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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、 

      環境省 中部地方環境事務所 資源循環課 

       課長 水原 健介（みずはら けんすけ）さんです。 

      ………………………………………………………………………………… 

    最近、海ごみの問題、リサイクルに適さないプラスチックの輸出の 

   問題、リサイクルヤードでの火災の問題等が報道されております。循 

   環資源の適切なリサイクル体制の整備やごみのポイ捨て・不法投棄の 

   防止の取組の重要性を感じております。 

    環境省では、ごみゼロの日である 5月 30日から環境の日である 6 月 5日 

   までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」と設定し、市民、事業者、 

   廃棄物関係団体、行政が一体となって、全国で不法投棄の監視活動・ 

   啓発活動を強化しております。また、今年度から、5月 30日（ごみゼ 

   ロの日）～6月 8日（世界海洋デー）前後までを「海ごみゼロウィーク」 

   と定め、海洋ごみ削減を目的とした全国一斉清掃活動を共同で実施し 

   ます。 

    この期間に限らず、様々な場所で清掃活動などが行われております 

   ので、ご参加いただければと思います。 

      ………………………………………………………………………………… 

 

♪*♪*♪*   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ESD推進のためのダイアログ in 福井 

「企業や団体の SDGs推進のための ESD～職員意識が組織・地域を変える～」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ♪*♪*♪* 

中部地方 ESD活動支援センターは本年度・第 1回目となる「ESD推進のための 

ダイアログ」を福井県福井市で開催いたします。 

 

開催日時：2019年 6月 13日（木）13：30～16：30頃（受付開始 13：15） 



開催場所：福井県国際交流会館 2階 第 2会議室 

参 加 費：無料（先着順・要申込） 

プログラム： 

＜第 1部 企業や団体が SDGs に取組む意義＞ 

「SDGsとは何か、世界と我が国の動向」 

 西田 清紀 氏（環境省中部地方環境事務所環境対策課 主査） 

「確かな暮らしが営まれる美しい信州～学びと自治の力で拓く新時代～」 

 保科 千丈 氏（長野県企画振興部総合政策課 総合調整幹） 

「中小企業ができる SDGs～名古屋青年会議所の取組～」 

 青木 裕典 氏（有限会社山本屋 専務取締役／公益社団法人名古屋青年 

 会議所 SDGs実践委員会） 

「県内青年会議所としての取組」 

 嶋田 有希 氏（公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区福井ブロック 

 協議会 持続可能化委員会 委員長） 

 

＜第 2部 ダイアログ「SDGs を意識させる“社会人の ESD”」＞ 

 ファシリテーター：原 理史（中部地方 ESD活動支援センター） 

 

詳  細：https://chubu.esdcenter.jp/ 

 

問 合 せ：中部地方 ESD 活動支援センター 

     TEL：052-218-9073  FAX：052-218-8606 

     メール：office@chubuesdcenter.jp 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【愛知】SDGsセミナー開催! 

  「お買い物から SDGs を知る! 環境白書から実践へ」 

2. 【岐阜】【愛知】レンジャー写真展 2019 

3. 【愛知】藤前干潟の生きもの ペーパーキャップ作り! 

4. 【愛知】藤前干潟ふれあい事業 ふれあいトーク【第 1回】 

5. 【三重】自然観察会「河口のいきもの～カニや貝、塩沼植生～」 

https://chubu.esdcenter.jp/
mailto:office@chubuesdcenter.jp


6. 【福井】里山スクール「ホタルをみよう ナイトウォーク」 

7. 【三重】グレードアップセミナー 

   「協働～コレクティブインパクトを学ぶ～」 

8. 【長野】SDGs達成と環境保全のためのタウンミーティング 

    ～SDGs・市民社会・環境・エネルギー～ 

9. 【福井】Green Gift 地球元気プログラム 小さな山里の「夏・探検隊」 

10.【長野】2019年度「エコアクション 21セミナー」 

11.【岐阜】森と木のオープンカレッジ 

   「地域が元気になるまちづくりセミナー」 

12.【三重】スキルアップ講座「災害級の猛暑・台風・豪雨は地球温暖化が 

  原因なのか? そして今夏はどうなる?」 

13.【三重】こどもエコラボ：空気のサイエンス 

14.【富山】水博物館ジオ&みずはくツアー 

  「扇状地のダイナミックな水循環」 

15.【三重】「市民の伊勢志摩サミット」3周年記念 SDGsと市民協働 

16.【三重】 熊野古道世界遺産登録 15 周年キックオフイベント 

17.【愛知】「中部サステナ政策塾」2019年度（第 4期）塾生募集 

18.【愛知】「子どもの目が輝く講座・授業のつくり方」研修受講者 募集 

19.【愛知】「なごや生物多様性サマースクール 2019」参加者募集 

 

