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空の色(そらいろ)を見ながら、皆さまとのつながりを感じつつ、 

多様なセクター、テーマ、中部地域の環境情報をお届けします。 

冒頭文は、 

    中部地方環境事務所 環境対策課 主査 

  西田 清紀（にしだ きよのり）さんです。 

………………………………………………………………………………… 

    ロシアで行われているワールドカップのサッカーでは、試合後に日本 

   のサポーターが実施したゴミの持ち帰り運動を海外のサポーターも真似 

   て、実施しました。日本のサポーターの環境や自然に配慮した取組が、 

   世界に影響を与え、人の心を動かし、行動につながった素晴らしい事例 

   でした。 

    環境に対する意識は、行動したり、実際に自然と触れあうことでさら  

   に深みをまします。環境省では、自然に親しむことを通じて、自然に対 

   する理解を深め、自然を大切にする心を育むため、毎年 7月 21日から 

   8月 20日を「自然に親しむ運動」期間としています。期間中は、全国 

   の自然公園や身近な自然地域において、自然観察会などの自然に親しむ 

   ための各種行事を実施しています。 

    中部においては藤前干潟で観察会も行いますのでぜひ御参加ください。 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成 30年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰の募集について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪*♪*♪* 

環境省では、平成 10年度から、地球温暖化対策を推進するための一環として 

毎年、地球温暖化防止月間である 12月に、地球温暖化防止に顕著な功績 

のあった個人又は団体に対し、その功績をたたえるため、地球温暖化防止活動 

環境大臣表彰を行っています。 



今般、平成 30年度の表彰選考に向けた募集を行っていますので、お知らせし 

ます。 

 

応募期間：平成 30年 8月 1日（水）（必着） 

問 合 せ：一般社団法人地球温暖化防止全国ネット 

     TEL：03-6273-7785 

     メール：daijin-hyosyo@jccca.org 

 

＜詳細（申請方法、応募申請書様式）はこちら＞ 

http://www.env.go.jp/press/105582.html 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前干潟ふれあい事業 夏休みは藤前干潟に行こう！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【8月 8日（水）干潟を音であそぼ～貝殻やヨシで打楽器つくり～】 

 パーカッショニストの本多"taco-bow"正典氏を講師に招き、 

 楽器作りのほか、体を動かしたりしながら、楽しく楽器を鳴らしましょう。 

 

 日 時：平成 30年 8月 8日(水) 10：00～12：00  

 場 所：稲永ビジターセンター（港区野跡 4-11-2） 

対 象：小学 1～3年生（保護者同伴） 

 参加費：無料 

 定 員：20名（応募者多数の場合は抽選） 

 申込締切：7月 31日（火） 

 申込・問合せ先：環境省名古屋自然保護官事務所 

         TEL：052-389-2877  FAX：052-389-2878 

         メール：WB-NAGOYA@env.go.jp 

 

【8月 10日（金）干潟体験とゴミ処理工場見学】 

 干潟体験で生きものとふれあう他、南陽工場（ごみ焼却工場）の見学でご  

 み処理の仕組みを学ぼう！ 

 

 日 時：平成 30年 8月 10日(金) 10：00～15：00  

 場 所：藤前活動センター（港区藤前 2-202） 



対 象：小学 4年生～大人 

 参加費：無料 

 定 員：40名（応募者多数の場合は抽選） 

 申込締切：7月 31日（火） 

 申込・問合せ先：藤前干潟ふれあい事業実行委員会事務局 

         TEL：052-223-4199 

メール：a2662@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

【8月 23日（木）ひがたにくるトリ、どんなトリ？】 

 楽しいトリのお話しと、鳥の観察をした後、 

 トリのミニ模型（デコイ）の色塗りをしましょう！ 

 

 日 時：平成 30年 8月 23日(木) 10：00～12：00  

 場 所：名古屋市野鳥観察館・稲永ビジターセンター（港区野跡 4-11-2） 

対 象：小学 1～3年生（保護者同伴）  

 参加費：無料 

 定 員：20名（応募者多数の場合は抽選） 

 申込締切：8月 15日（水） 

 申込・問合せ先：環境省名古屋自然保護官事務所 

         TEL：052-389-2877  FAX：052-389-2878 

         メール：WB-NAGOYA@env.go.jp 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成 30年度「環境白書及び環境基本計画を読む会」の開催について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪*♪*♪* 

平成 30年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書が 6月 5日に閣 

議決定され、国会へ提出及び公表されました。中部地方環境事務所で 

は、白書の内容を広く知っていただくため、四日市大学及び四日市市と 

の共催により「環境白書及び環境基本計画を読む会」を開催いたしま 

す。 

 

【環境省記者発表資料】 

平成 30年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書の閣議決定について 

http://www.env.go.jp/press/105537.html 

 



開催日時：平成 30年 8月 10日（金） 13:30開始（2時間程度） 

開催場所：四日市公害と環境未来館 講座室 

問 合 せ：四日市大学 社会連携センター 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2018/h30hakusyo.html 

