
詳しくはこちら！

アニドネの遺産相続「レガシーギフト」

相続した財産を寄付
動物好きだった親や親族から相続した財産を寄付することができ
ます。速やかに手続きを行えば、相続税もかかりません。

自分の財産を遺贈寄付

ペットのため 万が一に備えて

遺言書を作成し、財産の一部または全部を寄付することができます。
資料収集や専門家のご紹介など、丁寧にサポートいたします。

アニマル・ドネーションアニマル・ドネーション

Email　info@animaldonation.org
公益社団法人 アニマル・ドネーション

私たちは、動物福祉活動をがんばる団体とあなたをつなぐ中間支援組織です。
「寄付をしたいけれど、どうしたらいいかわからない…」
そんな時は、「アニドネ」にお任せください！
犬や猫のために活動している 26 団体※ に、「キモチ」を届けるお手伝いを
いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ※2021 年 8月現在
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「遺産相続」を動物のために活用できるのをご存知ですか。
ペットを家族同様に愛してきた人、動物と人は良きパートナーと考える人…。
レガシーギフトとは、そんな人たちの「キモチ」を動物の未来のために

活かすことができる贈り物です｡

自分に何かあった時のために、新しい飼い主を探す手続きをする、
ペット用の財産を身内に託すなど、今からできる備えがあります。

アニドネ　レガシー



FoE Japan 
認定特定⾮営利活動法⼈ 国際環境NGO

地球上のすべての⽣命が互いに

共⽣し、尊厳をもって⽣きること

ができる、平和で持続可能な社会

を⽬指し、幅広く政策提⾔活動を

⾏っています。

世界73ヵ国に200万⼈の

サポーターを持つFriends�of�the

Earthのメンバー団体として、

⽇本では1980年から活動してき

ました。

「⽇本の政府、企業、私たちの

⽣活が関わって起きる問題

だからこそ、私たちの⼒で解決し

たい。」

資料請求・お問合せはこちら　
E-mail info@foejapan.org 
Tel 03-6909-5983 / Fax 03-6909-5986

HPはこちら

エネルギーを⾒直す 被害による をなくす開発 ⽣物多様性を守るClimate�Justiceの実現

現場を調査し、住⺠の声を聞き、

広く発信して多くの⼈々と共に

声をあげることで、社会のしくみ

⾃体を変えていく、このアプロー

チを⼤切に、活動を続けていま

す。



🦋資料請求・HP

大阪みどりのトラスト協会 検索

🦋平成元（1988）年設立。大阪府内で府民の参画や協
働による自然環境の保全運動や、緑化運動を推進し、み
どり豊かで快適な環境づくりに寄与する団体です。

🦋お問合せ：（メール）midori@ogtrust.jp
（電 話）06-6614-6688（代）

mailto:midori@ogtrust.jp


私たちは、自然豊かな日本で生まれ育ち、地球から多くの

恵みを受けて暮らしています。この豊かな地球環境、日本

の自然と自然が育んだ文化を、子どもや孫たち、さらには

次の世代へと引き渡していくことは、私たちの最大の責務

です。

しかし今、地球温暖化は日本でも異常気象が誰もがわかる

まで進み、また多くの生物種が絶滅しています。その原因

は私たち人間の行動にあります。福島第一原発の過酷事故

は、私たちがエネルギー選択の岐路に立っていることを明

確にしました。さらに、経済の低迷と、貧困と格差の拡大、

世界各地での戦争やテロの拡大、戦争ができる日本への転

換など、私たちは大きな危機に直面しています。

このような危機を回避し、モノだけに頼らない真に豊かな

社会を築いていくことは、私たちが将来世代にできる最大

の贈り物でしょう。ただ、これを成し遂げるには志を共感

できる人々の思いを合わせていく必要があります。

環境市民は、京都に生まれ日本の各地や世界の人々とも連

携し、志ある多様なNPO、自治体、専門家、事業者ととも

に「流れを変える」活動を発

展させてきました。その力

の源泉は、活動を支えてく

ださるひとり一人の皆様の

思いです。貴方様のご支援

を心からお願いいたします。

これからの子どもたちに