【募集情報】 

1.  第 22回環境 NPOリーダー海外研修 募集 

2.  富山県自転車活用推進事業費補助金 募集【富山】 

3.  環境デーなごや 2019 中央行事への出展 募集【愛知】 

4.  環境ふくい未来創造事業資金助成 募集【福井】 

5.  KDDI 財団「社会的・文化的諸活動助成」募集 

6.  第 30期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 募集 

7.  公益信託大成建設自然・歴史環境基金 助成金 募集 

8.  公益財団法人日野自動車グリーンファンド 2019 年度助成事業 募集 

9.  コープみえ「環境活動寄付先」募集【三重】 

10. 第 20回中部の未来創造大賞 募集【長野・岐阜・静岡・愛知・三重】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 

┏━┓【愛知】SDGsセミナー開催! 

┃１┃「お買い物から SDGs を知る! 環境白書から実践へ」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

SDGsを企業活動でどのように捉えるか、また、私たちの消費行動がどのよう 

につながっているかを考えます。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19s/A-02.html 

 

開催日時：2019年 7月 9日（火）15：00～17：30 

開催場所：愛知学院大学名城公園キャンパス アガルスホール 

定  員：100名 

受 講 料：無料 

内  容：第 1 部「環境白書から実践へ」 

     …環境白書をもとに環境省職員から世界の動きや日本の目指す方 

     向、SDGsの基礎等を学びます。 

     第 2 部「中小企業の SDGs事例発表」 

     …中部で活躍する中小企業経営者等からの取組発表。環境視点か 

     らのものづくり、経営視点も含めた中小企業が挑む SDGsをお聞き 

     し、つくる側、消費する側、双方向から‘お買い物’という行動 

     を通して SDGs を考えます。 

主  催：「なごや環境大学」実行委員会、環境省中部地方環境事務所、 

      愛知学院大学名城公園キャンパス地域連携センター 

 

問 合 せ：「なごや環境大学」実行委員会 

      TEL：052-223-1223  FAX：052-223-1223 

      メール：jimu@n-kd.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【岐阜】【愛知】レンジャー写真展 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国指定藤前干潟鳥獣保護区、白山国立公園、伊勢志摩国立公園で働く環境省 

職員「レンジャー」と「アクティブ・レンジャー」が目にする美しい自然を 

写真で紹介します。 

 

https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19s/A-02.html
mailto:jimu@n-kd.jp


＜岐阜・6月開催＞ 

 開催日時：2019年 6月 8日（土）～23日（日）10：00～20：30 

 開催場所：飛騨荘川温泉 桜香の湯（岐阜県高山市荘川町猿丸 82-1） 

 入 場 料：無料 

 休 館 日：毎週木曜日 

 共  催：環境省中部地方環境事務所、高山市 

 

＜愛知・7月開催＞ 

 開催日時：2019年 7月 2日（火）～28日（日）9：00～17：00 

 開催場所：飛島村すこやかセンター（愛知県海部郡飛島村） 

 入 場 料：無料 

 休 館 日：毎週月曜日（祝日と重なる場合はその翌日） 

 主  催：環境省中部地方環境事務所 

 

問 合 せ：環境省中部地方環境事務所国立公園課 

     TEL：052-955-2135 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】藤前干潟の生きもの ペーパーキャップ作り! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

レンジャー写真展の期間中に、レンジャーが会場にやってきます! 

会場で、レンジャーと一緒に藤前干潟の生きもののペーパーキャップを作ろう。 

 

開催日時：2019年 7月 25日（木） 

     〔1回目〕11：00～12：00 〔2回目〕13：30～14：30 

開催場所：飛島村すこやかセンター（愛知県海部郡飛島村） 

対  象：一般（幼児～大人） 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：環境省名古屋自然保護官事務所 

     TEL：052-389-2877 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】藤前干潟ふれあい事業 ふれあいトーク【第 1 回】 



┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前干潟がゴミの埋立て地から保全されて 20 年。保全の時から藤前干潟を見 

守ってきた講師が、藤前干潟の生きものについて、お話しします。 

 

※現在、時間と場所は未定です。 

 お手数ですが、下記問合せ先までお問い合わせください。 

  

開 催 日：2019年 7月 7日（日）時間未定 

講  師：NPO法人藤前干潟を守る会職員 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：藤前干潟ふれあい事業実行委員会（名古屋市環境局環境企画課） 

     TEL：052-223-1067 

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

 

