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2009年3月 16日 

＜報道関係各位＞                                 株式会社エフエム東京 

                                     コスモ石油株式会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

TOKYO FMTOKYO FMTOKYO FMTOKYO FM をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする JFNJFNJFNJFN（（（（全国全国全国全国 FMFMFMFM 放送協議会加盟放送協議会加盟放送協議会加盟放送協議会加盟 38383838 局局局局））））ととととコスモコスモコスモコスモ石油株式会社石油株式会社石油株式会社石油株式会社がががが、、、、毎年毎年毎年毎年パートナーシッパートナーシッパートナーシッパートナーシッ

ププププをををを結結結結んでんでんでんで 4444 月月月月 22222222 日日日日アースデーアースデーアースデーアースデーにににに開催開催開催開催しているしているしているしている「「「「アースデーアースデーアースデーアースデー・・・・コンサートコンサートコンサートコンサート」」」」。。。。そのそのそのその今年今年今年今年ののののメインアクトメインアクトメインアクトメインアクトをををを務務務務めるめるめるめる絢香絢香絢香絢香ささささ

んんんんがががが、、、、3333 月月月月 14141414 日日日日（（（（土土土土）、）、）、）、アルピニストアルピニストアルピニストアルピニストのののの野野野野口健口健口健口健さんらとさんらとさんらとさんらと共共共共にににに千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市・・・・明海小学校明海小学校明海小学校明海小学校をををを訪訪訪訪れれれれ、、、、同校同校同校同校のののの 6666 年生約年生約年生約年生約 90909090

名名名名のののの児童児童児童児童とととと共共共共にににに、、、、学校学校学校学校前前前前のののの「「「「明海明海明海明海のののの丘公園丘公園丘公園丘公園」」」」にてにてにてにて植樹活動植樹活動植樹活動植樹活動をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

またまたまたまた、、、、同同同同日日日日、、、、約約約約１１１１時間時間時間時間にわたるにわたるにわたるにわたる絢香絢香絢香絢香さんとさんとさんとさんと野口健野口健野口健野口健さんのさんのさんのさんのスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル・・・・トークトークトークトークもももも実現実現実現実現。。。。    

4444 月月月月 22222222 日日日日ののののコンサートコンサートコンサートコンサートにににに向向向向けてけてけてけて、、、、ごごごご自身自身自身自身のののの体験体験体験体験をををを通通通通してしてしてして、、、、さらにさらにさらにさらに環境環境環境環境にににに対対対対するするするする関心関心関心関心をををを高高高高めてめてめてめて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。    

 
TOKYO FMをはじめとするJFN（全国FM放送協議会加盟38局）とコスモ石油株式会社は、パートナーシップを組

んで、地球環境の保護と保全を全世界に呼びかけていく活動「コスモ アースコンシャス アクト」を展開していま

す。そして毎年4月22日の「アースデー」に、音楽を通して「アースコンシャス～地球を愛し、感じるこころ」を

世界の若者にむけてメッセージする「アースデー・コンサート」を実施しています。 

今年のアースデー・コンサートのテーマは「「「「Mother Earth for ChildrenMother Earth for ChildrenMother Earth for ChildrenMother Earth for Children～～～～これからのこれからのこれからのこれからの 20202020 年年年年をみつめてをみつめてをみつめてをみつめて。」。」。」。」    

2009 年は活動開始から 20 周年を迎えることを大きな分岐点と考え、 20 年の蓄積を礎として、“これから”の

20年後の人と地球を考えていきます。20年後を見据えたとき、その主役となるのは、次代を担う子供たちです。子

供たちにどのような地球を継承していくか？それは、今を生きる私たちの課題です。 

この趣旨に賛同した絢香絢香絢香絢香さんさんさんさんが、今年のアースデー・コンサートの出演者に決定。昨年のアースデー・コンサー

トでは、入場料の１ドルを植樹のための費用に充て、アフリカのケニアで7000本の木に生まれ変わりましたが、今今今今

年年年年はははは、、、、「「「「Mother Earth for ChildrenMother Earth for ChildrenMother Earth for ChildrenMother Earth for Children」」」」ののののテーマテーマテーマテーマにににに則則則則ってってってって、、、、「「「「コスモコスモコスモコスモ    アースコンシャスアースコンシャスアースコンシャスアースコンシャス    アクトアクトアクトアクト    野口野口野口野口    健健健健    講演会講演会講演会講演会」」」」などなどなどなどにににに、、、、ごごごご協力協力協力協力