 

 

♪*♪*♪* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「持続可能な開発目標（SDGｓ）活用ガイド」を作成 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ♪*♪*♪* 

環境省は、持続可能な開発目標（SDGs)に係る取組の進展に寄与することなど 

を目的として、すべての企業が持続的に発展するための SDGs の活用ガイドを 

作成しました。ガイドは、本編と資料編で構成されており、いずれも環境省の 

ホームページからダウンロードできるようになっています。 

 

【環境省記者発表資料】 

http://www.env.go.jp/press/105528.html 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪ ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1.【愛知】ＡＥＬ（あえる）ネット環境学習スタンプラリー 

2.【岐阜】さとやまインキュベーターいびがわ 2018 

  入門門講座 第 2回「揖斐川中下流域ツアー」 

3.【愛知】一般財団法人中部圏地域創造ファンド（CRCDF）フォーラム 

 “NPO等民間公益活動への資金の流れをどうつくるか!” 

4.【愛知】「もりの学舎」夏の特別イベント 

「ちびっこクラフト」「おやこクラフト」 

 

【募集情報】 

1. 第 5回 ESD日本ユース・コンファレンス 

「教育でより良い未来をつくる」参加者募集 

2. 第 19回中部の未来創造大賞の募集【長野・岐阜・静岡・愛知・三重】 

3. 生活協同組合コープみえ 2018年度環境活動寄付先募集【三重】 



4.「信州環境カレッジ」登録講座の募集 

 

【その他】 

 その他の情報を掲載しています。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【愛知】ＡＥＬ（あえる）ネット環境学習スタンプラリー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、県内の環境学習施設等で構成する愛知県環境学習施設等連絡協議 

会（愛称：ＡＥＬ(あえる)ネット）に加盟する 172施設等と連携して、スタン 

プラリーを開催します。 

 

詳  細：http://aichi-eco.com/ael_stamprally 

 

開催期間：平成 30年 6月 22日（金）～平成 31年 2月 28日（木）まで 

開催場所：愛知県環境学習施設等連絡協議会（ＡＥＬネット）に加盟する 

     172施設等 

     ※一部の施設、講座、イベントは、有料又は要事前予約 

問 合 せ：あいち環境学習プラザ内「ＡＥＬネットスタンプラリー」事務局 

     TEL：052-972-9011  FAX：052-972-9013 

 

 

┏━┓【岐阜】さとやまインキュベーターいびがわ 2018 

┃２┃入門講座 第 2回「揖斐川中下流域ツアー」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

揖斐川流域とつながり、暮らしなおしを考える講座。通年講座の第 2回目は、 

揖斐川流域の活動について知る、生業を営んでいる人に会いに行く 1dayツア 

ー。揖斐川中下流域で活動されている皆さんの現場を見たり話を聞いたりしま 

す。 

 

詳  細：http://onpou.org/upload/satoincu2018_nyumon.pdf 

 



開 催 日：平成 30年 8月 4日（土） 

集合場所：JR垂井駅北口 

単発参加費：4,000円（食費、交通費は別途かかります） 

申 込 み：メール・FAX 

問 合 せ：NPO法人 泉京・垂井（せんと・たるい） 

TEL：0584-23-3010  FAX：0584-84-8767 

メール：info@sento-tarui.org  

 

 

┏━┓【愛知】一般財団法人中部圏地域創造ファンド（CRCDF）フォーラム 

┃３┃“NPO等民間公益活動への資金の流れをどうつくるか!” 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

NPO等民間公益活動に対して、資金助成の仕組みをつくるために、あいちモリ 

コロ基金の経験、休眠預金等活用制度、地域の資源（志）をどのように活かす 

のかについて、基調講演とパネルディスカッションを行います。 

 

詳  細：http://www.crcdf.or.jp  

 

開催日時：平成 30年 8月 5日（日）13:30～16:30 

開催場所：名古屋国際センター・別棟ホール（150名） 

    （地下鉄「国際センター」駅と地下道で連絡。名古屋駅から徒歩 10 

  分程度） 

参 加 費：2,000円〈申込：先着順〉 

 

 

┏━┓【愛知】「もりの学舎」夏の特別イベント 

┃４┃「ちびっこクラフト」「おやこクラフト」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

もりの学舎(まなびや)では、夏の特別イベントとして、木の葉や木の枝を使っ 

て森のいきものを作る「ちびっこクラフト」と、ペットボトルを使って色々な 

昆虫が採れる道具を作る「おやこクラフト」を開催します。 

 

詳  細： 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h30summer-craft.html 

 

開催日時：平成 30年 7月 28日（土）、7月 29日（日） 



     1)ちびっこクラフト 各日とも 10:30～11:50まで 

     2)おやこクラフト  各日とも 13:30～15:30まで 

開催場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内 

     もりの学舎（まなびや） 

募集人数：各日先着 20名程度 

参 加 費：無料 

申込期間：平成 30年 7月 22日（日）まで 

問 合 せ：もりの学舎（モリコロパーク内） 

TEL：0561-61-2315  FAX：0561-61-2328 

メール：info@mori-manabi.org 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 第 5回 ESD日本ユース・コンファレンス 