 

┏━┓ 

┃５┃【三重】自然観察会「河口のいきもの～カニや貝、塩沼植生～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館では、自然観察会を開催します。 

塩沼とは、海岸にある湿地や沼地のことです。普段目にしない生き物や植物 

を観察しましょう。 

 

詳  細： 

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html 

 

開催日時：2019年 6月 16日（日）10：00～12：00 

集合場所：川越町総合体育館 駐車場 

対  象：どなたでも ※小学生は保護者同伴 

申 込 み：申込不要 

 

問 合 せ：四日市公害と環境未来館 

     TEL：059-354-8065  FAX：059-329-5792 

     メール：kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp 

 

 

mailto:a2662@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html
mailto:kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp


┏━┓ 

┃６┃【福井】里山スクール「ホタルをみよう ナイトウォーク」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

越前市エコビレッジ交流センターでは「ホタルをみよう ナイトウォーク」を 

開催します。ミニ講座も予定しています。 

 

詳  細：http://www.ecovilg.jp/participation/participation_2019.html 

 

開催日時：2019年 6月 21日（金）～23日（日）19：20～21：00 

集合場所：越前市エコビレッジ交流センター大ホール 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：越前市エコビレッジ交流センター 

     TEL：0778-28-1123  メール：info@ecovilg.jp 

 

 

┏━┓【三重】グレードアップセミナー 

┃７┃「協働～コレクティブインパクトを学ぶ～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

みえ市民活動ボランティアセンターは、グレードアップセミナー「協働～コ 

レクティブインパクトを学ぶ～」を開催します。立場の異なる組織が、組織 

の壁を越えておたがいの強みを出し合い社会的課題の解決を目指すアプロー 

チについて深く学びます。 

 

詳  細：https://www.mienpo.net/news/gu201907-2/ 

 

開催日時：2019年 7月 25日（木）13：00～16：00（受付開始 12：45） 

開催場所：みえ市民活動ボランティアセンター ミーティングルーム 

対  象：三重県内の NPO 中間支援組織のスタッフ・行政関係者、企業関係者 

     三重県内 NPO 関係者など協働に興味がある方 

定  員：30名 

講  師：長浜 洋二さん（モジョコンサルティング合同会社 代表） 

参 加 費：1,500 円 

申込締切：2019年 7月 23日（火）17：00 

 

問 合 せ：みえ市民活動ボランティアセンター 

http://www.ecovilg.jp/participation/participation_2019.html
mailto:info@ecovilg.jp
https://www.mienpo.net/news/gu201907-2/


     TEL：059-222-5995  メール：center@mienpo.net 

 

 

┏━┓【長野】SDGs達成と環境保全のためのタウンミーティング 

┃８┃ ～SDGs・市民社会・環境・エネルギー～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県 NPOセンター・SDGs 市民社会ネットワークでは、SDGs達成と環境保全の 

ためのタウンミーティングを開催します。6月 15 日・16 日に長野県軽井沢町で 

「G20 持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会 

合」が開催される機会をとらえて、気候変動やエネルギー問題、SDGs につい 

ての理解を深め、各主体ができることについて考えます。 

 

詳  細： 

https://www.facebook.com/events/333092684024418/?active_tab=about 

 

開催日時：2019年 6月 22日（土）14：00～17：00 

開催場所：もんぜんぷら座 会議室（長野駅から徒歩 7 分） 

参 加 費：無料 

内  容：基調報告、活動レポート、全体ディスカッションなど 

 

問 合 せ：長野県 NPO センター 

     TEL：026-269-0015  FAX：026-269-0016 

     メール：info@npo-nagano.org 

 

 

┏━┓【福井】Green Gift 地球元気プログラム 

┃９┃ 小さな山里の「夏・探検隊」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

小原 ECO プロジェクトは、小さな山里の「夏・探検隊」を開催します。 

白山山麓の小さな山里で思う存分自然体験～とびきりの夏が待っています。 

親子で楽しむ自然観察、川遊び、アウトドアクッキングなど自然の豊かさ・ 

恵み、命の大切さを感じましょう! 