頂頂頂頂いているいているいているいている野口健野口健野口健野口健さんとさんとさんとさんと共共共共にににに、、、、絢香絢香絢香絢香さんがさんがさんがさんが自自自自らららら、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするするアクアクアクアクションションションションをををを、、、、子子子子供供供供たちとたちとたちとたちと一緒一緒一緒一緒になってになってになってになって、、、、実践実践実践実践してしてしてして頂頂頂頂きましきましきましきまし

たたたた。。。。    

 

3333 月月月月 14141414 日日日日    絢香絢香絢香絢香・・・・野口健野口健野口健野口健    植樹活動植樹活動植樹活動植樹活動    実施実施実施実施    

    

今回の企画に参加して頂いたのは、浦安市浦安市浦安市浦安市・・・・明海小学校明海小学校明海小学校明海小学校 6666 年生年生年生年生のののの児童約児童約児童約児童約 90909090 名名名名。18日の卒業式を前に、「育ててく

れた母なる小学校へ感謝の記しとして、卒業記念に苗木を植えよう」という主旨のもと、当日は、朝から強い雨と

風が吹くという悪天候にもかかわらず、元気に参加して頂きました。 

 

まずは、校内で野口健さん・絢香さんと児童が初対面。絢香さんのサプライズ登場に、子供たちからは歓声が。

植樹を行ったのは、同校が普段から利用している学校前の公園「「「「明海明海明海明海のののの丘公園丘公園丘公園丘公園」」」」。植樹コーディネーター・中渓宏一

さんの指導のもと、ジャカランダジャカランダジャカランダジャカランダ 3333 本本本本、、、、シイシイシイシイ・・・・カシカシカシカシ・・・・ナラナラナラナラがががが各各各各 2222 本本本本のののの計計計計 9999 本本本本のののの苗木苗木苗木苗木が、子供たちの手によって、次々と植

えられました。絢香絢香絢香絢香さんさんさんさん・・・・野口健野口健野口健野口健さんさんさんさんもももも、、、、子供子供子供子供たちたちたちたちとととと握手握手握手握手するなどするなどするなどするなど気気気気さくにさくにさくにさくに触触触触れれれれ合合合合いながらいながらいながらいながら、、、、バケツバケツバケツバケツでででで水水水水をををを運運運運んだりんだりんだりんだり、、、、素手素手素手素手

でででで土土土土をををを触触触触ったりとったりとったりとったりと、、、、植樹植樹植樹植樹をををを実実実実体験体験体験体験。。。。 

子供たちは「「「「水水水水がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん必要必要必要必要なことがわかったなことがわかったなことがわかったなことがわかった」「」「」「」「なんだかこのなんだかこのなんだかこのなんだかこの木木木木もももも自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの同級生同級生同級生同級生みたいみたいみたいみたい」」」」と笑顔。絢香さんも、

「「「「直直直直にににに土土土土にににに触触触触れたことでれたことでれたことでれたことで、、、、自然自然自然自然ってすごくってすごくってすごくってすごく大事大事大事大事なことなんだとなことなんだとなことなんだとなことなんだと改改改改めてめてめてめて実感実感実感実感しましたしましたしましたしました。。。。もしももしももしももしも自分自分自分自分にににに子供子供子供子供ができてができてができてができて、、、、そのそのそのその時代時代時代時代にににに

緑緑緑緑がなかったらがなかったらがなかったらがなかったら悲悲悲悲しいとしいとしいとしいと感感感感じましたじましたじましたじました。。。。またいつかまたいつかまたいつかまたいつか、、、、このこのこのこの木木木木をををを見見見見にににに来来来来たいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます」」」」とコメント。 

 

 

 

