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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 国立公園課 

       課長 福井 智之（ふくい ともゆき）さんです。 

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

    毎年 7 月 21日から 8月 20日までの 1ケ月間は「自然に親しむ運動」期 

   間となっており、全国の自然公園や景勝地などで、環境省、都道府県 

   などが実施主体となって、自然観察会、ハイキング、登山など、自然 

   に親しむための様々な行事が行われています。これらの行事への参加 

   を通じて自然に対する理解を深めていただき、自然を大切にする心を 

   育んでもらうというのがその目的になっています。 

    日々の生活の中では、なかなか自然を意識することは少ないと思い 

   ますが、観察会などへの参加を通じて、いつもの見慣れた自然の中に 

   も新しい発見が見つけられると思います。 

    今年も各地で様々な行事が開催されますので、是非この機会にお近 

   くの行事にご参加いただき、改めて身近な自然の魅力や大切さを見つ 

   め直してみてはいかがでしょうか。 

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

 

 

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

第 16 回地球温暖化に関する中部カンファレンス「パラダイムシフト(その 1) 

～世界が目指す脱炭素社会の姿と私たちの暮らし～」 

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

中部地方環境事務所では「地球温暖化に関する中部カンファレンス」を開催 

します。今回は、様々な分野のイノベーションが引き起こす、持続可能な脱 

炭素社会の未来の絵姿をイメージしながら、これにどう向き合い、そして、 

私たちの暮らしをどう変えていくのかを考えます。 



 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/to_2019/cs16.html 

 

開催日時：2019年 7月 24日（水）13：30～17：00（受付開始 13：00） 

開催場所：名古屋国際センター 別棟ホール 

内  容：基調講演、事例発表（3事例）、ディスカッションなど 

定  員：150名 

参 加 費：無料 

申込期限：開催日の前日まで 

 

問 合 せ：中部地方環境事務所環境対策課 

     TEL：052-955-2134  FAX：052-951-8889 

 

 

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

地域環境活動の協働における連携強化のためのフォーラム in 金沢 

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

EPO中部主催で中間支援組織や活動主体、協働コーディネーターとの交流と 

意見交換を行うフォーラムを石川県金沢市で開催します。 

 

開催日時：2019年 8月 7日（水）13：00～16：30（受付開始 12：30） 

開催場所：金沢勤労者プラザ 4階 406 研修室 

参 加 費：無料（事前申込が必要です） 

 

プログラム： 

〇講演：｢協働｣､それは思ってもみなかった成功の連鎖 

 新 広昭 氏（金沢星稜大学経済学部 教授） 

〇EPO 中部・協働コーディネーターによる地域環境活動事例の紹介 

〔事例 1〕地域活性化の為の地域資源活用と協働の取組 

 茶木 勝 氏（株式会社ティー・ツリー・コミュニケーションズ 代表取締役） 

〔事例 2〕厄介モノから地域資源へ、アブラギリを活用した高校との協働取組 

 中嶌 阿児 氏（NPO法人 WACおばま 理事、NPO 法人若狭くらしに水舎 理事） 

〇地域の環境の取組､若い力で“喝!”高校生の環境活動の紹介 

〔事例 1〕トキ保護の普及・啓発活動 

 石川県立津幡高等学校 朱鷺サポート隊 

〔事例 2〕能登の棚田における環境保護活動 

http://chubu.env.go.jp/to_2019/cs16.html


 石川県立七尾東雲高等学校 能登ちゃべちゃべ隊 

〔事例 3〕伝統と文化を紡ぐ養蚕復活プロジェクト 

 石川県立津幡高等学校 園芸部 

〇グループディスカッション 

 高校生から見たら大人の活動はどう見える? 大人は高校生の活動をどう導く? 

〇パネルディスカッション 

 若い力を地域環境活動に活かすには 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/4416.html 

 

問 合 せ：環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO 中部） 

     TEL：052-218-8605  FAX：052-218-8606 

     メール：office@epo-chubu.jp 

 

 

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

ESD推進のためのダイアログ 

北信越ユネスコスクール交流会 in 金沢 2019 

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

中部地方 ESD活動支援センターは本年度・第 2回目となる「ESD推進のためのダ 

イアログ」を石川県金沢市で開催いたします。 

北信越エリア以外からのご参加もお待ちしております。 

 

開催日時：2019年 8月 8日（木）13：30～16：30 

開催場所：金沢勤労者プラザ 101研修室 

参 加 費：無料（事前申込が必要です） 

 

プログラム： 

〇ESD・ユネスコスクールを巡る最新の動向 

 鈴木 克徳 氏（全国 ESD 活動支援センター 副センター長） 

〇2030年を見据えた SDGs 未来都市の実現に向けて 

 金沢市都市政策局企画調整課（予定） 

＜小学校の授業実践＞ 

〇ESD の視点から見た「対話的な学び」についての一考察～小学校 2 年間の継続 

 的実践から～（仮） 

 尾島 良幸 氏（富山県舟橋村立舟橋小学校 教諭） 

http://www.epo-chubu.jp/epo/4416.html
mailto:office@epo-chubu.jp


〇スモールグループによる討議・発表 

 