 

詳  細：https://www.ohara-eco.com/ 

 

開催日時：2019年 7月 13日（土）10：00～15：00 

mailto:center@mienpo.net
https://www.facebook.com/events/333092684024418/?active_tab=about
mailto:info@npo-nagano.org
https://www.ohara-eco.com/


     ※予備日：2019 年 7月 14日（日） 

開催場所：福井県勝山市北谷町小原 16-6 

内  容：・川遊び（川辺の生物観察） 

     ・魚つかみ・魚さばき 

     ・ドラム缶風呂 

     ・薪割り 

     ・たき火 

     ・アウトドアクッキング 

募集人数：親子 20 組（40名程度）※定員になり次第、申込みを締切 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：小原 ECOプロジェクト  

     メール：ohara-eco@nifty.com 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【長野】2019年度「エコアクション 21 セミナー」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県は、環境省策定の環境マネジメントシステム「エコアクション 21」の 

セミナーを開催します。エコアクション 21審査員による講義や企業による事 

例発表が予定されています。 

 

詳  細：https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/happyo/190522press.html 

 

開催日時：(1) 2019 年 6月 22 日（土）13：30～15：50 

     (2) 2019 年 7月 2日（火）13：30～15：50 

     (3) 2019 年 7月 16 日（火）13：30～15：50 

開催場所：(1) 千曲市 戸倉創造館 小ホール 

     (2) 上田商工会議所 5階 ホール 

     (3) 安曇野市役所本庁舎 4階 大会議室 

定  員：各会場とも 40名（要申込） 

受 講 料：無料 

申込期限：開催日の 1 週間前 

 

問 合 せ：（一社）長野県産業環境保全協会講習会係 

     TEL：026-228-5886  FAX：026-228-5872 

mailto:ohara-eco@nifty.com
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/happyo/190522press.html


     メール：ea21nasa@valley.ne.jp 

 

 

┏━┓【岐阜】森と木のオープンカレッジ 

┃11┃「地域が元気になるまちづくりセミナー」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県立森林文化アカデミーは、「地域が元気になるまちづくりセミナー」 

を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_21907/matizukurisemina.html 

 

開催日時：2019年 7月 1日（月）13：30～16：30 

開催場所：岐阜県立森林文化アカデミー 森の情報センター 

対  象：一般市民、行政関係者、学生、まちづくりやエネルギーに関心の 

     ある方など 

内  容： 

〇講演「ドイツで進むエネルギーシフトが地域活性化に与える影響」 

 講師：村上 敦（環境コンサルタント） 

〇パネルディスカッション「地域が元気になるまちづくり」 

定  員：100名 

参 加 費：無料 

申込締切：2019年 6月 24日（月） 

 

問 合 せ：岐阜県立森林文化アカデミー 

     TEL：0575-35-2525  FAX：0575-35-2529 

     メール：c21907@pref.gifu.lg.jp 

     〔事務局〕 

     みの市民エネルギー株式会社 

     TEL：0575-31-1001  FAX：0575-35-1002  

 

 

┏━┓【三重】スキルアップ講座「災害級の猛暑・台風・豪雨は地球温暖化 

┃12┃ が原因なのか? そして今夏はどうなる?」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターでは、スキルアップ講座を開催します。 

mailto:ea21nasa@valley.ne.jp
https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_21907/matizukurisemina.html
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この講座では、立花義裕氏（三重大学教授）を講師に迎え、気候変動につい 

て学びます。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/185927837.html 

 

開催日時：2019年 6月 30日（日）13：30～15：30（開場 13：00） 

開催場所：三重県総合文化センター 中研修室 

対  象：中学生以上の方 

募集人数：50人（先着順） 

申込締切：2019年 6月 25日（火） 

 

問 合 せ：三重県環境学習情報センター 

     TEL：059-329-2000  FAX：059-329-2909 

 

 

┏━┓ 

┃13┃【三重】こどもエコラボ：空気のサイエンス 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市公害と環境未来館は、「こどもエコラボ：空気のサイエンス」を開催 

します。空気のよごれについて学び、身の回りの空気を実験で調べてみまし 

ょう。 

 

詳  細： 

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html 

 

開催日時：2019年 7月 6日（土）13：30～15：30 

開催場所：四日市公害と環境未来館 1F 研修・実習室 

対  象：小学 3年～中学生（小学生は保護者同伴） 

定  員：16名（抽選） 

申込締切：2019年 6月 22日（土）必着 

 

問 合 せ：四日市公害と環境未来館 

     TEL：059-354-8430  FAX：059-354-8431 

     メール：info@eco-yokkaichi.com 

 

 

http://eco-mie.sblo.jp/article/185927837.html
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┏━┓【富山】水博物館ジオ&みずはくツアー 

┃14┃「扇状地のダイナミックな水循環」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

黒部市吉田科学館は、立山黒部ジオパーク協会と共催で、黒部川扇状地の成 

り立ちと、水・自然・歴史をバスで巡る体験型フィールドツアーを開催しま 

す。 

 

詳  細：https://tatekuro.jp/index.html?mode=eventDetail&id=124 

 

