製品などの選択、

ごみ処理には年間で約 30 億円以上のお金が掛かっています。2033 年に最終処分場

1セット（10 枚）

効果

出していただくことになります。有料化によって今までより家

ごみ処理にかかる費用ってどれくらいなの？

茅ヶ崎市の
ごみ袋の価格

1

4

効果

ごみが減ったり再生利用が増えること
で、焼却処理量や最終処分量が減少す
る。それに伴って、環境負荷やごみ処理
経費も少なくなる。

2034 年にはマイナス1万１千トンが目標！

焼却された
資源たち

茅ヶ崎の年間の家庭ごみ 65％（約４万６千トン）の

25％

うち、25% 程度（約１万１千トン）が「資源」になるも
のです。燃やさなくて良い資源を、私たちの分別ミス
で１万１千トンも焼却し、灰にしているのです。つま
り、市民一人ひとりが分別を徹底すれば、茅ヶ崎のご
みはまだまだ削減することが可能ということ！なので、
茅ヶ崎市は 2017 年の家庭ごみ排出約 4 万 6 千トンに
比 べ て 2034 年 は 約 3 万 5 千 ト ン の マ イ ナ ス 1 万

1 千トン」を目指しています。

茅ヶ崎市の家庭ごみ

46,000 t
焼却して灰になったごみ

75％

神奈川県では、19 市のうち 5 市がすでに有料化を実

施しています。大和市の例では、2005 年に 85,383 トンあったごみが、実施から 2 年後の
2007 年にはマイナス 8 千トン！ 77,094 トンに削減されています。

20㍑
400 円 /10枚
事業者：1,500 円

10㍑
200円
/10枚

5㍑
100円

次回
!
予告

次回は、
「資源物」の回収ついて！

場！

君も登

リサル

家から出したびんかん・ペットボトルなどの
資源 ( 資源物 ) はどこへ行く ?!
寒川広域リサイクルセンターを、紹介させて頂きます！

/10枚
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リサイクルコーディネート

リサコ

物を作るとき、たくさんの資源やエネルギーを使います。
リサイクルショップや古着やさん、
誰かに貰った服など、リユース（再利用）した
洋服やアイテムを合わせた
「リサイクルコーデ」
。名付けて「リサコ」！
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作っては捨てて…を繰り返すのではなく、
一つの物を大切にしたい。
あなたの何気ない毎日のファッションは、
地球環境に繋がります。
環境省「サステナブルファッション」
http://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/index.html
17

こ

テイクア
ウトの
お弁当も
人気です
！

「共存」をテーマに茅ヶ崎を見たとき、「お話を聞いてみたいな」
「気になるぞ！」と思った
お店や人を現役高校生がピックアップする新企画、通称「こ BENIRINGO」！
実際に自分で取材をして感じたことを、高校生の言葉そのままで、皆様にお届けする
ページです。
オーナーの陸田家のみなさん

天ぷら弁当
バターチキンカレー

お店の名前であるRには、オーナー陸田家、リラックス、リフレッシュ、ロマンと
いったたくさんの意味が込められています。
店内の黒板を見てみるとあたたかい手書きの文字が！こちらは全て娘さんが一つ
一つ丁寧に書いているものだそうです。こういったデザインやSNS などの面は
娘さんが率先して行っているそうです。こんなふうに3人がそれぞれ違う所で
支え合うということが親子でお店を守っていく秘訣なのかもしれませんね♪
ごはんCafe Rさんの「地産地消への想い
こベニ記者：はずき

ごはん Cafe R

TEL. 0467-84-9673

https://www.instagram.com/gohancafer/

今回ご紹介するのは茅ヶ崎の南湖にある、青いドアとかわいらしい猫の看板が目を引く
『ごはんCafe R』さんです。こちらのお店では神奈川産・茅ヶ崎産の食材をふんだんに使っ

「地元のお客様を大切にしていきたい」という想いや「どうすれば地元に還元できるだろうか？」と
いう考えから地産地消をコンセプトにお店を開いたそうです。安心・安全・おいしいものを心が
けたお店作りにはご家族のこだわりがとても感じられました。皆さんもぜひごはん Cafe R さん
でリラックス・リフレッシュしてみてはいかがですか？

たお料理が楽しめます。プレートごはん、すごく美味しそうでした♪

文：はずき

お店を出して嬉しかったことは、ご家族で来られるお客さんのお子様から手紙や絵を
もらったことと言っていました。なぜ茅ヶ崎にお店を出したのか…。
ご主人いわく、江ノ島などにお店を出すと確かにお客さんは来るけど、地元がコンセプト
の「地域に根付いた地元の人が来るお店」にしたかったからだそうです。

