
No. ニックネーム 「わたしの気候危機行動宣言」

1 さっとん おうちの窓を断熱窓にして冷暖房の使用時間を短くします！

2 ちーば 出かける際は常にマイボトル持参でペットボトル廃棄を減らす！

3 りり 食べ切れる量を買うことを意識してフードロスを削減！

4 ごとう ペットボトルの飲み物を買わずに、マイボトルを持ち歩きます

5 ちびこ なるべく車を使わず、自転車や歩くことを心がけています！

6 うでながぞう 魚、肉、牛乳等の食品トレーを洗いスーパーの回収箱に出している

7 こじこじ 車は買わない。徒歩や自転車で生活する。

8 ともこ 着古した服はゴミにせず、寄付やリメイクなど再利用に活かします

9 タオル エアコンの室外機に日除けをつける。窓に簾を設置する。

10 ソボクナギモンくん 気候変動を学ぶこと。所持商品の選択と節度ある使い方

11 ブラニー 自治体の脱炭素政策を支援するツールを開発します。

12 うぱ ペットボトルの購入より、水筒を持ち歩いています！

13 しろくま ガソリン車ではなく、電気自動車に乗り換えます！

14 すわとし レジ袋を買わずに、マイバッグを持ち歩きます！

15 こうちゃん、のんちゃんパパ 歩ける距離なら、できる限り歩きます！！

16 ヒスト 休肝日だけでなく休車日も設けて、その日は自転車で仕事します！

17 テツ 近場の移動は車やバイクを使わず、自転車や徒歩で!

18 たにし。 フードロスをなくすために、食べ切れる量の食料を買います！

19 くりりん マイバッグ持参して環境に優しく！

20 もちひな 割りばしをなるべく貰わない！使わない！

21 mikijin レジ袋ゼロ！マイバック100%！！

22 ひなた 植林活動に参加したい

23 レゴ ゴミ削減の為、分別をし、スーパーのリサイクルに出します！

24 ぬりー 早く寝て、電気の使用量を減らす。

25 ぷりん 食べ物は無駄なく、ゴミを減らします！

26 のん マイバッグを持ち歩きます。

27 るい マイバッグを持参します！

28 ヴァルボ マイカーを極力使用しないで公共交通機関や自転車を活用します！

29 たけいつばさ 食事を残さず食べてゴミを出さない！

30 モッピー 出来るだけ公共交通機関を使用します

31 いそさん スプレーはガスを全部抜き切ります！温暖化を食い止めよう！！

32 つみ 高効率の電気機器を選ぶようにする。

33 きれいな地球 買い物時に、リサイクル商品があれば購入する。

34 あるみっく 家では今年もエアコン無しで頑張ります！

35 ののちゃん！ 使っていない部屋の電気は消します！！

36 ぴーしろ エシカル消費を心掛ける！

37 まお ペットボトルを購入せず、水筒を持ち歩きます！

38 みさちゃん 誰もいない部屋の電気はなるべくすぐに消します！

39 すあま テレビを見過ぎないで外へ散歩に行き、電気を節電します！

40 やきそばパン 今年の夏はグリーンカーテンを活用し冷房機器の使用を抑えます！

41 あんにんどうふ マイバックを持ち歩いてビニール袋の使用を減らします！

42 おかぴ 使わない家電のコンセントは抜くようにしています。

43 ひつじつかい 移動時は公共交通機関を利用するように心がける！

44 なれちゃん 長時間使わないときはコンセントを抜く。

45 わかばみどり カフェでマイボトルを使うことで、ゴミを減らします！

46 ごん 冷蔵庫の開け閉めは最小限にとどめてます

47 Ellie 冷蔵庫は開けたらすぐ閉めます！

48 なかじ いつも鞄の中にはMy箸MyストローMyエコバッグ！

49 にゃかじぃ プラコップじゃなくMyボトル！

50 まり 脱"たった3円だからビニール袋買っちゃお！"
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51 まきまき嵐 クーラーは使用せず団扇を使って涼みます！