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】レンジャー写真展 2019 

2. 【三重】三重県地球温暖化防止／ライトダウン運動 

3. 【石川】省エネ推進<経営者・リーダー>実践講座 

4. 【愛知】「SDGsと資源循環経営の推進」をテーマとする「ビジネスセミナ 

  ー」の参加者募集 

5. 【愛知】エコドライブ講習会（エコトレーニング）参加者募集 

6. 【石川】「令和元年度石川地域づくり塾」受講者募集 

7. 【愛知】「三河湾環境学習会」参加者募集～三河湾環境再生プロジェクト～ 

8. 【岐阜】清流の国ぎふ 

  森・里・川・海×つなが LINK親子体験ツアー（夏コース） 

9. 【富山】世界遺産登録人材育成プロジェクトユースプログラム 

10.【長野】中小企業向け SDGsイベント 

   「SDGs をビジネスに活かす～社会と支え合う経営スタイルへ～」 

11.【福井】美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」 

  参加体験型! 夏休み特別企画 

12.【長野】夏休みイベント「めざせ! かんきょうマークはかせ」 

13.【福井】ふるさと未来講座「自然科学」(1) 

  「気象情報の活かし方」～その時、何が必要か～ 

14.【愛知】「夏休みこどもエコツアー」 

15.【愛知】eco-T（エコット）夏休み中の講座・イベントから 

16.【長野】自然ふれあい講座 

  「みんなで温暖化ウオッチ～セミのぬけがらを探せ! 2019～」 

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


17.【三重】漂着物を拾って標本を作ろう! 

    マイクロプラスティックについて考えよう! 

18.【愛知】2019海部地域生物多様性セミナー 

  ～海部地域の自然と親しもう!～〔第 2回〕 

 

【藤前干潟関連イベント】 

1.【愛知】稲永ビジターセンター企画展「あなたの知らない藤前干潟(仮題)」 

2.【愛知】藤前活動センター企画展「藤前干潟のものがたり～藤前干潟・歴史 

  旅～(仮題)」 

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】藤前干潟の出前講座! 藤前干潟の生きものと工作の講座 

5.【愛知】干潟の学校 ～藤前干潟を体感しよう!～ 

 

【募集情報】 

1.  令和元年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰 募集 

2.  三重まるごと自然体験研修参加支援制度のご案内【三重】 

3.  アウトドア環境保護基金〔2019 年度前期〕募集 

4.  第 29回イオン環境活動助成 募集 

5.  日本山岳遺産基金 候補地の募集 

6.  公益財団法人前川報恩会 2019年度地域振興助成 募集 

7.  2019 年度持続可能な社会づくり活動表彰 募集 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【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 

写真で紹介しています。 

 

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

開催場所：飛島村すこやかセンター（海部郡飛島村大字松之郷 3-46-1） 



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 

 

 

┏━┓【三重】三重県地球温暖化防止／ライトダウン運動 

┃２┃「ライトダウン・みえ 2019」実施・参加団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県では、省エネ・節電の取組を推進するため「ライトダウン・みえ 2019」 

を実施します。 

この取組にご賛同・ご参加いただける事業所や施設等を募集しています。 

 

詳  細：http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012300144.htm 

 

実施期間：2019年 7月 7日（日）～8月 21 日（水） 

特別実施日：2019年 7月 7日（日）（終了）、17日（水）、8月 21日（水） 

      ※時間はいずれも 20：00～22：00 

実施内容：事業所等内外の照明について、可能な限り消灯をお願いします。 

参加方法：必要事項（団体名、ご連絡先など）を記入のうえ参加書を送付 

 

問 合 せ：三重県環境生活部地球温暖化対策課 

     TEL：059-224-2368  FAX：059-229-1016 

     メール：earth@pref.mie.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【石川】省エネ推進<経営者・リーダー>実践講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川県では、「省エネを担当できるリーダーがいない!」「何から手を付けて 

いいか分からない!」といった企業の皆様の声を受け、実践に結びつく省エネ 

講座を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/iso_business/zissenkouza.html 

 

開催日時・場所： 

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012300144.htm
mailto:earth@pref.mie.lg.jp
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/iso_business/zissenkouza.html


〔能登会場〕2019年 7月 16 日（火）七尾商工会議所 2F 研修室 

〔金沢会場〕2019年 7月 18 日（木）石川県地場産業振興センター 本館第 5研修室 

〔加賀会場〕2019年 7月 23 日（火）小松商工会議所 305室 

 ※時間はいずれも第一部〔13：00～15：00〕・第二部〔15：15～16：00〕 

内  容： 

<第一部>“知って得する”いしかわ事業者版環境 ISO、コスト削減が生む省エネ、 

 エネルギー使用量データーの解析と省エネ診断のすゝめ 

<第二部> 徹底解説! いしかわ事業者版環境 ISO の登録申請書作成方法、省エネ 

 診断に関する個別相談会（1社につき 5～10 分程度）             

参 加 費：無料 

申込締切：各開催日の一週間前まで 

 