2009200920092009・・・・3333・・・・14141414（（（（土土土土））））実施実施実施実施    
今年今年今年今年ののののメインアクトメインアクトメインアクトメインアクト「「「「絢香絢香絢香絢香」」」」がががが、、、、浦安市浦安市浦安市浦安市・・・・明海小学校明海小学校明海小学校明海小学校のののの児童児童児童児童とととと共共共共にににに植樹活動植樹活動植樹活動植樹活動をををを体験体験体験体験！！！！    

アルピニストアルピニストアルピニストアルピニスト・・・・野口健野口健野口健野口健さんさんさんさんとのとのとのとの対談対談対談対談もももも実現実現実現実現！！！！    
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終了後には、子供子供子供子供たちたちたちたちからからからから絢香絢香絢香絢香さんさんさんさんらへらへらへらへ、、、、合唱合唱合唱合唱ののののプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントがががが。。。。それにそれにそれにそれに触発触発触発触発されたされたされたされた絢香絢香絢香絢香さんさんさんさんがががが、、、、即興即興即興即興でででで「「「「I bI bI bI believeelieveelieveelieve」」」」のののの一一一一

節節節節ををををピアノピアノピアノピアノのののの弾弾弾弾きききき語語語語りでりでりでりで披露披露披露披露するとするとするとすると、、、、涙涙涙涙するするするする女子児童女子児童女子児童女子児童もももも。。。。今後、植樹された木は浦安市に譲渡され、地域の子どもたち

から子どもたちへ、主体的に成木になる20年後まで、今日体験したことを受け繋いでいってもらいます。 

 

3333 月月月月 14141414 日日日日    絢香絢香絢香絢香・・・・野口健野口健野口健野口健    スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル・・・・トークトークトークトーク    実施実施実施実施    

 
植樹活動前には、世界各地の環境問題を現場で体感しているアルピニストアルピニストアルピニストアルピニスト・・・・野口健野口健野口健野口健さんさんさんさんとととと絢香絢香絢香絢香さんさんさんさんののののスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル・・・・トークトークトークトーク

が実現。絢香さんは、対談に先立ち、2月に渋谷で行われた「コスモ アースコンシャス アクト 野口健 講演会 in 

東京」にも参加。講演会への参加などを通じて感じたご本人の意識や思いを、野口健さんと自由に語り合って頂き

ました。 

 

野口健野口健野口健野口健さんさんさんさんはははは「「「「アースデーアースデーアースデーアースデー・・・・コンサートコンサートコンサートコンサートはははは今年今年今年今年でででで 20202020 年目年目年目年目だがだがだがだが、、、、新新新新しいしいしいしいことをやるよりもことをやるよりもことをやるよりもことをやるよりも、、、、続続続続けていくことのけていくことのけていくことのけていくことの方方方方がががが大事大事大事大事。」。」。」。」とととと

コメントコメントコメントコメント。。。。「「「「環境環境環境環境にににに対対対対するするするする知識知識知識知識だけもっているだけもっているだけもっているだけもっている子供子供子供子供がががが多多多多いがいがいがいが、、、、それそれそれそれではではではでは意味意味意味意味がないがないがないがない。。。。森森森森でででで遊遊遊遊んでんでんでんで、、、、楽楽楽楽しかったからしかったからしかったからしかったから守守守守りたいりたいりたいりたい、、、、

といったといったといったといった体感体感体感体感がががが大事大事大事大事。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、もっともっともっともっと自然体験自然体験自然体験自然体験がががが必要必要必要必要」」」」とととと話話話話しましたしましたしましたしました。。。。    

絢香絢香絢香絢香さんさんさんさんもももも、「、「、「、「エコエコエコエコといってもといってもといってもといっても情報情報情報情報がありすぎてがありすぎてがありすぎてがありすぎて何何何何がががが正正正正しいのかわからないしいのかわからないしいのかわからないしいのかわからない時代時代時代時代。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま見見見見にににに来来来来たたたたコンサートコンサートコンサートコンサートががががアースアースアースアース

デーデーデーデー・・・・コンサートコンサートコンサートコンサートというというというという環境問題環境問題環境問題環境問題ををををテーマテーマテーマテーマにしていたにしていたにしていたにしていたライブライブライブライブだったというところからだったというところからだったというところからだったというところから、、、、一一一一つのきっかけにしてもらえたらつのきっかけにしてもらえたらつのきっかけにしてもらえたらつのきっかけにしてもらえたら嬉嬉嬉嬉しししし