┃１┃「教育でより良い未来をつくる」参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ESD日本ユース・コンファレンスは、様々な課題を抱える現代社会に問題意識 

をもつ全国の次世代リーダーが、業種や分野を越えてつながり、学び合い、連 

携しながら社会の新たな潮流を創り出していく合宿形式のイベントで、リーダ 

ーシップ育成講座、グループワーク、ピアラーニングなどが行われます。 

 

対 象 者：18歳～35歳（平成 30年 7月 31日時点）で、 

     持続可能な開発のための教育（ESD）に取り組んでいる方 

 

詳  細： 

〇ESD日本ユース公式ウェブサイト: 

 https://www.goipeace.or.jp/news/20180601/ 

〇Facebook： 

 https://www.facebook.com/events/2016620245075742/ 

 

開催期間：平成 30年 10月 13日（土）・14日（日） 

開催場所：邦和セミナープラザ（愛知県名古屋市港区港栄 1-8-23） 

募集人数：40名程度  



参加費用：無料（交通費、宿泊、食事を提供） 

募集締切：平成 30年 7月 31日（火）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人五井平和財団「ESD日本ユース・コンファレンス」係 

TEL：03-3265-2071  メール：esd@goipeace.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃第 19回中部の未来創造大賞の募集【長野、岐阜、静岡、愛知、三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中部の未来創造大賞推進協議会では、長野、岐阜、静岡、愛知、三重の 5県内 

において、地域の未来づくりに取り組む、住民、企業・学校、行政等における 

活動を募集しています。 

 

詳  細：http://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/mirai/index.htm 

 

応募要件： 

 1. 住民、企業・学校、行政等が工夫して取り組んでいる地域づくりの活動 

 2. 災害時の人命救助、復旧活動や防災に関する活動 

 3. 伝統的な建造物の保存、復興等を行っている活動 

 

応募締切：平成 30年 7月 31日（火） 

問 合 せ：中部の未来創造大賞推進協議会事務局  

一般社団法人中部地域づくり協会 業務管理部 

TEL：052-962-9455  FAX：052-950-1178 

     メール：mirai@ckk.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃生活協同組合コープみえ 2018年度環境活動寄付先募集【三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

コープみえは、環境活動寄付金で地域の環境活動を応援するため、三重県内で 

環境活動に関わる市民活動団体・学校関係などを対象に、これまで取り組まれ 

てきた環境活動の前進や、新たに取り組みたい活動に対して寄付を行っていま 

す。今年度の寄付先を募集中です。 

 



対象となる活動：地球温暖化防止活動、生物多様性の保全活動、 

        環境教育・調査研究など、地球環境保全に関わる活動全般 

 

詳  細：http://www.coop-mie.jp/2018/0524-123020.html 

 

応募期間：平成 30年 6月 1日（金）～7月 31日（火）*必着 

問 合 せ：生活協同組合コープみえ 組織活動推進課 環境寄付活動事務局 

TEL：059-271-8503 FAX：059-222-5217 

メール：soshiki@coop-mie.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃「信州環境カレッジ」登録講座の募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

信州環境カレッジは、長野県内の環境に関する様々な講座情報を一元化し、 

WEBサイトを通じて講座情報を発信する事業です。環境に関する「学び」を拡 

大し、豊かな自然環境の保全や持続可能な社会を支える人づくり等を進めるた 

め、「信州環境カレッジ」に登録していただける講座を募集しています。 

 

詳  細：http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/180627press.html 

 

問 合 せ：長野県環境部環境政策課企画経理係 

TEL：026-235-7169  FAX：026-235-7491 

メール：kankyo@pref.nagano.lg.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

♪そ の 他♪ 
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●体験と学びの環境博―信州環境フェア 2018―【長野】 

http://shinshu-kankyo-fair.com/index.html 

 

 

●小中学生による水質パトロール隊の募集【愛知】 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/mizupato2018.html 



 

 

●夏休み環境学習講座の参加者を募集【愛知】 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/h30natuyasumi.html 

 

 

●「あいち水素社会体験バスツアー2018」の参加者を募集【愛知】 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suisobus300824.html 

 

 

●第 19回グリーン購入大賞の募集 

http://www.gpn.jp/results/ 

 

 

●「エコとわざ」エコなことわざの募集 

http://www.ecotowaza.jp/ 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

【本メールマガジンについて】 

本メールマガジンは、転送自由です。 

配信を希望される方は、下記までお申し込みください。 

○申込 : office@epo-chubu.jp 

○解除 : office@epo-chubu.jp 

○バックナンバー 

そらいろ通信 ～EPO-Chubu メールマガジン 

http://www.epo-chubu.jp/ 
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