BEEの歴史
Bic yc le f or E veryo ne' s E ar th ( BE E) は
１９９７年に北海道から屋久島にかけての
サイクリングツアーとして開始しました。そ
の 時 か ら 、 毎 年 夏 （ ２ ０ ０ ０ 年 除 き ） B EE
Ja pa n は 自 転 車 に よ る 環 境 に つ い て の 意 識
を高めるプロジェクトが続いています。

1997年度––１９９６年１１月にジェトプログラム

2005年度––カンボジアにおいて、旧BEE

に参加された英語の先生３人が日本を縦断するサイクリン

ライダーダンイエラ・パピさんがPEPY Ride（地球を守り、

グツアーを考えました。環境問題に理解のあるバーバラ・ア

自分を守ろう）を創立しました。PEPYは貧困と戦っている

レンさん、ジェソン・イデンスサン、とジョエル・クレンツ

子どもたちのために、教育と環境を改善して、持続可能な社

さんが自分が考えていた地球に優しい活動の方法を他人に

会を築いています。現在、PEPY Rideのボランティアが各地

伝えたかったのです。日本の最北端（宗谷岬）からUNESCO

に学校を建設しています。

Japanの

世界遺産に登録された屋久島にかけて、２７００キロを走破
しました。途中で学校の訪問（５校）、清掃のボランティア
活動（６回）、環境フォラムの開催（８回）、メディアイン

2004年度—例年のサイクリングツアーに加え、BEE

2006年度––沖縄までサイクリングツアーを延長し、

タビュー（２０回）によって、環境のNPOのために一千四百

JapanがG-ForSEを受賞しました！「G-ForSEは、選手・団

ジュゴンの生息地を訪れました。その生息地に建設している

一万円（1,410,000円）を募金しました。

体・企業・自治体などスポーツ関係者が地球環境に関してそ

基地の悪影響で、ジュゴンの数が減少する恐れがあります。

れぞれの役割を確認し、行動するためのプラットホームで

それで、当年度のBEE Japanチームは集まった募金全部を

す。」G-ForSEは、グローバル・スポーツ・アライアンス
（GSA)、国際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会(IOC)、と 国連環境計画 (UNEP)
に支援しています。

「北限のジュゴンを見守る会」に寄付しました。

BEEの活動
1)

地元の人々と協力して、川辺、海岸・湖岸、町内

BEEの信念
BEE Japan 2009 につ
いて

1997年の設立当時から、今までBEE Japanは下記の信念を

の清掃する活動こと

守っていて、出会う人々に伝えています：

2)

環境問題についての発表やワークショップ

・自転車で行くこと（必要な場合には、フェリーや交通機関

3)

ベジタリアン料理教室

4)

学校訪問など

もＯＫ！）
・ゴミを減らして、物を無駄にしないこと
・使い捨てや過剰包装しているものなどを一切利用しないこ

１９９７の設立当時からBEE Japanは上記のようなことを

と（マイ箸やマイバッグなどの再利用できるものを使うよ

続けています。しかし、２００９年度のライダーのユニーク

うに勧めること）

な長所を生かし、 新しいプロポーサルも考えています。例

・有機栽培による食物の摂取とベジタリアンによるダイエッ

えば：

トを勧めること

・

ライダーのミュージク演奏

・

発表の際、「私なら、何ができる？」というグリ

2009チーム

ーンリビングガイド（情報パケージ）を配布する

地元の営業（ビジネス）を支え、チェーンコンビニエンス
ストーアなどの利用をしないこと

こと
・

・持続可能な社会を築くために、コミュニティーグループや

・日本に住んでいる人々に地球環境問題について啓発するこ

日本に住んでいる皆は日本語がわかる訳ではない

BEE Japan２００９年度のライダーは現在８人います。メン

ので、ポルトガル語やスペーン語でもBEE Japan

バーのプロフィールをお知りになりたい方は、

のメッセージを伝えるつもり

www.beejapan.org/team をご覧ください。
チームリーダー:
~セイラム・ウィラード (アメリカ)
~リンジー・タラック (カナダ)
ライダー:
~アシュリー・ハスキンス (アメリカ)
~エラウド・ボテリョ (ブラジル)
~ロシオ・オテロ (スペーン・スイス)
~ブロンウィン・ベック (アメリカ)
~ジョン・ジャンドック (アメリカ)
~ウィンストン・マックレン (アメリカ)
~ジョン・マクニー（カナダ）

と。

BEEの受益者
グリーンリビング（エコ生活 ）に対する意識
を深めてもらうため、B EE Ja pa n 2 00 9 のチ
ームが環境問題を考えるN PO団体（非営利組
織 ） を2 つ 選 ん で、 ツ ア ー で 集 ま る募 金 を 寄
付するつ もり です。 それら はB EE J ap a nの
受益者ということです。

1) ジャパン・フォー・
サステナビリティ（JFS)
http://www.japanfs.org
“持続可能性に向けた日本の先進的な取り組みを世界に発

ルート
日本最北端（北海道、宗谷岬）から最南端（沖縄
本島最南端、喜屋武岬）まで、立ち寄る場所が多
く、ここに全部載せることが出来ません。でも、
ルートの流れは下記のように予定しています。８
月３日が近づくにつれて、ホームページ
（www.beejapan.org)
でイベントなどの詳細な情報をお知らせます。一
緒にイベントに参加を希望される方、是非ご連絡
ください。既に各地でエコ活動をしておられる方
の参加もお待ちしています。