問 合 せ：石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1462 

     メール：ontai@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】「SDGsと資源循環経営の推進」をテーマとする 

┃４┃「ビジネスセミナー」の参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、環境パートナーシップ・CLUB（EPOC）と共同で、ビジネスセミナ 

ーを開催します。今回は、「SDGsと資源循環経営の推進」をテーマに、SDGs 

の歴史的意義と企業における取組についての講演と、実際に経営に取り込み 

成果を上げている企業の事例発表を行います。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/seminar20190723.html 

 

開催日時：2019年 7月 23日（火）13：30～16：45 

開催場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）5階 小ホール 2 

テ ー マ：SDGs と資源循環経営の推進～ステークホルダーと協働で取り組む 

     課題解決～ 

参 加 費：無料 

申込期限：2019年 7月 12日（金） 

 

問 合 せ：愛知県環境局資源循環推進課 

mailto:ontai@pref.ishikawa.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/seminar20190723.html


     TEL：052-954-6233 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】エコドライブ講習会（エコトレーニング）参加者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境にやさしい運転「エコドライブ」を推進している愛知県では、今年度も 

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）愛知支部と共同で、「エコドライブ講習 

会（エコトレーニング）」を開催します（全 3回）。 

講習会では「エコドライブ」の具体的な実施方法を習得することができます。 

日時・申込方法については詳細を参照してください。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/ecodrive2019.html 

 

開催場所：中部トラック総合研修センター（みよし市福谷町西ノ洞 21-127） 

定  員：各回 15 名（安全運転管理者等を置く事業所における指導者など） 

     ※参加希望者多数の場合は抽選 

参加費用：JAF会員の方…952 円（税別）それ以外の方…1,905 円（税別） 

 

問 合 せ：愛知県環境局地球温暖化対策課 

     TEL：052-954-6217  FAX：052-955-2029  

 

 

┏━┓ 

┃６┃【石川】「令和元年度石川地域づくり塾」受講者募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

石川地域づくり協会では「石川地域づくり塾」の受講生を募集します。 

本講座の実施前に、どなたでも無料で参加できる「プレ講座」を実施します。 

本講座では、自身の活動の具体化に向けたプランを作成・実践していく「マ 

イプランコース」と地域づくり活動におけるコーディネート能力を高めるこ 

とを目的とした「コーディネートコース」が開講されます。 

 

詳  細： 

http://www.pref.ishikawa.jp/shinkou/dukurikyou/02_chair.html 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/ecodrive2019.html
http://www.pref.ishikawa.jp/shinkou/dukurikyou/02_chair.html


対 象 者：地域づくりに興味のある方・取り組んでいる方（地域づくり団体、 

     町内会等の地縁団体、NPO、任意団体、公務員、企業、学生等） 

〔プレ講座〕2019年 7月 15 日（月・祝）14：00～17：00 

 開催場所：石川県女性センター大会議室 

 受 講 料：無料 

〔本 講 座〕2019年 8月 17 日（土）～12 月 14日（土）【全 7回】 

 ※時間は原則、14：00～17：00（コーディネートコースは 18：00）の予定 

 受 講 料：【年間受講】個人 20,000 円（学生 10,000 円） 

             団体 20,000 円（1 団体につき 3名まで） 

       【各回聴講】2,500 円（学生 1,000 円）※ゲスト講師の講義のみ 

 

問 合 せ：石川地域づくり協会事務局（石川県企画振興部地域振興課内） 

     TEL：076-225-1335  FAX：076-225-1328 

     メール：chiiki1@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】「三河湾環境学習会」参加者募集 

┃７┃ ～三河湾環境再生プロジェクト～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、県内の小中学生に三河湾の環境について学んでいただくため「三 

河湾環境学習会」を開催します。県立三谷水産高等学校の実習船「愛知丸」 

に乗船し、船内見学や三河湾の環境調査等を体験していただくイベントです。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/2019gakusyuukai.html 

 

 

開催日時：2019年 8月 3日（土）〔A 班〕9：15～正午 〔B 班〕13：15～16：00 

開催場所：〔集合及びセミナー〕蒲郡商工会議所 

      〔環境調査〕三河湾海上 

募集対象：小学校 4年生から中学生まで及び保護者 

     ※小学生の参加には保護者の同伴が必要 

参 加 費：無料 

募集締切：2019年 7月 17日（水）17：00 必着 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室 

mailto:chiiki1@pref.ishikawa.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/2019gakusyuukai.html


     TEL：052-954-6220  FAX：052-953-5716 

     メール：seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓【岐阜】清流の国ぎふ 

┃８┃ 森・里・川・海×つなが LINK 親子体験ツアー（夏コース） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