52 天然 ペットボトル容器を水筒として利用する

53 ゆく エコバックを持ち歩いて出来るだけ階段を使うようにしています。

54 どんぐり マイバックを必ず持ち歩きます！

55 るいの妖精 可能な限りエアコンを使わず扇風機でしのぎます！

56 TKI 買い物はマイ買い物カゴ持参！！

57 ゆう 冷暖の使用をなるべく控え、自然を上手く活用した生活を送る！

58 とんすけ 夜ふかしをせず、夜は早めに消灯して電気を節約する！

59 ヤスコ 買物には必ずエコバッグ持参。因みにGAGのトートバッグ。

60 金曜日のにじ エアコンの使い方を見直して、温室効果ガスの削減に協力します！

61 あやちしか勝たん クーラーつけないで扇風機にする！

62 やかん 太陽と共に寝起きする生活によって省エネを心掛けます！

63 てんま08 地球温暖化を防ぎたい！

64 レクター 電気をこまめに消している、ペットボトルをなるべく買わない

65 こばこば 明るい時間帯は、家の照明を切ります！

66 みいちゃん 暗くなるまで家の電気をつけません！

67 ようちゃん 節電のために、部屋を片付けてから掃除機をかけます！

68 和希 夏は涼しい格好をしてエアコンの消費電力を減らします！

69 こさほ お弁当を買わず自炊を頑張って脱プラスチックに貢献！

70 後藤 エアコンをつける時は必ずタイマーを設定して短めに使う

71 Σ ペットボトルではなく、水筒を持ち歩きます！

72 エコうさぎ 暮らしの中のゴミを減らし温室効果ガスの削減に取り組みます！

73 ちよ 二酸化炭素削減のために、公共交通機関を利用します！

74 ひなた お出掛けする際は、自転車や公共交通機関を利用します！

75 ママさん 食べ物の廃棄を少なくします！

76 あかりんご 水を使いすぎないよう水道やシャワーを使わない時こまめにとめる

77 あゆわか 炭を土に混ぜ、家庭菜園を実施することで、土の浄化

78 あかりんご エコバックだけでなく、マイストローも持ち歩くようにしています

79 こっちゃん ごみをきちんと分別します

80 ベランダの風 冷蔵庫に入れるものは粗熱を取ってから

81 みよ コピーは、できるだけ両面コピーにします

82 HIDE 冷房や暖房の設定温度を１度、上げ下げします。

83 あい 茶碗を洗う時、水を流し放しにしない

84 ゴスケ 待機電力を少なくするために、使わないコンセントは抜く！

85 ぴーなっつ 電気や電化製品のつけっぱなしをやめます！

86 もりーぃ 電化製品に頼らず、風鈴と緑のカーテンで涼みたい！

87 ひこさん こどもと外で遊ぶ時間を多く取り、冷暖房の利用時間を減らす！

88 こーぼー 水を出しっぱなしにせず、こまめに止めます。

89 ローズ グリーンカーテンを作る！マイストローを持ち歩く！

90 のだらー 自然由来の製品を選ぶよう心掛けます

91 黒い風船 車の使用を減らし、極力徒歩や自転車を使うよう心がけます。

92 わらびもち 車を使わずに、徒歩や自転車、公共交通機関を利用します！

93 かなみ ごみを減らすために、ペットボトル飲料を買わずに水筒を持ち歩く

94 モノちゃんファン マイカーではなく、公共交通機関のモノレールを利用します！

95 ゆりゆり ペットボトルを買わない！

96 タセッチ 冷房時間短縮のためグリーンカーテン。戸を２層ガラスと交換。

97 タカブリッジ エコドライブを心がけます！

98 りい 水の使いすぎに注意！節水します！

99 あきこ 職場で無駄のないコピー印刷をし、紙ゴミ削減に努めます！

100 あもすけ シャワーは必要最低限の時間だけ流す
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