いいいい」」」」とととと語語語語りましたりましたりましたりました。。。。    

    

    

★★★★このこのこのこの日日日日のののの植樹活動及植樹活動及植樹活動及植樹活動及びびびびスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル・・・・トークトークトークトークのののの模様模様模様模様はははは、、、、4444 月月月月 22222222 日日日日（（（（水水水水）、）、）、）、日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館でででで行行行行われるわれるわれるわれる    

「「「「アースデーアースデーアースデーアースデー・・・・コンサートコンサートコンサートコンサート」」」」ののののイベントイベントイベントイベント中中中中にににに、、、、活動報告活動報告活動報告活動報告としてとしてとしてとして映像映像映像映像にてにてにてにて上映上映上映上映されますされますされますされます。。。。 

 

 

（TOKYO FM HPTOKYO FM HPTOKYO FM HPTOKYO FM HP：http://www.tfm.co.jp/earth/  コスモコスモコスモコスモ石油石油石油石油HPHPHPHP：http://www.cosmo-oil.co.jp） 

 

 

 

 

    

【コスモ アースコンシャス アクト アースデー・コンサート 実施概要】 

 

■名称  ：コスモ アースコンシャス アクト アースデー・コンサート 

■実施日  ：2009年4月22日(水) 

■会場  ：日本武道館 

■出演者 ：絢香 

■実施時間：18:00開場/19:00開演 

■料金  ：￥5,250 

■チケット一般発売：3月28日（土）  

■主催  ：TOKYO FM／JFN 

■特別協賛：コスモ石油 

■企画制作：TOKYO FM 

■運営  ：H.I.P. 

■特別協力 硏：ワーナーミュージック・ジャパン、 音 

■協力：毎日新聞 MOTTAINAI キャンペーン事務局 

■問合わせ：Ｈ.Ｉ.Ｐ. 03-3475-9999 

■放送概要 :ラジオ特別番組の中継生放送を実施 

 放送日時  2009 年 4 月 22 日(水)19:00～21:00 

 JFN 加盟全国民放 FM38 局で生放送 及び 世界各地へ中継予定 

■ＨＰ  ：TOKYO FTOKYO FTOKYO FTOKYO FMMMM    HPHPHPHP：：：：http://www.tfm.co.jp/earth/http://www.tfm.co.jp/earth/http://www.tfm.co.jp/earth/http://www.tfm.co.jp/earth/ コスモコスモコスモコスモ石油石油石油石油    HPHPHPHP：：：：http://www.cosmohttp://www.cosmohttp://www.cosmohttp://www.cosmo----oil.co.jpoil.co.jpoil.co.jpoil.co.jp 
    

※※※※本本本本コンサートコンサートコンサートコンサートのののの名称記載名称記載名称記載名称記載にににに際際際際しましてはしましてはしましてはしましては、、、、必必必必ずずずず「「「「コスモコスモコスモコスモ    アースコンシャスアースコンシャスアースコンシャスアースコンシャス    アクトアクトアクトアクト    アースデーアースデーアースデーアースデー・・・・コンサートコンサートコンサートコンサート」」」」
というというというという正式名称正式名称正式名称正式名称をををを記載記載記載記載いただきますよういただきますよういただきますよういただきますよう、、、、おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    
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◎◎◎◎絢香絢香絢香絢香    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