岐阜県は、「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用した事業として、森・里・ 

川・海のつながりを踏まえた環境保全の大切さを学ぶことを目的に、自然体 

験活動等を通じて流域の環境について考えるツアーを実施しています。 

7 月 20日（土）から 9月 1日（日）までの日帰り 10コース、宿泊 1 コースの計 11 

コースについて、参加者を募集します。 

 

参加対象：小中学生とその保護者 

     ※大人のみ、子どものみの参加はできません。 

コース例： 

〇漂着ゴミの影響を考えよう! 藤前干潟クリーンアップ活動と名古屋港水族館 

バックヤード見学〔開催日：2019年 8月 18日（日）〕  

〇出発進行! 樽見鉄道運転体験と揖斐川でプカプカ浮遊体験♪ 

〔開催日：2019年 8月 25 日（日）〕 

 ※その他のコースについては詳細を参照ください。 

 

詳細・申込方法（申込先）： 

https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/11265/jokaryu-summerR1.html 

 

問 合 せ：(株)日本旅行名古屋予約センター TEL：0570-666-501 

日本旅行 WEBサイト：http://www.nta.co.jp/kokunai/tokai/gifu/pro/ 

※本ツアーは岐阜県が(株)日本旅行に委託して実施するものです。 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【富山】世界遺産登録人材育成プロジェクトユースプログラム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県では、県の世界遺産“候補”について知っていただく 3 日間のプログラ 

ムへの大学生等参加者を募集しています。専門家を招いての世界遺産講座や、 

世界遺産“候補”である立山カルデラの歴史的砂防施設群などを見学するツ 

mailto:seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/11265/jokaryu-summerR1.html
http://www.nta.co.jp/kokunai/tokai/gifu/pro/


アーを実施します。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1002/kj00017879.html 

 

開 催 日：2019年 8月 22日（木）～24日（土）の 3日間 

開催場所：富山県民会館（富山市新総曲輪 4-18）及び立山カルデラ 

対 象 者：大学生等（18 歳以上 30歳未満） 

参 加 費：無料 

募集締切：2019年 7月 19日（金）17：00 

 

問 合 せ：富山県世界遺産登録推進事業実行委員会事務局 

     （富山県総合政策局企画調整室内） 

     TEL：076-444-4604  FAX：076-444-4053 

     メール：akikakuchosei@pref.toyama.lg.jp 

 

 

┏━┓【長野】中小企業向け SDGsイベント 

┃10┃「SDGs をビジネスに活かす～社会と支え合う経営スタイルへ～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、県内中小企業が持続可能な開発目標（SDGs）をビジネスに活か 

すためのヒントを提供することを目的として、SDGs のセミナーを開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/190621press_sdgs_seminar.html 

 

開催日時：2019年 7月 19日（金）13：30～16：30（受付開始 13：00） 

開催場所：長野市生涯学習センター（TOiGO） 大学習室 1 

参 加 費：無料 

定  員：150名程度（先着順） 

申込締切：2019年 7月 17日（水）※定員に達し次第募集締切 

 

問 合 せ：長野県産業労働部産業立地・経営支援課 

     TEL：026-235-7195  FAX：026-235-7496 

 

 

┏━┓【福井】美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1002/kj00017879.html
mailto:akikakuchosei@pref.toyama.lg.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/190621press_sdgs_seminar.html


┃11┃ 参加体験型! 夏休み特別企画 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」では、夏休み特別企画を実施 

します。エネルギー環境について遊んで学べるクイズラリー、自由研究・自 

由工作に向けた夏の暑さ対策（調査）、バイオマス利用講座などが開催され 

ます。 

 

詳  細：http://www.mihama-eee.jp/news/detail.php?pkId=70 

 

＜きいぱすクイズラリー＞ 

 エネルギー環境について、遊んで・学んで・考える（プレゼントあり） 

 開催日時：2019年 7月 20 日（土）～8月 31日（土）9：00～17：00 

 対  象：中学生以下（参加申込不要） 

 

＜1日で終わる! 夏休み自由研究・自由工作＞ 

「かくれたエネルギー～え!? こんなところにもエネルギーが…～（自由研究）」 

 開催日時：2019年 7月 21 日（日）9：30～12：00 

 対  象：低学年向け（事前申込要） 

 

「夏の暑さ対策! すずしい場所を調べよう（自由研究）」 

 開催日時：2019年 7月 28 日（日）9：30～12：00 

 対  象：中学年以下（事前申込要） 

 

「なるほど! なっとく! バイオマス利用講座（自由工作）」 

 森の暮らしのかかわり（バイオマスエネルギー）のお話、間伐体験、クラフ 

 ト作り体験、木道づくり体験にチャレンジ! 