他にも、これまで1000杯以上食べてきたという「かき氷

サーフィンが好きなご主人

マニア」の奥さまのこだわりが詰まったかき氷も楽しめ

海が近い街でお店を開くことに

ます。これからの季節にピッタリですね！
こベニ記者：たける
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文：たける
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SDGs × YUZO
一緒に新しい風を吹かせてみませんか？
皆さんは茅ヶ崎市が「世界のベストスモールシティ25」に日本で唯一、第 5 位にランクイン
していることをご存知でしょうか。その茅ヶ崎市の中でもメインストリートとして知られて
いる雄三通りは、世界に向けて情報発信できる可能性を秘めていると私は注目しています。
雄三通りで、次世代のことを考えた未来をつくる取り組みを行えば、国内だけでなく海外か
らも注目され、通りが一層活気づき、もっと多くの人に愛される雄三通りになると考えてい
ます。
そこで、SDGs に沿った取り組みを通して、雄三通りに新しい風を吹かせてみませんか？
実施する取り組みはどんなに小さなものでも、既に行っていることを SDGs に結びつける
でも構いません。小さなことでも後に大きな変化をもたらすことがあります。
「何か環境、
社会に関する取り組みを行いたいけど、なにをしたらいいかな？」というご相談も、一緒に
考えていきたいです！皆さんの力で雄三通りから世界を変えていきませんか？

賛 同いただいている店舗さま
B-grotto

プラスチック削減のために、容器を持参

しプラスチックフリーで購入したお客様
は値引きするグリーンディスカウントを
実施予定です。これは SDGs の 14 番「海
の豊かさを守ろう」に関わっています。

日日器

B-grotto とのパートナーシップを構築す

るためにグリーンディスカウントの際に使
える容器を販売させていただいています。

これは SDGs の 17 番の「パートナーシップ

こんにちは！茅ヶ崎市在住、自修館中等教育高等部 2 年
の金丸泰山です。部活動はバトミントンをやっています。
趣味はダイビング、まだ初心者ですが ( 笑 )。2019 年に、
神奈川代表の少年少女国連大使に選ばれ、環境先進国で
あるスイスとスウェーデンを訪問しました。
現在は小中学校、学童、会社、イベントなどでの講演や
ワークショップを通して少年少女国連大使としての経験や
SDGs を広める活動を行っています。
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で目標を達成しよう」に関わっています。

湘南つなぐ鍼灸接骨院
施術の際に頭の下に紙タオルを敷いてい
たのですが、これにより毎月 800 枚ほど
の紙の使用し、廃棄していました。そこ
で、タオル持参を推進を行っています。
これは 15 番の「陸の豊かさを守ろう」に
関わってきます。

Contact：
金丸泰山
global_ambassador.
taizan
tckshonan@gmail.com
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■ 協賛店舗様

■ information

ゆったりと心から今を楽しむ
目の前の海、香り高いスペシャリティ珈琲、笑顔
人と地球を良くする情報発信基地として
各種イベント開催

BENIRINGO
ホームページ

茅ヶ崎のこと・地球のこと・楽しいこと！
皆さんに伝えたいこと・シェアしたいことを含め、
24 万人の茅ヶ崎の人に届きますように。
https://beniringo.com/

サザンビーチ北原珈琲

茅ヶ崎の web マガジン「ちがすき」のレポートさせて頂きました！

茅ヶ崎市中海岸 4 丁目 12986-52-101

TEL&FAX. 0467-38-6919
https://southernbeach-kitaharacoffee.owst.jp/

円蔵にあるレンタルスペース＆カフェ
ハンドメイド作品のレンタルボックスもぜひ

HOLIDAY VILLAGE

記事の詳細は、左記の「ちがすき」

自分の住む街で、そしてよく通るこの道で、
公式 HP から是非ご覧ください。
SDGs 化が進んでいたとは…。
https://rarea.events/event/115442
各店舗ならではの工夫や取り組みを私たち
が取材し、紹介しました！

茅ヶ崎市円蔵 1-19-46 TEL. 0467-53-7019

https://holiday-village732.com/rental-space/

協賛店舗・団体さま募集中
BENIRINGO では、私たちの活動に賛
同し、応援してくださる店舗や団体の
方を募集しています。興味を持ってい
ただいた方は、是非下記 BENIRINGO
までご連絡ください !
協 賛 店 舗・ 団 体 様 に は、60 × 30mm
（1 枠～）の名刺広告に店舗や団体の宣
伝を掲載し、本フリーペーパーを店舗
に置いて頂いています。

地域のみなさまに一番最初に頼りにしてもらえる
鍼灸接骨院を目指しています。

湘南つなぐ鍼灸接骨院

茅ヶ崎市東海岸北２丁目 1-55 KN ビル 1-B
TEL. 0467-40-5645
https://shonan-tunagu.com/

【協賛費】30 × 60mm 名刺広告
1 枠 /5,300 円（1 号につき）

MUJI1 新宿

新宿区新宿 3-15-15
新宿ピカデリーB1F 〜 2

発行人：
共同代表 / 田中 藍奈・阿部汐里
制作人：L-Design
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代表 / 西野 玲奈 leina131@yahoo.com
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茅ヶ崎の 24 万人に伝えたい情報。
私たちの想い、あなたへ届け！
Vol.4

地球過保護プロダクション