信することと、持続可能な日本としてあるべき社会と現在の
隔たりを示す「持続可能性指標」を作成することで、世界と
日本を持続可能な社会へ向けて推し進めていくこと”
BEE Japanは環境教育の大切さをよく理解しています。

北海道: 稚内、札幌

JFSは環境問題や持続可能な生き方、グリーンエネルギーな
どについて啓発し、BEE Japan 2009ライダーに非常に感動

東北: 青森、秋田

するグループです。政治面、大事な環境政策を考えるだけで
はなく、子どもに向け「自分の未来を作ろう！」という教育

関東: 佐渡島、長野、高崎、東京

ウェブサイトも創立しました。

2) WE21ジャパン
http://www.we21japan.org
“市民から寄付された衣類や雑貨を販売するリサイクルシ
ョップ「WEショップ」を運営するWE21ジャパン地域NPO
と連携して、住むまちでリユース・リサイクルを進めるとと
もに、その収益で、主にアジアの女性たちが自立して暮らし
ていけるよう民際支援を展開しています。”

中部: 静岡、名古屋
関西: 彦根、京都、大阪、和歌山
四国・中国:

九州: 福岡、熊本、鹿児島

神奈川県におけるＷＥリサイクル・リユーズショップで、
ＷＥ２１ジャパンがゴミを減らして環境に優しく住もうと
することを促します。そのＷＥショップでもうけたお金を貧
困な国の女性を支援するネットワークのための成立するに
寄付します。

徳島、広島

沖縄: 那覇

あなたのサポートのおか
げで、BEEは成功を目指す

BEE Japan 2009
サポーター

なぜBEEに貢献するか

近年、クライメットチェンジ（人類の影響で気候変動）に

BEE Japanを支えることは、地球も支えているということ

ついてのニュースが多く、このことは誰もが知っています。

です。BEE Japanが募金する金額は全部環境のために使用し

環境問題の知識を高めながら、日本に住んでいる人は地球温

ます。私たちのライダーやサポーターはボランティアです。

暖化を抑制する効果的な行動を知るべきだと考えています。

だから、あなたの提供のして下さった募金は有効に使用され

私たちの子どもにきれいな自然を残すために、何が必要でし

るということです。詳しい情報は下記の通り、お知らせしま

ょうか。2007年ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの

す。

ニコラス・スターン教授が、2050年までに世界総生産の１％
は二酸化炭素を７５％減少する必要があると訴えました。

Publicity––BEE

BEE Japanを支援するサポーターが、その１％に貢献して地

(www.beejapan.org) にいつも新しい情報や考えを載せてい

球温暖化を抑える役割を果たして欲しいです。

て、日本だけではなく、世界中の人々が読んでいます。特に

BEE Japan 2009は、前年よりも「自転車で地球を守ろう」
のメッセージを広げたいと思います。地球を破壊している生

Japan

の

ホ

ー

ム
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サイクリングの興味がある方や環境問題について関心を持
っている方がよくグリーンアイディアを交換しています。ホ

活を改善するチャンスは今です。現在、ルートの計画は大分

ームページにサポーターや提供スポンサーのロゴや情報を

進み、「私なら何ができるのか」の発表を準備し、他のエコ

「BEEの友達」として掲げています。その通り、BEE Japan

ボランティア団体と一緒に強いネットワークを結んでいま

に貢献する人や会社を繋げます。

す。他に、募金キャンペーンも行います。そのために、今年
8月3日のツアー出発までに、いろいろなイベントを行いま

Jersey Placement––BEE Japanのチームジャージーはすて

す：

きです。北海道から沖縄まで走破しながら、たくさんの人々
に出会い、皆さんがジャージーをほめて下さいます。提供ス
・

・

名古屋市（愛知県）と長浜市（滋賀県）における

ポンサーになっていただければ、あなたのロゴをBEE Japan

アースデー（地球の日）清掃ボランティア活動

2009ジャージーに添付することができます。

ファンライド

〜〜

自転車で楽しみながら、地

元の人々や自然と触れあう

Media—BEE Japanはメディアの注目を集めて、右に書いて

・

ベジタリアン料理教室

ある新聞やラジオなどのインタビューを受けています。その

・

BEE Japanの募金コンサートなど

時にも、サポーターに対する感謝を申し上げます。

一緒にイベントをしませんか。ご希望の方は、是非
teamleader@beejapan.org

へご連絡お願いします。

もちろん、上記以外に感謝する方法があります。BEE
Japanのサポーターにとして参加していただける方は、是非
teamleader@beejapan.org

へご連絡ください。

BEE Japanは下記の新聞やメ
ディアにインタビューを取り受
けさせてもらいました
NHK Tel evision and Radio
The Japan Times
The Daily Yomiuri
Asahi Television
Asahi Shinbun
Outdoor Japan
Tannan FM 79.1