開催日時：2019年 6月 23日（日）9：00～17：00 

集合場所：富山駅北口（9：00集合）  地鉄新黒部駅前（10：00集合） 

行 き 先：園家山キャンプ場、杉沢の沢スギ、低落差発電所、生地の清水 

     （氷河の一滴） 

定  員：25名（先着順、小学校 3 年生以下は保護者同伴） 

参 加 費：500円（小学生以下無料） 

申込期限：2019年 6月 20日（木） 

 

問 合 せ：黒部市吉田科学館  TEL：0765-57-0610 

 

 

┏━┓【三重】「市民の伊勢志摩サミット」3 周年記念 

┃15┃ SDGs と市民協働 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東海市民社会ネットワーク・四日市市なやプラザでは、「市民の伊勢志摩サ 

ミット」3周年を記念して「SDGsと市民協働」を開催します。 

 

詳  細：http://www.npo-naya.jp/archives/event 

 

開催日時：2019年 6月 15日（土）13：00～16：00 

開催場所：四日市市文化会館 第 3ホール 

参加対象：NPO団体、事業者、自治体 

内  容：「市民の伊勢志摩サミット」提言書の検証 

     SDGs の先進的な取組みから学ぶ 

     グループ討論「協働で実現する SDGs」&まとめ 

参 加 費：無料 

 

https://tatekuro.jp/index.html?mode=eventDetail&id=124
http://www.npo-naya.jp/archives/event


問 合 せ：四日市市なやプラザ 

     TEL：059-357-1370  FAX：059-357-1371 

 

 

┏━┓ 

┃16┃【三重】熊野古道世界遺産登録 15周年キックオフイベント 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県では、熊野古道にゆかりのある市町や関係団体等と相互に連携しなが 

ら、熊野古道世界遺産登録 15 周年事業を展開しています。まずは第一弾とし 

て、キックオフイベントを開催します。 

 

詳  細：http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0004900061.htm 

 

開催日時：2019年 7月 7日（日）13：30～16：30 

開催場所：三重県立熊野古道センター 

イベント概要： 

○オープニング…「とこわかダンス」、太鼓演奏 

○貢献企業・団体等への感謝状贈呈等 

○魅力案内人の委嘱式 

○パネルディスカッション…熊野古道の魅力や未来に向けた可能性について 

○その他…熊野古道の歴史を辿る写真展、古道クイズ、巨大すごろく など 

 

問 合 せ：三重県地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課 

     TEL：059-224-2193  FAX：059-224-2418 

     メール：hkishu@pref.mie.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃17┃【愛知】「中部サステナ政策塾」2019年度（第 4期）塾生募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「中部サステナ政策塾」では 2019年度（第 4 期）塾生を募集しています。 

東海地域で、地域独自の SDGs を設定し、その具体的な達成方法を検討するこ 

とを目的とした講座を実施します。グループを作り、課題解決に向けた目標 

の設定や解決策の検討を行います。 

 

詳  細：http://sustena-policy.jpn.org/ 

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0004900061.htm
mailto:hkishu@pref.mie.lg.jp
http://sustena-policy.jpn.org/


 

募集対象：20～30代の若者（政治家、行政官、企業・起業人、大学生・大学 

     院生、一般人など） 

募集定員：30名程度 

受 講 料：無料 

応募締切：2019年 6月 30日（日） 

 

問 合 せ：中部 ESD拠点協議会 事務局 

     TEL：0568-51-7618  FAX：0568-51-4736 

     メール：office@chubu-esd.net 

 

 

┏━┓ 

┃18┃【愛知】「子どもの目が輝く講座・授業のつくり方」研修受講者 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「協働授業づくり」を推進している愛知県では、「子どもの目が輝く講座・ 

授業のつくり方」研修を開催します。研修では、環境を題材に地域と学校が 

協働して子どものニーズに沿った講座・授業をつくるコツが学べます。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/env-edu-collaboration-class2019.html 

 

開催日時： 

〔名古屋会場〕2019年 7月 31 日（水）10：00～16：00 

〔東三河会場〕2019年 8月 19 日（月）10：00～16：00 

開催場所： 

〔名古屋会場〕愛知県東大手庁舎 1 階 あいち環境学習プラザ セミナー室 

〔東三河会場〕愛知県東三河総合庁舎 2階 大会議室 

対  象：環境活動に取り組む、または取り組もうとしている団体・企業・ 

     社会教育施設等の方、教員など 

参 加 費：無料 

定  員：各会場 20名（申込先着順） 

申込期限：2019年 7月 5日（金） 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部環境活動推進課 

