めぐるアニマルとは ... めぐるプロジェクトをお手伝いしてくれる 、
テラ・ルネッサンスの愉快な仲間たちです。
〜 書き損じハガキ、 未使用のハガキを集めています 〜

ハガキ

お送りいただいたハガキは、
ボランティアの方々と一緒に
額面別に仕分け、
その後郵便局で切手シートに交換します。
その換金額が、
カンボジアやウガンダでの支援事業に役立ちます。
あなたのハガキでできることは...
( 3枚で約100円)

最貧困層家族約
150世帯への家庭
菜園支援の為の
野菜の種購入代
2ヶ月分 (70枚約
3000円で)

カンボジアで１㎡
の土地の地雷を撤
去することができ
ます。
（３枚約100
円で ）

【 対象ハガキ】

【 お申し込み方法 】
〒600-8191京都府京都市下京区
五条高倉角堺町21- 403（特活）
テラ・ルネッサンス事務局
めぐるプロジェクト係 宛まで、直接ご送付ください。

ケータイforコンゴ
紛争下の子ども
1人の初等教育
費用10日間分を
補うことができ
ます。(1台分30
円で)

ハガキング
めぐるプロジェクト
ハガキ回収のイメー
ジキャラクター。百
獣の王として、民に
手紙を書いてあげる
心優しいライオン。

貧しくて学校に通えない
子ども１人の補習授業2ヶ月分

・書き損じ、未使用ハガキ ( 官製はがき、年賀ハガキ )
※ 配達済みハガキや、右記のような印の押されたハガ
キは、換金対象に入りません。

〜ケータイで！みんなでコンゴを救おうプロジェクト〜

おも

モノ が めぐる 、想い が めぐる 。

▶ 詳しくはこちらの QRコード
または、ハガキ テラルネ で検索 !

集められた携帯電話は安田産業グループが買取り、
レアメタルを再利用することでコンゴ(民)での元子ども兵
や、紛争被害者の自立社会復帰支援活動に役立ちます。
あなたの携帯電話でできることは...
(買い取り価格1台30円 )
コンゴでマラリア
予防のための蚊帳
を 1 帳買うことが
できます。
（２０台
分６００円 で）

ケータイインコ
めぐるプロジェクト
ケータイ for コンゴ
のイメージキャラク
ター。おしゃべりが
大好きなインコの
マダム。

【 対象携帯電話 】
・不要になったPHSやスマートフォンなど、携帯電話であれば全般 OK です。
【 お申し込み方法 】
1 携帯電話個人送付状をダウンロード。
（ネット http://www.terra-r.jp/icando̲phone.html
もしくは右記QRコードよりお願いたします。）
2 〒600-8191京都府京都市下京区五条高倉角堺町21-403
まで、送付状を添えて直接ご送付ください。
協力 安田産業株式会社

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

▶ 詳しくはこちらの QRコード
または、 ケータイforコンゴ で検索 !

https://www.terra-r.jp

地雷・小型武器・子ども兵という３つの社会課題に対する支援活動に加え、
国内
における啓発活動に取り組んでいます。主に、日本を含めたアジア・アフリカの
６か国で活動中。
また、
岩手県大槌町において東日本大震災で被災した方への
生活向上支援として、大槌復興刺し子プロジェクトを実施しています。

『 協力したいけど寄付はちょっと ... わたしにできることは何だろう ? 』-という学生の想いから始まったプロジェクトです。
お持ちいただいた古紙はリサイクルされ、
原料販売の収益の一部が当会に寄付されます。
あなたの 段ボール、雑誌、古新聞等の古紙が
100円分集まるとできることは..

買い取られた古着は 株式会社Kurokawa が査定し 、
その相当金額が当会への寄付となり、活動に役立ちます。
あなたの衣類1箱でできることは...

ラオスで１㎡の
土地の不発弾を
撤去することが
できます。

ウガンダで元子
ども兵社会復帰
支援センターで
の給食２食分を
補う事 ができます。

アライフクマ

▶ 詳しくはこちらの QR コード
または、フクサポ で 検索 !