豊かな地球と平和な世界を

代表理事

〒604-0934
京都市中京区麩屋町通ニ条下る第二ふや町ビル 405

（受付／平日10:00 ～ 18:00）

環境市民オフィシャルサイト

電話

Eメール

075-211-3521

www.kankyoshimin.org 

life@kankyoshimin.org

環境市民
認定NPO法人

ご相談ください

代表理事

今日の買い物が、
世界を変える

はじめよう、エシカルな商品選び。
つくる責任、つかう責任
2030 年までの持続可能な開発目標（SDGs） 持続可能な社会の実現をめざして、

ぶれずにずっと。since 1992。

エシカルな商品と売っている
お店がわかります

消費から
持続可能な社会をつくる
市民ネットワーク

社会のために頑張る会社の通信簿、
あの会社はどんな評価？
社会のために頑張る会社の通信簿、
あの会社はどんな評価？

エシカルな商品と売っている
お店がわかります

ぐりちょ企業のエシカル通信簿

http://cnrc.jp/topics/ethical-rating https://guricho.net

動物により良い
飼育環境を

農薬や添加物を
できるかぎり
使用しない

生産者の
人権を大切に

プラスチック
削減

SALE

このポスターは、古紙配合率70%再生紙に、自然エネルギー（バイオマス発電1kWh）を
活用して印刷しました。
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携し、志ある多様なNPO、自治体、専門家、事業者ととも

に「流れを変える」活動を発

展させてきました。その力

の源泉は、活動を支えてく

ださるひとり一人の皆様の

思いです。貴方様のご支援

を心からお願いいたします。

これからの子どもたちに
豊かな地球と平和な世界を

代表理事

〒604-0934
京都市中京区麩屋町通ニ条下る第二ふや町ビル 405

（受付／平日10:00 ～ 18:00）

環境市民オフィシャルサイト

電話

Eメール

075-211-3521

www.kankyoshimin.org 

life@kankyoshimin.org

環境市民
認定NPO法人

ご相談ください

代表理事

私たちは、自然豊かな日本で生まれ育ち、地球から多くの

恵みを受けて暮らしています。この豊かな地球環境、日本

の自然と自然が育んだ文化を、子どもや孫たち、さらには

次の世代へと引き渡していくことは、私たちの最大の責務

です。

しかし今、地球温暖化は日本でも異常気象が誰もがわかる

まで進み、また多くの生物種が絶滅しています。その原因

は私たち人間の行動にあります。福島第一原発の過酷事故
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特定非営利活動法人気候ネットワーク URL：http://www.kikonet.org
【京都事務所】 【東京事務所】
〒604-8124 京都市中京区帯屋町574 高倉ビル305 〒102-0082 東京都千代田区一番町9-7 一番町村上ビル6F
TEL：075-254-1011 FAX：075-254-1012  TEL：03-3263-9210 FAX：03-3263-9463
E-mail：kyoto@kikonet.org E-mail：tokyo@kikonet.org

国連気候変動会議などへ
の参加

国際交渉の現場にＮＧＯと
してスタッフを派遣し、会
議の最新状況を国内に伝
え、ロビー活動を行います。

こどもエコライフチャレンジ
京都市からの委託を受け
京都市内160以上の小学校
で温暖化防止環境出前授
業を行っています。

自然エネルギー学校

参加体験型の連続講座を
1999年から開催して、
これまでに500人以上の
修了生がいます。

シンポジウム・セミナーの開催
「気候変動、脱炭素、脱石炭等」をメインテーマとした
シンポジウム、脱炭素の社会づくりに関するセミナー
を開催しています。

市民・学生ボランティア
私たちの活動は多くの
市民・学生ボランティアや
支援者の皆さんに支えら
れています。



Legacy Giving 
Week

活動の独立性をまもるため、政府や企業からの支援を受けず個人からの寄付のみで活動をしています

(申込書は吉野まで)