大阪府出身。1987 年12 月 18 日生まれ。2006 年 2 月「I believe」でデビュー。その圧倒的な声量と直情的な歌声、そして

等身大なメッセージは聴く人の心と体を震わせる。絢香にとって、”歌”という自己表現における至上命題は「人の心に伝え

届けること」。これまでに 10 枚のシングル(11 楽曲)と 2 枚のアルバムをリリース。1st アルバム「First Message」でオリコン週

間ランキング 1 位を獲得し売上はミリオンセールスを突破するとともに(2009/2 月現在、出荷ベース 141 万枚突破)、2nd ア

ルバム「Sing to the Sky」も 80 万枚を突破するなど、数多くの記録を打ち立てている。一昨年、コブクロとのコラボレーション

シングル「絢香×コブクロ／WINDING ROAD」を発売、昨年には「絢香×コブクロ 第 2 弾 ／あなたと」がともに大ヒット。 

絢香自身のライフワークともいえるライブ活動も精力的に行っている。2008年2月29日(金)には「世界中の子供たちの笑

顔を守りたい」というテーマを絢香本人が掲げ、絢香がリスペクトして止まないアーティストと共にメッセージイベン「POWER 

OF MUSIC」を日本武道館で開催させ大成功、弱冠 20 歳によるこの偉業達成が話題になったのは記憶に新しい。 

2008 年 7 月 19 日を皮切りに 9 月 21 日まで、自身 4 度目となる 7 万人動員の全国ツアーを慣行（26 都市 29 公演、これは

彼女自身最多公演数）し全箇所即 SOLD OUT。2008 年 12 月 31 日にはデビューして 3 年連続となる「紅白歌合戦」にも出

場。2009 年 4 月 22 日に両Ａ面 （Ｗタイアップ）Single 「夢を味方に/ 恋焦がれて見た夢」をリリース。  

    

参考資料参考資料参考資料参考資料：「：「：「：「コスモコスモコスモコスモ    アースコンシャスアースコンシャスアースコンシャスアースコンシャス    アクトアクトアクトアクト」」」」にににに関関関関してしてしてして    

 

◎◎◎◎コスモコスモコスモコスモ    アースコンシャスアースコンシャスアースコンシャスアースコンシャス    アクトアクトアクトアクト    

このコンサートをメインイベントとする「コスモ アースコンシャス アクト」は、コスモ石油とＴＯＫＹＯ ＦＭをはじめＪＦＮ３８

局が、年間を通じて展開する一連の地球環境保全をメッセージする活動の総称。イベント、ラジオ番組、インターネットな

どを通じて、私たちひとりひとりが地球のためにいまできることから行動を起こそう、という呼びかけを行っています。 

    

◎◎◎◎アースコンシャスアースコンシャスアースコンシャスアースコンシャスとはとはとはとは    

アースコンシャスは造語です。“はたして地球はいつまで人間の棲息を保証してくれるのか”そうした問題意識から誕生し

た国際的団体ローマ・クラブはマサチューセッツ工科大学にいち早く地球環境問題の研究を委嘱しました。その成果で

あるレポートをとりまとめた書「成長の限界」はすでに 1972 年に“我々人類があらゆる分野で幾何級数的成長を遂げたと

き、世界的協力がなければ問題は驚くべき程度にまで深刻化し、自ら制御能力を超えてしまう”と警鐘を鳴らしています。 

ＴＯＫＹＯ ＦＭは 1990 年メディアとしてこの問題に取り組むべく、活動にのり出しました。その時「母なる地球」への想い

を込めて造った言葉がアースコンシャスです。 

◎◎◎◎アースデーアースデーアースデーアースデーとはとはとはとは    

アースデーは、“地球環境の問題を、私たちの身の周りのこととして考えていこう”という市民レベルの活動としてアメリカ

でスタートしました。1970年、Ｇ・ネルソン上院議員が4月22日を“アースデー”と宣言し、当時アメリカの市民運動の指導

者であったデニス・ヘイズ氏がこの概念を具現化する行動をアメリカ全土に呼びかけて、一大ムーブメントとなりました。

現在では、世界約 140 カ国で約 2 億人の人たちが行動を起こすほどの広がりをみせています。 

    

    

◎◎◎◎アースデーアースデーアースデーアースデー・・・・コンサートコンサートコンサートコンサート        過去過去過去過去のののの出演出演出演出演アーティストアーティストアーティストアーティスト    