     TEL：052-954-6208  FAX：052-954-6914 

mailto:office@chubu-esd.net
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     メール：kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃19┃【愛知】「なごや生物多様性サマースクール 2019」参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「夏休みの宿題、応援します!」をテーマとして主に小中学生を対象とした 

野外での体験会や観察会、室内での学習会や標本作成など、全 17 講座が開催 

されます。 

 

詳  細：http://www.bdnagoya.jp/calendar/symposium.html 

 

開催期間：2019年 7月 20日（土）～8月 11日（日） 

対  象：小学生～中学生 ※講座内容により異なる 

参 加 費：無料 

申込締切：2019年 7月 4日（木）・7月 18日（木）※講座内容により異なる 

     ※定員に達しない講座は継続募集 

     ※応募者多数の場合、抽選実施 

 

問 合 せ：なごや生物多様性保全活動協議会事務局 

     （名古屋市環境局なごや生物多様性センター内） 

     TEL：052-700-7792  FAX：052-839-1695 

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

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃第 22 回環境 NPOリーダー海外研修 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

セブン-イレブン記念財団は、「環境 NPOリーダー海外研修」を行っています。 

これからの市民社会をリードしていく環境 NPOリーダーの皆様からのご応募を 

お待ちしています。 

mailto:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
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詳  細：http://www.7midori.org/katsudo/support/leader/bosyuyoko.html 

 

応募条件： 

(1) 現在、日本国内外で、環境 NPO 活動の実践においてリーダーシップを発揮 

している。または、今後リーダーシップを発揮したいと思っている方。 

(2) 研修帰国後、海外研修生の会である「一般社団法人日本環境 NPO ネットワ 

ーク」に入会し、地域の環境 NPOへの情報提供や支援活動の連携が出来る方。 

研修期間：2019年 11月 5日（火）～14日（木）までの 10 日間（予定） 

研修場所：ドイツ 

参 加 費：研修における渡航費、宿泊費及び 10日間の研修参加費は、財団が 

     負担 

募集人員：6 名 

応募締切：2019年 6月 17日（月）※当日消印有効 

 

問 合 せ：セブン-イレブン記念財団 海外研修事務局 

     TEL：03-6238-3872  FAX：03-3261-2513 

     メール：kensyuu22@7midori.org 

 

 

┏━┓ 

┃２┃富山県自転車活用推進事業費補助金 募集【富山】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、自転車の活用推進を図るため、富山県自転車活用推進計画（平 

成 31 年 3月策定）に記載された施策の推進に資する事業について支援します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1002/kj00020419.html 

 

補助対象（例）：自転車を活用した健康づくりイベント 

        サイクルツーリズムの促進イベント 

        自転車安全教室 

        レンタルサイクル・シェアサイクルの利用促進事業 等 

応募対象：市町村、NPO 法人、ボランティア団体、市民活動団体、民間事業 

     者等 

補助限度額：1,000 千円 

補 助 率： 

http://www.7midori.org/katsudo/support/leader/bosyuyoko.html
mailto:kensyuu22@7midori.org
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・市町村 3 分の 1 

・NPO 法人、ボランティア団体、市民活動団体等の非営利団体 3 分の 2 

・民間事業者（営利を目的としない事業の場合に限る）2分の 1 

募集締切：2019年 6月 20日（木） 

 

問 合 せ：富山県総合政策局企画調整室 

     TEL：076-444-9609  FAX：076-444-3473 

 

 

┏━┓ 

┃３┃環境デーなごや 2019 中央行事への出展 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「環境デーなごや」実行委員会では、中央行事への出展者を募集しています。 

今年度のメインターゲットは高校生を中心とした若者です。若者が来場した 

くなるような展示やブースの展開にご協力ください。 

 

詳  細：http://www.kankyoday.com/chuogyoji/ 

 

開催日時：2019年 9月 14日（土）10：00～16：00 

開催場所：久屋大通公園（エンゼル広場、エディオン久屋広場、光の広場） 

テ ー マ：つながる つくる なごやのみらい 

出 展 料：市民団体、NPO等非営利活動団体の方は、出展料は免除 

申込期限：2019年 6月 28日（金） 

 

問 合 せ：「環境デーなごや」実行委員会事務局 

     （名古屋市環境局環境企画課内） 

     TEL：052-972-2684  FAX：052-972-4134 

     メール：a2661-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃環境ふくい未来創造事業資金助成 募集【福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境ふくい推進協議会では、福井県における環境保全活動の活性化を図るた 

め、環境ふくい未来創造事業における助成団体・企業を募集しています。 

 

http://www.kankyoday.com/chuogyoji/
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詳  細：http://www.kankyou-fukui.jp/080_information/detail.php?id=210 