 開 催 日：〔第 1 回〕2019 年 8月 4日（日） 13：00～16：00 

       〔第 2回〕2019年 8月 11 日（日）13：00～16：00 

       〔第 3回〕2019年 8月 18 日（日）13：00～16：00 

 対  象：興味のある方どなたでも（事前申込要） 

 

問 合 せ：美浜町エネルギー環境教育体験館きいぱす 

     TEL：0770-39-1116  FAX：0770-39-1117 

     メール：kiipasu-m@town.fukui-mihama.lg.jp 

 

 

http://www.mihama-eee.jp/news/detail.php?pkId=70
mailto:kiipasu-m@town.fukui-mihama.lg.jp


┏━┓ 

┃12┃【長野】夏休みイベント「めざせ! かんきょうマークはかせ」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県地球温暖化防止活動推進センターでは、小学生を対象に夏休みイベン 

ト「めざせ! かんきょうマークはかせ｣を開催します。 

お店の品物についているいろいろな“かんきょうマーク”について、かるた 

やマークさがしを通じて学びます。 

 

詳  細：http://www.dia.janis.or.jp/~nccca/posts/news58.html 

 

開催日時：(1) 2019 年 8月 3日（土）14：00～15：30 

     (2) 2019 年 8月 8日（木）14：00～15：30 

開催場所：（一社）長野県環境保全協会 

      （長野県長野市新田町 1513-2（82 プラザ長野）） 

対  象：小学生（兄弟・大人の付き添い可） 

申込締切：(1) 2019 年 7月 25 日（木） 

     (2) 2019 年 7月 31 日（水） 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：長野県地球温暖化防止活動推進センター 

     TEL：026-237-6625  FAX：026-238-9780 

     メール：nccca@dia.janis.or.jp 

 

 

┏━┓【福井】ふるさと未来講座「自然科学」(1) 

┃13┃「気象情報の活かし方」～その時、何が必要か～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

福井ライフ・アカデミーでは、自然科学に関する講演会を開催します。 

最新の“使える”気象情報や、どんな時にどんな気象情報が必要で役に立つ 

のか、40 度を超える暑い夏や集中豪雨といった異常気象の原因などについて 

具体的にお話しいただきます。 

 

詳  細：http://www.manabi.pref.fukui.jp/manabi/koza_gyoji/33961.html 

 

開催日時：2019年 7月 27日（土）14：00～15：30 

開催場所：福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）3階 映像ホール 

http://www.dia.janis.or.jp/~nccca/posts/news58.html
mailto:nccca@dia.janis.or.jp
http://www.manabi.pref.fukui.jp/manabi/koza_gyoji/33961.html


講  師：二村 千津子 氏（気象予報士・防災士） 

参 加 費：無料 

 

問 合 せ：福井県生活学習館内 福井ライフ・アカデミー本部 

     TEL：0776-41-4206  FAX：0776-41-4201 

     メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【愛知】「夏休みこどもエコツアー」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋市では、次世代を担う子どもたちに 3 Rの取り組みの大切さを伝え、 

家庭における継続的な取り組みにつなげるため、環境局のバス「ジュンちゃ 

ん号」に乗って資源化やごみ処理の施設をめぐるバスツアーを開催します。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000117936.html 

 

開 催 日：2019年 8月 20日（火） 

     〔集合〕9:00／伏見ライフプラザ前 

     〔解散〕16：30／エコパルなごや（伏見ライフプラザ 13階） 

対  象：名古屋市在住の小学 3年生から 6年生（保護者の方の同伴不可） 

参 加 費：無料（昼食は各自持参） 

見 学 先：株式会社宮崎 名港リサイクルセンター、南リサイクルプラザ 

         （リサイクルみなみ作業所）、大江破砕工場、エコパルなごや 

申込締切：2019年 7月 31日（月）必着 

 

問 合 せ：名古屋市環境局ごみ減量部減量推進室 

     TEL：052-972-2398  FAX：052-972-4133 

     メール：a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃15┃【愛知】eco-T（エコット）夏休み中の講座・イベントから 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

豊田市環境学習施設「eco-T（エコット）」では楽しく学べる講座やイベント 

を開催しています。 

mailto:f-manabi@pref.fukui.lg.jp
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000117936.html
mailto:a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp


 

詳  細：http://www.eco-toyota.com/index.html 

 

＜ごみのゆくえを見に行こう＞  

 2019年 7月 30日（火）、8 月 8 日（木） 

＜こどもエコ・ワークショップ～エコな家をつくろう～＞ 

 2019年 8月 2 日（金） 

＜もった博士のかがく倶楽部～ヒートアイランドをとめろ!～＞ 

 2019年 8月 4 日（日）参加費：300円 

 

問 合 せ：豊田市環境学習施設「eco-T（エコット）」事務局 

     TEL：0565-26-8058  FAX：0565-26-8068 

     メール：info@eco-toyota.com 

 

 

┏━┓【長野】自然ふれあい講座 

┃16┃「みんなで温暖化ウオッチ～セミのぬけがらを探せ! 2019～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

長野県では、毎年同じ時期に同じ場所でセミのぬけがらを探し、種類や数を 

調べることで、自然の変化を観察する講座『みんなで温暖化ウオッチ～セミ 

のぬけがらを探せ!～』を開催しています。 

 