©Greenpeace/Deguchi Makiko



生きものたちの声に耳を傾けよう
1996年、生命を大切にする社会の実現を目指して発足

動物を取り巻くさまざまな問題を調査し

動物福祉の向上と動物問題の解決のために活動しています

様々な動物をめぐる問題
についての情報収集や実
態把握

● 「迷子の犬を家に帰そう」プロジェクト：迷子犬の返還率向上と犬の殺処分数減少を目的に2009年より活動

● 動物取扱業：法令遵守状況を細かく調査して行政指導につなげ、法的課題の把握と問題解決を目指して活動

● 学 校 飼 育：動向調査、要望交渉、相談者支援などを重ね、小学校等における動物飼育の廃止を目指して活動

● 畜 産 動 物：フードチェーン全工程で「5の自由」を求め、工場型畜産をなくしていくことを目指しての活動

実効性の乏しい法律や法
令、条例の改正を求めるた
めに関係省庁や議連など
に要望事項と規制根拠等
を提出

動物問題や法制度などにつ
いて広く一般に伝えるため
の取り組み、会員の活動サ
ポートや全国の一般市民か
ら寄せられる相談への対応

調査活動に基づき問題解
決に向けての課題を検討
し、関係機関や行政に提言
や要望を提示

特定非営利活動法人

地球生物会議
  (A L I V E )

調査活動 要望提言活動

近年の主な活動

法律改正活動 普及啓発活動



Together, possible.
一緒なら、きっとできる。

© Julia Martin

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）
🐼1961年設立、本部スイス。100ヵ国以上で活動する、

環境保全団体です。

🐼お問い合わせ：soudan@wwf.or.jp
※お電話ご希望の方は、番号をメールでお知らせください。

🐼資料請求

ＷＷＦ 遺贈 検索

mailto:hello@wwf.or.jp


土地を買い取り「トトロの森」として守り続けます

失われない森をつくるために ３０年を積み重ねて守ってきたもの

緑を恒久的に引き継いでいくために

公から
自立した

独立性と透明性

公立・公営の組織ではあ
りません。私たち自身が
現地に足を運び、交渉し、
取得後は維持管理してい
く。資金の独立性と透明
性を保っています。

遺贈された財産はすべて　トトロの森の取得や保全に使われます。
あなたのご寄付がトトロの森を未来にー「森を守りたい」という思
いは「トトロの森」となり恒久的に引き継がれます。

市民による
市民のための
取りくみ

買い取ることで
恒久的に森を残す

※ 2021 年３月 31 日現在

104,015㎡
714,647,487円
961,972,303円

55カ所取得地
取得面積
取得にかかった費用
寄付金累計

あなたの想いが 森を残す

トトロのふるさと基金

公益財団法人トトロのふるさと基金理事長
（埼玉大学教授） 安藤聡彦

ほうっておいたら失われてしまう森。そこはたくさんのいきものが息づく場所。
「トトロの森」狭山丘陵は東京と埼玉にまたがる 3000ha の丘陵地。ここに残された里山の
景色を守るため、私たちは森を買い取り、ボランティアさんと一緒に下草を刈り、倒木を
除去し、見守っています。みずみずしい里山の自然を次世代につないでいくために。

1990 年に設立した「トトロ
のふるさと基金」。狭山丘
陵は地価の高い首都圏近
郊にありますが、一か所ず
つ土地を取得し、トトロの
森を拡げています。

TEL 04-2947-6047
Mail offi  ce@totoro.or.jp   https://www.totoro.or.jp

東京都

埼玉県

お気軽に
お問い合わせください



先祖から受け継ぎ、ご⾃⾝で築かれた財産は、
何よりもご家族やお世話になった⽅にとって⼤切なもの。
その上で、何かの役に⽴てたいという想いを、
私たちに託していただければ、救われるものがあります。
⽇本の⾃然も、そのひとつです。

会報『⾃然保護』を年6号お届けするほか、
⾃然にやさしいセカンドライフをサポートします。

その年の活動報告書のほか、ご希望に応じて
感謝状や記念盾をお贈りします。

資料請求はこちら

いつでもお気軽にご相談ください
当会へのご寄付は、所得税・相続税・法⼈税の税制優遇の対象で、
⼟地建物や有価証券のままのご寄付もご相談に応じています。

memory@nacsj.or.jp
03-3553-4101（代⾏取次・平⽇10〜17時)
⽀援企画・終活寄付担当：鶴⽥、芝⼩路
〒104-0033 東京都中央区新川1-16-10ミトヨビル2F