 

助成対象：環境ふくい推進協議会団体・企業会員 

     ※募集期間に会員となれば申請可能。団体会員は会費無料 

助成対象活動の要件： 

〇福井県内において実施すること 

〇福井県環境基本計画を推進すると認められるもの など 

助成金額： 

〔スタート応援枠〕…団体を立ち上げてから 5年未満の団体、もしくは新しく 

 事業を立ち上げる団体への助成 

 〇1 団体につき最大 10 万円、最長 3年間助成 

〔共働活動応援枠〕…新たに他団体や企業と共働して活動する団体や団体と 

 共働して活動する企業への助成 

 〇1 団体・企業につき最大 30 万円、最長 2 年間助成 

募集締切：2019年 7月 5日（金）必着 

 

問 合 せ：環境ふくい推進協議会事務局（福井県環境政策課内） 

     TEL：0776-20-0301  FAX：0776-20-0734 

 

 

┏━┓ 

┃５┃KDDI財団「社会的・文化的諸活動助成」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

KDDI財団は、情報通信技術を活用して社会に貢献する事業や、各国の人々と 

のコミュニケーション、相互理解を促進するような社会的・文化的な諸活動 

に対して助成・援助金を支給しています。 

 

詳  細：http://www.kddi-foundation.or.jp/support/social/ 

 

対  象： 

〇情報化社会の動向に即し、ICT を通じて社会、教育、環境等の課題解決に 

貢献する各種の非営利団体（NPO）・非政府組織（NGO）の活動、「草の根」 

活動 

〇ICT を通じての地域社会の国際化の促進、ならびに開発途上国における教 

育、文化、生活支援等に関する活動 

〇ICT の普及・発展あるいは国際間の相互理解促進に寄与する活動や事業 

http://www.kankyou-fukui.jp/080_information/detail.php?id=210
http://www.kddi-foundation.or.jp/support/social/


（たとえば、イベント、講演会、ボランティア活動） 

助成金額：1 件あたり 100 万円まで 

助成件数：6 件程度 

募集期間：2019年 7月 8日（月）～11日（木）必着 

対象期間：2020年 4月から 2021年 6 月末日までに実施されるもの 

 

問 合 せ：公益財団法人 KDDI 財団 助成業務部 

     メール：grant@kddi-foundation.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃第 30 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

プロ・ナトゥーラ・ファンド助成では、日本や海外の自然保護のための、フ 

ィールドワークに基づいた基礎的な研究や、地域に根ざした自然保護活動、 

年度ごとに定める特定のテーマに取り組むプロジェクトに対して助成を行っ 

ています。 

 

詳  細： 

http://www.pronaturajapan.com/foundation/pronaturafund/30pnfbosyu 

 

応募資格：自然保護のための調査・研究や活動を進める能力のあるグループ 

助成対象カテゴリー： 

A. 国内研究助成…日本国内における自然保護のための調査・研究 

B. 国内活動助成…日本国内における自然保護のための普及・啓発活動 

  地域 NPO 活動枠…日本国内の地域の NPOによる自然保護活動 

C. 海外助成…海外の地域における自然保護のための調査・研究および普及・ 

  啓発活動 

D. 特定テーマ助成…第 30期のテーマ「『きたマップ』（北海道の環境保全 

活動のデータベース）を活用した北海道の自然保護に関する調査・研究およ 

び活動」 

助成金額： 

A…上限 100 万円／1～2年間 

B…上限 100 万円／1年間（地域 NPO 活動枠も上限 100万円／1年間） 

C…上限 150 万円／1年間 

D…上限 50万円／1 年間、上限 100 万円／2年間 

mailto:grant@kddi-foundation.or.jp
http://www.pronaturajapan.com/foundation/pronaturafund/30pnfbosyu


募集締切：2019年 7月 12日（金）正午（郵送の場合は必着） 

 

問 合 せ：公益財団法人自然保護助成基金 

     プロ・ナトゥーラ・ファンド助成担当係 

     TEL：03-5454-1789  FAX：03-5454-2838 

     メール：office@pronaturajapan.com 

 

 

┏━┓ 

┃７┃公益信託大成建設自然・歴史環境基金 助成金 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託大成建設自然・歴史環境基金では、2019 年度の助成金を募集してい 

ます。 

 

詳  細：https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/ 

 

助成対象：国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全活用にかかわる 

     活動や研究 

助成要件：国内に拠点を置き、自然･歴史環境の保全活用のために、活動や 

研究を行う非営利団体（個人による申請は不可）で適正な運営、会計処理、 

情報公開を行っていること。大学の研究室が応募する場合には、地域社会等 

と連携した活動であること。 

助成金総額：1,500 万円程度 

助成件数：30件程度 

応募締切：2019年 7月 31日（水）事務局必着 

 