開催日時：2019年 8月 1日（木）～8月 9日（金）（計 6回） 

     ※各回の開催日時・開催場所については、詳細をご参照ください。 

対  象：小学生以上 

参 加 費：無料 

内  容：(1) 公園や雑木林などでセミの抜け殻を集めます。 

     (2) 集めた抜け殻を種類ごとに分類して数えます。 

     (3) セミの生息環境と地球温暖化の関係について考えます。 

 

詳  細： 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/190607press.html 

 

問 合 せ：長野県環境保全研究所 

     TEL：026-239-1031  FAX：026-239-2929 

     メール：kanken-shizen＠pref.nagano.lg.jp 

http://www.eco-toyota.com/index.html
mailto:info@eco-toyota.com
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/happyou/190607press.html


 

 

┏━┓【三重】漂着物を拾って標本を作ろう! 

┃17┃ マイクロプラスティックについて考えよう! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

鳥羽市立海の博物館では、夏休み自由研究向けの自然体験プログラムを開催 

します。海が荒れたり大雨の後、海辺に出かけると、多くの漂着物を見つけ 

ることができます。漂着物は大きくわけると自然物と人工物などがあり、こ 

れらを観察することで海辺の自然環境について学ぶことができます。 

 

詳  細：http://www.umihaku.com/taiken/index.html#iso 

 

開催日時：2019年 8月 4日（日）12：00～16：00 

対  象：小学生以上（要予約）※低学年のお子様は保護者も参加 

参 加 費：1,200 円（入館料込み） 

 

問 合 せ：鳥羽市立海の博物館 

     TEL：0599-32-6006  FAX：0599-32-5581 

 

 

┏━┓【愛知】2019海部地域生物多様性セミナー 

┃18┃ ～海部地域の自然と親しもう!～〔第 2回〕 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県海部県民センターでは、小中学生を対象とした「2019海部地域生物多 

様性セミナー」を開催します。第 2 回は、国営木曽三川公園 東海広場周辺で、 

草地やヨシ原を中心とした河川環境における身近な生き物の観察会を行います。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ama/2019seibutsu.html 

 

開催日時：2019年 8月 28日（水）10：00～正午 

集合場所：国営木曽三川公園 東海広場（集合 9：30） 

対  象：小・中学生とその保護者 

参 加 費：無料 

申込期限：2019年 8月 9日（金）必着 

 

http://www.umihaku.com/taiken/index.html#iso
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ama/2019seibutsu.html


問 合 せ：愛知県尾張県民事務所海部県民センター環境保全課 

     TEL：0567-24-2131  FAX：0567-24-3008 

     メール：ama@pref.aichi.lg.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                       ♪藤前干潟関連イベント♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓【愛知】稲永ビジターセンター企画展 

┃１┃「あなたの知らない藤前干潟(仮題)」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ごみ非常事態宣言から 20周年を迎える節目の年。藤前干潟の魅力的な生きも 

のを紹介しながら、藤前干潟の問題にも迫ります! 

 

開催日時：2019年 7月 26日（金）～11月 30 日（土）9：00～16：30 

開催場所：稲永ビジターセンター（名古屋市港区野跡 4-11-2） 

入 館 料：無料 

休 館 日：毎週月曜日、第三水曜日（祝日と重なる場合はその翌日） 

 

問 合 せ：稲永ビジターセンター  TEL：052-389-5821 

 

 

┏━┓【愛知】藤前活動センター企画展 

┃２┃「藤前干潟のものがたり～藤前干潟・歴史旅～(仮題)」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前干潟が現在の姿になるまでには、様々な歴史や経緯がありました。 

藤前干潟は、人との関わりの中で、どのように変化してきたのか、古代から 

現代までを楽しみながら学べる展示です。 

 

開催日時：2019年 7月 26日（金）～11月 17 日（日）9：00～16：30 

開催場所：藤前活動センター（名古屋市港区藤前 2-101） 

入 館 料：無料 

休 館 日：毎週月曜日、第三水曜日（祝日と重なる場合はその翌日） 

 

問 合 せ：藤前活動センター  TEL：052-309-7260 

mailto:ama@pref.aichi.lg.jp


 

 

┏━┓ 

┃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物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】藤前干潟の出前講座! 藤前干潟の生きものと工作の講座 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

レンジャーが藤前干潟の渡り鳥についてお話しするよ。 

お話の後には、レンジャーと一緒に藤前干潟の渡り鳥の工作をしよう! 

 

開催日時：2019年 7月 31日（水）14：00～15：30 

開催場所：名古屋市南陽図書館（名古屋市港区南陽町） 

対  象：小学生 

定  員：15名 

参 加 費：無料 

申込開始：2019年 7月 20日（土）9：30～※電話受付も OK 

持 ち 物：色えんぴつ、はさみ、のり 

 

問 合 せ：名古屋市南陽図書館  TEL：052-301-2116 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】干潟の学校 ～藤前干潟を体感しよう!～ 



┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

干潟の生きものをみんなで調べてみよう! 

