
NPO法人 未来プロセスは、
発信力の強化に取り組みます。

　NPO 法人未来プロセスでは、マレーシア植林活動をは
じめ、地域での公開医学講座・健康フォーラムの開催によ
る医療啓発など、様々な活動に取り組んでいます。この活
動には、企業・団体・個人の皆様からの寄付や緑の募金
箱を通じた皆様の善意など、多くのご支援を活用させてい
ただいています。今後は私たちの様々な活動をヒューマン
ネットワークやパブリシティ展開を通じて幅広く社会にア
ピールすることで、希少動物保護を目指した植林活動、市
民に向けた医療啓発を進めてまいります。
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皆様からお預かりしました大切な募金は、当法人を通じて、マレーシア
ボルネオ島 サバ州における環境保全、地域社会活動に活かされています。

　2003 年～ 2008 年の間に 6 回実施した中国内モンゴル地区クブチ砂漠での植林活動を経て、2016
年に京都大学霊長類研究所の湯本貴和所長にご紹介いただき、その活動の信頼性と継続性の両面からマ
レーシアで活動中の NGO HUTAN の支援を決定。緑の募金箱活動で集まった募金を含めた寄附を行っ
ています。
　また 2017 年度より現地での植林活動研修も実施しています。植林活動研修には、湯本先生にもご同
行頂き、先生や現地スタッフから自然保護活動を学び、野生動物とその生息環境の観察などを行っています。
この植林活動研修は、現地で体験し学んだ内容を自らが広く発信をする役割を担うことを目標としています。
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緑の募金箱
募金活動へのご協力、
ありがとうございます。

未来プロセスでは15年前より、環境保全活動として植林活動に取り組んでいます！

2016 年２月
愛知県犬山市・京都大学霊長類研究所　

2017 年 6月（第１回植林活動）
マレーシアNGO「HUTAN」にて　

2018 年 6月（第２回植林活動）
マレーシアNGO「HUTAN」にて　

オランくん ウータンちゃん

NGO　「HUTAN」への寄附の様子
ウータン

会報誌
発行元

特定非営利活動法人 未来プロセス　　ＴＥＬ：06-6885-1021　ＦＡＸ：06-6307-2257
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-18-9 新大阪日大ビル10階　　info@mirai-process.org

未来社会の発展には、「人々の健康保持」と「地球の環境保全」
が大きな課題であります。高齢化社会を迎えるにあたり、
健康の保持・増進、医療・福祉の重要性は弥増すものと考
えられますが、そのためにも地球環境の破壊・汚染の防止
が必要であり、両課題は密接に関連し、将来の人類福祉を
左右する重要課題であると認識されます。

「特定非営利活動法人 未来プロセス」は、より良き未来社会の構
築に向けて、この二大課題に役立つ非営利的活動を国際的視野
で展開し、貢献することを目的として設立され、積極的に活動
して参りました。

特に国内外の医療従事者に対する育成事業、医学・医療研究活動の助成ならびに国際学会
の開催支援、市民に対する啓発活動、中国内蒙古地区の砂漠植林支援事業などに関しては、
積極的・継続的に取り組み、成果を積み重ねて参りました。

2015 年度からは、新たに希少動物保護を目的とした国際的植林活動にも取り組み、マレー
シアの NGO を支援するとともに、現地にて植林活動の研修を開催しました。

何卒「特定非営利活動法人 未来プロセス」の設立趣旨にご賛同いただき、その活動にご支
援ご協力賜りますようお願い申し上げます。

２０１8年 9月吉日

ごあいさつ

NPO法人 未来プロセス 理事長
谷　幸治

会員募集中会員募集中

植林活動
報告編

緑の募金箱 設置場所 25か所
医誠会病院・城東中央病院・摂津医誠会病院・児島中央病院・茨木医誠会病院・神崎中央病院・橿原リハビリテーショ
ン病院・東春病院・東舞鶴医誠会病院・医誠会病院付属クリニック・新大阪医誠会クリニック・十三医誠会クリニック・
城東医誠会クリニック・桜橋医誠会クリニック・新大阪がん血液内科クリニック・エスペラル東淀川・エスペラル摂津・
エスペラル井高野・エスペラル東春・エスペラル東舞鶴・エスペラル近江八幡・ウェルネスマート(医誠会病院内 )・メディ
カルフィットネススタジオ梅田・法人本部 10階受付・ホロニクスヘルスケア㈱

健康フォーラム

公開医学講座

私たちの活動は企業・団体様の
支援に支えられています。

▼賛助会員（2018 年度）
大塚製薬工場株式会社　様
株式会社　大和　様
ワタキューセイモア株式会社　様
株式会社　公益社　様
日本基準寝具株式会社　様
株式会社　トーカイ　様
株式会社　馬場酸素　様
三笠製薬株式会社　様
田辺三菱製薬株式会社　様
鳥居薬品株式会社　様
▼一般寄附（2018 年度）
株式会社パースジャパン関西営業所　様
コヴィディエンジャパン株式会社　様
株式会社藤木工務店 京都支店　様

（順不同）

（掲載許可をいただいた企業・団体様のみ紹介）

　私たちは医療の充実を図るために
さまざまな啓蒙活動を行っています。 
　この活動に賛同いただける会員様を
募集しています。
　お問い合わせは下記連絡先、NPO
未来プロセスまで。

「がん」をテーマとした公開医学講座
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