おかげさまで70周年

⽇本の⾃然と暮らしを、次の世代へ 遺贈・終活寄付のご⽀援をお願いします

私たちのくらしは、かけがえのない⾃然に
⽀えられています。
しかし、森・川・海の豊かな⾃然や、⾥やま・家の庭な
ど⾝近な緑が次々失われ、⼦供たちの⾃然離れも深刻で
す。今後の防災・減災や再⽣可能エネルギー問題などの
改善には、⾃然のちからを活かしたライフスタイルへの
転換が必要だと考えます。

⽇本⾃然保護協会は、全国にスタッフや専⾨家、ボラン
ティアを派遣し、独⾃の現地調査や政策提⾔、⼈材養成
などへの取り組みをとおして、貴重な⾃然を守り、⾃然
とともにある社会づくりをめざします。

● まずは毎年5,000円のご寄付から

●終活寄付をくださった⽅には



土地を買い取ることで開発を未然に防ぎ、美しい風景や豊かな自然を後世に
引き継ぐナショナル・トラスト活動に取り組んでいます。
当会は、各地のトラスト団体と連携しながら、自らも全国56か所の森や湿原
などを取得して守っています。

〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-30-20音羽ビル
電 話 03-5979-8031（平日９：00～17：00）
ホームページ http://www.ntrust.or.jp/
メール office@ntrust.or.jp

富士山高原トラスト（山梨県）

両神山トラスト（埼玉県）

歌才湿原トラスト（北海道）

アマミノクロウサギ・トラスト（鹿児島県）

mailto:office@ntrust.or.jp


遺贈専門のアドバイザーもおります。

（公財）日本野鳥の会 共生推進企画室
TEL：03-5436-6190 FAX：03-5436-2636
E-mail：kifu@wbsj.org

シマフクロウ 絶滅危惧ⅠA類・国の天然記念物
翼を広げると180cmにもなる世界最大級のフクロウ。
その数は、国内わずか160羽。

遺贈をお考えの方向けのパンフレットを無料で差し上げ
ます。当会が遺贈でできることや、自筆で遺言書を作成
するための留意点や案などの情報をまとめております。
ぜひご請求ください。

あなたのご遺贈で、
野鳥たちと自然を、未来へ。

日本野鳥の会は、85年以上の歴史をもつ
国内最古・最大級の自然保護団体です。

活動内容やご遺贈についての
ご質問・ご相談など、お気軽に
お問い合せください。

日本野鳥の会 遺贈 検索

mailto:kifu@wbsj.org


あなたやご家族が守りたい

特別な場所や生き物へ

あなたの想いを

残すお手伝いをさせてください。

ホームページ
QRコード©Jo_Crebbin_Shutterstock

バードライフ・インターナショナル東京

（一般社団法人）

1922 年に英国で発足し世界100 ヶ国にパート
ナーを持つ国際環境 NGO  バードライフ・イン
ターナショナルの日本法人。

絶滅危惧種の保護、森林と湿地の保全、渡り鳥
の保護、海鳥・海洋の保全などの環境保全活動
を実践。

お問い合わせ先

電話番号：03-6206-2941

E-mail：tokyo.office@birdlife.org

URL：https://tokyo.birdlife.org/

mailto:tokyo.office@birdlife.org
https://tokyo.birdlife.org/


公益社団法人

アジア協会アジア友の会（JAFS）

アジア協会アジア友の会（JAFS）は、
安全な水へのアクセスが欠乏している
アジアの農村に、安全な水（井戸、パ
イプライン）を贈り、人々の生活を改
善することと同時に、農村における課
題（衛生、教育、生活、環境など）に
現地提携団体（18か国70団体）と取り
組み、自助自立した地域作りを行って
いく国際協力NGOです。

1979年10月設立 今年、活動43年目
2012年4月 公益社団法人として

内閣総理団人認定受ける

所在地：大阪市西区江戸堀1-2-14 5F
電話：06－6444－0587
WEB: https://www.jafs.or.jp

水と環境から地域力を育むことで変えることが
できる未来を共につくる活動

https://www.jafs.or.jp/