※干潟に入る観察会ですので、持ち物等が必要となります。 

 詳細は、問合せ先までお問い合わせください。 

 

開催日時：2019年 7月 20日（土）12：30～15：00 

開催場所：藤前活動センター（名古屋市港区藤前 2-101） 

対  象：どなたでも 

定  員：30名 

参 加 費：おとな 200 円、小中学生 100円（保険代として） 

 

問 合 せ：NPO法人藤前干潟を守る会  TEL：080-5157-2002 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃令和元年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では、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大臣表彰を行っています。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/106874.html 

 

対 象 者：各部門における顕著な功績のあった個人又は団体（自治体、企業、 

     NPO/NGO、学校等。共同実施も含む。以下同じ。）及び下記の活 

     動において連携や支援を行っている個人又は団体。表彰対象者は、 

     原則として日本に在住する者又は組織の拠点を日本国内に置く団体。 

対象部門：(1) 技術開発・製品化部門 

     (2) 対策技術先進導入部門 

     (3) 対策活動実践・普及部門 

     (4) 環境教育活動部門 

     (5) 国際貢献部門 

応募締切：2019年 7月 31日（水）必着 

http://www.env.go.jp/press/106874.html


 

問 合 せ：環境省地球環境局地球温暖化対策課 

     TEL：03-5521-8249 

      

     地球温暖化防止活動環境大臣表彰事務局 

     （一般社団法人地球温暖化防止全国ネット） 

     TEL：03-6273-7785  FAX：03-5280-8100 

     メール：daijin-hyosyo@jccca.org 

 

 

┏━┓ 

┃２┃三重まるごと自然体験研修参加支援制度のご案内【三重】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県では、県内で実施される「自然体験プログラム」を魅力的かつ安全な 

ものへ磨き上げ、県内外からの集客力向上を実現できる人材の育成を目的と 

して、自然体験に関わる実践者や受入組織の運営に携わる方が、高度な技術 

力や企画力、安全管理の能力等を習得する研修会等に参加する経費を、予算 

の範囲内で支援します。 

 

詳  細：http://www.taiken.pref.mie.lg.jp/2019/06/14/4097/ 

 

支援対象者：次のすべての要件を満たす方 

(1) 三重県内で、自然体験プログラムの実践や自然体験受入組織の運営によ 

る集客交流に取り組む者であること。ただし自治体職員は除く。 

(2) 研修参加後も県内で自然体験プログラムの実践等に従事するとともに、 

三重県が主催する自然体験に係る研修会等を開催する場合に、成果報告をで 

きる者であること。 

(3) 研修参加に関して、他の公的機関等からの補助を活用していないこと。 

対象研修：国内で 2020年 2 月末日までに開催され、参加者を公募する研修会等 

で、自然体験プログラムの集客力や安全性の向上に資するもの。ただし、三 

重県が主催する研修会等を除く。 

申込締切：2019年 7月 26日（金） 

 

問 合 せ：三重県農林水産部農山漁村づくり課 

     TEL：059-224-2518  FAX：059-224-3153 

     メール：nozukuri@pref.mie.lg.jp 

mailto:daijin-hyosyo@jccca.org
http://www.taiken.pref.mie.lg.jp/2019/06/14/4097/
mailto:nozukuri@pref.mie.lg.jp


 

 

┏━┓ 

┃３┃アウトドア環境保護基金〔2019年度前期〕募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

コンサベーション・アライアンス・ジャパン（アウトドア環境保護基金）で 

は、〔2019年度前期〕の募集を行っています。 

 

詳  細：https://outdoorconservation.jp/promotion-support 

 

助成原則：以下の原則を満たす非営利組織に対して助成 

(1) 自然が残された特定の土地や水域を、野生生物の生息地、またはアウト 

ドア・レクリエーションの機会を確保するために保全することを目的として 

いるプロジェクト 

(2) 保全への取り組みを支援する草の根の市民による運動と連動しているキ 

ャンペーン 

(3) 測定可能な具体的な目標や活動対象、行動計画が策定されており、成果 

を図るために明確な判断基準が含まれているプロジェクト 

(4) 比較的短期間（1～3年）で、完了または測定可能な顕著な前進が見込め 

るプロジェクト 

支援金額：10万円から 50万円の範囲 

申込締切：2019年 8月 15日（木） 

 

問 合 せ：コンサベーション・アライアンス・ジャパン事務局 

     アウトドア環境保護基金係 

 

 

┏━┓ 

┃４┃第 29 回イオン環境活動助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人イオン環境財団では、豊かな自然環境を次代へ引き継ぐため、 

持続可能な社会を目指し、世界各地で活動している団体に対し、毎年総額 1 億 

円の助成を行っております。 

 