問 合 せ：みずほ信託銀行株式会社 リテール・事業法人業務部 福祉信託係 

     『公益信託 大成建設自然・歴史環境基金』事務局 

     TEL：03-3274-9210  FAX：03-3274-9504 

     メール：koueki.tb@mizuhotb.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃公益財団法人日野自動車グリーンファンド 2019 年度助成事業 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人日野自動車グリーンファンドでは、2019 年度の助成事業募集を 

mailto:office@pronaturajapan.com
https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/
mailto:koueki.tb@mizuhotb.co.jp


開始しました。 

 

詳  細：https://www.hino.co.jp/corp/csr/greenfund/promotion.html 

 

対象事業：(1)自然環境保全に資する樹木や草花の植栽の実施 

     (2)自然環境保全活動の実施 

     (3)自然環境保全に資する調査や研究の実施 

     (4)自然環境保全に資する教育や諸啓発活動の実施 

助成対象：対象事業に係わる活動・研究を行う団体・グループ等 

     活動の基盤が日本国内であること、団体については、原則として 

     設立 2年以上を経過しており、活動実績のあること等（詳細参照） 

助成金額：総額として 900 万円程度（予定） 

助成対象期間：2019年 11月 1日～2020年 10月 31日 

募集締切：2019年 7月 31日（水）（当日消印有効） 

 

問 合 せ：公益財団法人日野自動車グリーンファンド事務局 

     TEL：042-586-5369  FAX：042-586-4923 

     メール：hinogf@hino.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃９┃コープみえ「環境活動寄付先」募集【三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

生活協同組合コープみえでは、環境団体への寄付を通じて地域の環境活動を 

応援しています。2019 年度のコープみえ環境活動寄付先を募集します。 

 

詳  細：http://www.coop-mie.jp/2019/0516-144142.html 

 

対象団体： 

(1) 代表者、所在地が定まっている市民団体・NPO 法人 

 ・三重県内を活動エリアとし、寄付対象の活動に取り組む団体 

 ・申請時において、団体として 1 年以上の活動実績があること 

(2) 三重県内の大学・短期大学・高等専門学校、高等学校、特別支援学校、 

 中学校、小学校、幼稚園、保育所、保育園 

(3) 三重県内の障がい者施設 

(4) 寄付金を使った活動報告書の提出ができるところ 

https://www.hino.co.jp/corp/csr/greenfund/promotion.html
mailto:hinogf@hino.co.jp
http://www.coop-mie.jp/2019/0516-144142.html


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 

応募締切：2019年 7月 31日（水）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 

 

 

┏━┓ 

┃10┃第 20 回中部の未来創造大賞 募集【長野・岐阜・静岡・愛知・三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「中部の未来創造大賞」では、社会資本の整備及びその利用・保全に基づく 

活動に顕著な貢献があった地域住民、NPO、企業、学校、建設業界、行政等の 

活動を顕彰しています。 

 

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

 

対  象： 

〇住民、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 

 ・生活・自然環境の保全を行っているもの 

 ・景観の向上を行っているもの 

 ・観光資源として活用されているもの 

 ・資源の再利用を行っているもの 

 ・地域づくりに関連した情報発信を行っているもの 

 ・公共施設の整備に当たって、コスト縮減等に有効な新技術・新工法の研 

  究開発を行っているもの 

〇災害時の人命救助、復旧活動や防災に関する活動 

〇伝統的な建造物の保存、復興等を行っている活動 

応募条件：長野、岐阜、静岡、愛知、三重の 5県内における活動を対象 

応募締切：2019年 7月 31日（水） 

 

問 合 せ：中部の未来創造大賞推進協議会 事務局 

     TEL：052-953-8127 

     （一社）中部地域づくり協会 業務管理部 

     TEL：052-962-9455 

mailto:soshiki@coop-mie.jp
http://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/mirai/index.htm


 

 

 

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

【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/ 

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

  発信元：環境省中部環境パートナーシップオフィス(EPO中部) 

     中部地方 ESD 活動支援センター   

     TEL：（EPO）052-218-8605／（ESD）052-218-9073 

      FAX：052-218-8606 

          メール：office@epo-chubu.jp 

     URL：（EPO）http://www.epo-chubu.jp 

       （ESD）http://chubu.esdcenter.jp/  

     〒460-0003  名古屋市中区錦 2-4-3  錦パークビル 4F 

==================================================================== 
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