渡辺貞夫、ジェイムス・テイラー、リー・リトナーらブラジル・プロジェクト（90 年）、坂本龍一とユッスー・ン・ドゥール（91 年）、

久保田利伸とキャロン・ウィーラー（92 年）、ＴＯＳＨＩとジャニス・イアン（93 年）、サンタナとオルケスタ・デ・ラ・ルス（94 年）、

ユーログルーブ・小室哲哉とアース・ウィンド＆ファイアー（95 年）、ドゥービー・ブラザーズと玉置浩二（96 年）、エターナ

ルと MAX（97 年）、ダリル・ホール＆ジョン・オーツとシング・ライク・トーキング（98 年）、ドリームズ・カム・トゥルー（99 年）、

杏子・山崎まさよし・スガシカオ・COIL（00 年）、１９・ｈｉｔｏｍｉ・忌野清志郎（01 年）、CHAGE＆ASKA、BoA、倖田來未、

INSPi、山崎まさよし（02 年）、忌野清志郎、佐野元春、及川光博、夏川りみ（03 年）、今井美樹、大貫妙子、小坂忠、佐野

元春、高野寛、チェン･ミン、CHARA、ｂｉｒｄ、ハナレグミ、松任谷由実、森山良子、矢野顕子（04 年）、宮沢 和史 with 

Catia, Diana Arbenina, Tomek Makowiecki、東京スカパラダイスオーケストラ、一青窈（05 年）、倉木麻衣（06 年）、大塚愛、

m-flo、RAG FAIR、加藤ミリヤ、mink（07 年）、絢香、BONNIE PINK、ダニエルパウター（08 年） 
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「「「「コスモコスモコスモコスモ    アースコンシャスアースコンシャスアースコンシャスアースコンシャス    アクトアクトアクトアクト」」」」のののの主主主主なななな活動活動活動活動    

    

◎◎◎◎ラジオレギュラーラジオレギュラーラジオレギュラーラジオレギュラー番組番組番組番組    コスモコスモコスモコスモ    アースコンシャスアースコンシャスアースコンシャスアースコンシャス    アクトアクトアクトアクト    ずっとずっとずっとずっと地球地球地球地球でででで暮暮暮暮らそうらそうらそうらそう。。。。    

八代英輝（月～木）とリサ・ステッグマイヤー（金）がパーソナリティーを務める「クロノス」内で環境番組「ずっと地球で暮ら

そう。」を放送中です。 

毎朝 ＪＦＮ38 局のレポーターが生中継で自然環境に関する話題などのアースコンシャスなトピックスをお届けする番組

です。番組の最後には地元の特産品をプレゼントしています。 

・放送日時：毎週 月曜～金曜 6:40～6:45（ＪＦＮ38 局ネット）  

・パーソナリティー：八代英輝（月～木）、リサ・ステッグマイヤー（金）、ＪＦＮ各局レポーター 

また、ポッドキャストとストリーミング配信で番組をそのまま毎日無料にて配信しています。

（ http://www.tfm.co.jp/earth/  http://www.tfm.co.jp/podcasts/earth/ ） 

    

◎◎◎◎クリーンクリーンクリーンクリーン・・・・キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

コスモ石油と JFN 全局では、2001 年度より、全国の山、川、海、湖、公園を舞台に、自然と親しみながら清掃活動を行う

｢クリーン・キャンペーン｣を行ってきました。これまでの期間、320 ヶ所で清掃活動を行い、125,276 人の方々にご参加い

ただき、2,696,367 リットルものゴミを回収するという成果を上げております。各局の番組パーソナリティーも参加し、FM リ

スナーやボランティアとともに清掃活動をおこない、エコ・トークやアーティストによる生ライブ、スポーツイベントなど各放

送局の創意工夫により地域に根ざした活動として展開してきており、2009 年度も引き続き全国で展開予定です。 

 

◎◎◎◎野口健野口健野口健野口健    講演会講演会講演会講演会    

アルピニスト野口健さんを迎え、エベレストや富士山の「ゴミ」に象徴されるような環境問題を一緒に考える場として、全国

で講演会を実施しています。2000 年より 4 年計画で毎年実施したエベレスト清掃登山や、現在取り組んでいる環境教育

など、野口健さんが熱く語ります。 

 

◎◎◎◎ホームページホームページホームページホームページ    

ホームページでは、コンサートをはじめ本活動の最新情報を紹介し、年間を通じて地球環境保全への積極的な  

参加を呼びかけています。 

TOKYO FM  HP ： http://www.tfm.co.jp/earth/    コスモ石油 HP ： http://www.cosmo-oil.co.jp/ 