詳  細：https://www2.aeon.info/josei/ 

 

https://outdoorconservation.jp/promotion-support
https://www2.aeon.info/josei/


対象団体：「持続可能な社会のための環境活動」に積極的に取り組んでおり、 

次のいずれかの分野に該当する団体 

(1) 植樹 

(2) 里地・里山・里海の保全・河川の浄化 

(3) 自然環境教育 

(4) 野生生物・絶滅危惧生物の保護 

エントリー受付：2019年 8月 20 日（火）まで 

        ※応募申請書類は 2019年 8 月 31日（土）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人イオン環境財団 助成担当 

     TEL：043-212-6022   

     メール：ef@email.aeon.biz 

 

 

┏━┓ 

┃５┃日本山岳遺産基金 候補地の募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本山岳遺産基金では、次世代に伝えたい「豊かな自然環境」や「人と自然 

の関わり」があり、それらを守り、活用するような地元の活動が盛んな山や 

山岳エリアを「日本山岳遺産」として認定し、その地域で山岳環境保全・安 

全登山啓発などの活動を行う団体に一定額を助成しています。 

 

詳  細：https://sangakuisan.yamakei.co.jp/2019/05/post-0043.html 

 

対象団体： 

〇特定の山もしくは山岳エリアにおいて、山岳環境保全・安全活動啓発など、 

当基金の目的に沿った活動を 3年以上行っている団体。 

〇支援対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について、当基 

金の求めに応じ適正な報告ができる団体。 

〇法人格を有する団体。または、これと同程度に社会的な信頼を得ている任 

意団体。 

助成金額：総額 250万円（予定） 

申請締切：2019年 8月 31日（土）（消印有効） 

 

問 合 せ：日本山岳遺産基金 事務局 

     TEL：03-6744-1900  FAX：03-6744-1928 

mailto:ef@email.aeon.biz
https://sangakuisan.yamakei.co.jp/2019/05/post-0043.html


     メール：kikin_info@yamakei.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃６┃公益財団法人前川報恩会 2019年度地域振興助成 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人前川報恩会では、2019 年度地域振興助成の対象となる事業を募 

集します。 

 

詳  細： 

https://www.mayekawa.org/category/grant/regional_improvement 

 

申請資格：NPO法人等の非営利団体、学校法人 

助成金額：500万円（1件あたり 50万円～限度額 100 万円） 

助成対象となる事業： 

(1) 多世代が参与し、高齢層から若年層への伝承が含まれる天然資源及び文 

化的資産の保全・活用を通じ、当該地域のコミュニティの発展に寄与する継 

続的事業 

例)・地場の自然保護活動、周辺地域の活性化活動 

  ・学校法人が課外活動として行う地域交流活動・地域調査活動（域学連携） 

  ・地域循環圏の活用、広域連携活動 など 

(2) 地域に根ざした未利用エネルギーの有効活用、もしくは農と食のイノベー 

ションと地域力アップに繋がる事業 

例)・農村部に於いて再生可能なエネルギー資源活用を図り、地域プロジェク 

   トとして新しい農業と地産食料加工の取り組み 

   ・地域のイベントを通じた食と地域振興を結び付けたプロジェクト 

  ・SDGs（持続可能な開発目標）への取り組み 

申請期間：2019年 8月 1日（木）～8月 31 日（土）17：00 ※Web 申請のみ 

 

問 合 せ：公益財団法人前川報恩会 

     TEL：03-3642-1566  FAX：03-3643-7094 

 

 

┏━┓ 

┃７┃2019年度持続可能な社会づくり活動表彰 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

mailto:kikin_info@yamakei.co.jp
https://www.mayekawa.org/category/grant/regional_improvement


公益社団法人環境生活文化機構では、地域社会・国際社会への貢献、資源循 

環環境教育及び生物多様性保全活動等、豊かな環境を引き継ぐため、環境、 

経済、社会が一体となった持続可能な社会づくりに資する活動を行う企業・ 

団体を表彰します。 

 

詳  細：http://www.elco.or.jp/introduction/commendation.html 

 

応募資格：持続可能な社会づくりに顕著な功績のあった日本国内に主たる事務 

     所を有する企業・団体 

賞の種類：環境大臣賞、公益社団法人環境生活文化機構会長賞、公益社団法人 

     環境生活文化機構理事長賞 

応募締切：2019年 8月 31日（土）（必着） 

主  催：公益社団法人環境生活文化機構 

後  援：環境省 

 

問 合 せ：公益社団法人環境生活文化機構 事務局 

     TEL：03-5511-7331  FAX：03-5511-7336 

     メール：elco.inc@trust.ocn.ne.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/ 

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

  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 

http://www.elco.or.jp/introduction/commendation.html
mailto:elco.inc@trust.ocn.ne.jp
mailto:office@epo-chubu.jp
mailto:office@epo-chubu.jp
http://www.epo-chubu.jp/
mailto:office@epo-chubu.jp
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 

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

 

http://chubu.esdcenter.jp/