協力 株式会社 Kurokawa

『キフ★ブック』
カンボジアで１㎡
の土地の地雷を撤
去することができ
ます。
（２冊で ）

コンゴでマラリア
予防のための蚊帳
を１帳買うことが
できます。(１２冊で)

【 お申込み方法 】
1 不要になった書籍を段ボールや紙袋につめます。
2 申込書をご記入のうえ、本と一緒に入れます。＊5冊〜着払い可
3 株式会社バリューブックス 0120-826-295 に電話。
「キフ★ブックに申し込みたいのですが…」
とお伝え下さい。
4 宅配業者がご指定の時間に引き取りに伺います。
株式会社 バリューブックス

協力 興亜商事株式会社

めぐるプロジェクト
コシサポのイメージ
キャラクター。いつ
も眠そうな羊の男の
子。古紙を食べるの
が好き。

▶ 詳しくはこちらの QR コード
または、コシサポ で 検索 !

お送りいただいたアルミホイールは、(有)アップライジング
が査定し、査定金額相当が当会に寄付されます。
あなたのアルミホイール1個でできることは...

ラオスで１㎡の
土地の不発弾を
撤去することが
できます。

ブックロウ

めぐるプロジェクト
キフブックのイメー
ジキャラクター。本
・読書が大好きなフ

ウガンダで元子
ども兵社会復帰
支援センターで
の給食２食分を
補う事 ができます。

アルミ
めぐるプロジェクト
アルサポのイメージ
キャラクター。アルミ
を運ぶお手伝いをして
いる。頼れるアルパカ
のお姉さん。

【 対象となるアルミホイール 】
アルミホイールでしたら何でもOKです。
＊マグネットをつけて、
つかないのがアルミホイールです。
つくのはスチール(鉄)ホイールです。

【 対象となる本 】
ISBNのある本、
ゲーム、DVD

協力

【 お申込み方法 】
・直接、工場、
ステーションにお持ちいただく。
(工場にお持ちの場合はコシサポ応援団の応援証をご提示ください。)
・企業様へご訪問して回収。
(100kgを超える量につきましては現地に直接回収に伺います。)

株式会社バリューブックスにて、市場価格を考慮して
査定され、買取相当額が当会に寄付されます。
あなたの本でできることは...
（買取価格1冊50円の場合）

あなたの一冊がだれかの支えに

コシツジ

コンゴで解熱剤
を10個購入する
ことができます。

【 対象地域 】
2016年4月現在 愛知を拠点にしており、
その他地域での取り組みは現在計画中です。
該当地域以外に拠点を置かれる企業様は、一度右記ウェブサイトよりお問い合わせく
ださい。該当地域以外にお住まいの方は、地域での取り組み開始までお待ちください。
順次ウェブサイトで発表致します。

【 対象衣類 】
・まだ着用のできる衣類全般OKです。
・子供服やスーツ、靴、
カバン、
アクセサリーなどの服飾雑貨も可能です。
・靴下や下着、
タオルは新品 (未開封や新品タグ付き ) のみ受け付け可能です。

【 お申込み方法 】
1 不要な衣料をダンボールにつめます。
（タテ・ヨコ・高さの合計120~160cm以内)
2 ネット https://fukusapo.com または、079-490-4281 に電話。
3 ご指定日に集荷に伺います。
4 衣類の査定金額相当を寄付＆古着は地球のためにリユース。

カンボジアで
貧困層の子ど
も１人の１週
間分の教育を
支援すること
ができます。

めぐるプロジェクト
フクサポのイメージ
キャラクター。
いつも
服を洗っているキレ
イ好きでおしゃれな
アライグマの男の子。

▶ 詳しくはこちらの QR コード
または、キフブック で 検索 !

【 お申込み方法 】
1 アルミホイールをダンボールにつめて準備します。
2 ネット http://alusapo.com または、028-663-0808 に電話 。
3 指定日に集荷に伺います。
協力

有限会社 アップライジング

▶ 詳しくはこちらの
QR コード
▶ 詳しくはこちらの
QR コード
または、
アルサポ
または、
アルサポ
で 検索で! 検索 !

