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        発行:中部環境パートナーシップオフィス 
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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 自然環境整備課 

       係員 菊地  慧（きくち さとる）さんです。 

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

    梅雨も明け本格的な夏が感じられる今日この頃、ようやく業務の波 

   に落ち着きがみえ、こうして筆を執らせていただくこともできました。 

   入省からの 4ヶ月、伊勢志摩国立公園と白山国立公園を隈無く見て回 

   り、その魅力をたくさん学ばせて頂きました。「百聞は一見に如かず」 

   とはよく言ったもので、現地を見て学ぶことの大切さを改めて感じて 

   います。 

    8月ともなればレジャーシーズン真っ盛り。山と信仰の白山も、海 

   と文化の伊勢志摩も、より一層魅力あふれる季節です。両公園とも近 

   年大きな整備が進み、とても利用しやすくなっていますので、これか 

   らのレジャーの選択肢としていかがでしょうか。 

   ………………………………………………………………………………… 

 

 

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

うどん屋さんも地球社会に貢献したい! 

今現在のトレンド一番、SDGs を考えよう 

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

中部地方 ESD活動支援センターでは、お店や小規模事業所の関係者向けに SDGs 

勉強会・ワークショップを開催します。 

 

詳  細：https://chubu.esdcenter.jp/ 

 

開催日時：2019年 8月 29日（木）15：00～16：30 

https://chubu.esdcenter.jp/


開催場所：大久手山本屋（名古屋市千種区大久手 5丁目 9-2） 

参 加 費：無料（先着順・定員に達し次第締切） 

講  師：原 理史 氏（中部地方 ESD活動支援センター責任者） 

 

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. 「いきものログ」の『種名調べ支援』実施中! 

2. 【長野】一目五山（ひとめござん）写真展 

3. 【愛知】「あいち水素社会体験ツアー2019」（セントレアコース） 

4. 【石川】いしかわ環境フェア 2019／いしかわの里山里海展 2019 

5. 【愛知】2019生物多様性セミナー（環境学習バスツアー） 

6. 【富山】富山県 SDGs 未来都市 選定記念フォーラム 

7. 【愛知】中小事業者向け省エネセミナー 

8. 【福井】「福井の美しい星空を守るには」 

    ～人工衛星からのデータが私たちの暮らしを変える～ 

9. 【長野】信州環境カレッジ×長野県立大学 CSI協働講座シリーズ 3 

  SDGs と私 ～エシカル消費編～ 

10.【石川】白山外来植物除去作業 オオバコ等除去 in 南竜ヶ馬場 

11.【三重】ビックリ! 発見! うつべ川 在来種 VS外来種? 

12.【石川】白山ジオフォトロゲイニング in 松任 2019  

13.【三重】スキルアップ講座 生物多様性シリーズ 

  「どんぐりをつける樹木と昆虫の不思議な関係」 

14.【三重】2019年度「インタープリター養成講座」 

15.【長野】大自然たんけんプログラム しぜんカメラマンになろう! 

16.【愛知】夏休み! 干潟観察会 干潟の生きもの・漂着物を調べてみよう! 

17.【愛知】生物多様性講演会 

  干潟は巣穴でできている～アナジャコのふしぎな暮らし～ 

18.【富山】地域における SDGs実践セミナー2019 

mailto:office@chubuesdcenter.jp


 

【募集情報】 

1.  第 5 回全国ユース環境活動発表大会 募集 

2. 未来へつなぐ「国連生物多様性の 10年」せいかリレー 事前登録 

3.  第 14回みどり香るまちづくり企画コンテスト 募集 

4.  第 7 回グッドライフアワード 募集 

5.  第 15回環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」作品募集 

6.  TOYO TIRE グループ環境保護基金 募集 

7. 「地球にやさしいカード」助成対象団体 募集 

8.  エコアクションを題材としたマスコットキャラクター 募集【愛知】 

9.  一般財団法人ペガサス財団「2019年度助成金」募集【愛知】 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃「いきものログ」の『種名調べ支援』実施中! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省生物多様性センターで企画・運営している「いきものログ」では、名 

前がわからない生きものについて報告したいときに、写真とコメントを送っ 

て生きものの専門家に質問することができる「種名調べ支援」を、毎年期間 

限定で実施しています。ぜひご活用ください。 

 

○「いきものログ」ウェブサイト＞ 

  https://ikilog.biodic.go.jp/ 

○『種名調べ支援』ページ 

  https://ikilog.biodic.go.jp/IdentifyRequest/ 

 

実施期間：2019年 5月 1日（水）～11月 30日（土） 

     ※依頼は 1 ユーザあたり期間中 20 回まで 

 

問 合 せ：いきものログ運営事務局 

     TEL：0555-72-8018  メール：ikilog_info@env.go.jp 

 

https://ikilog.biodic.go.jp/
https://ikilog.biodic.go.jp/IdentifyRequest/
mailto:ikilog_info@env.go.jp


 

┏━┓ 

┃２┃【長野】一目五山（ひとめござん）写真展 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省信越自然環境事務所では、妙高戸隠連山国立公園の魅力の一つである 

「一目五山」を周知するため、「一目五山の絶景 32選発掘フォトコンテスト」 

の入選作品の一部を活用し、「一目五山写真展」を開催しています。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/2019711.html 

 

開催期間：2019年 7月 5日（金）～11月 27日（水）6：45～21：35 

開催場所：黒姫駅 駅構内跨線橋（長野県上水内郡信濃町大字柏原 2711） 

     TEL：026-255-2054 

 

問 合 せ：環境省信越自然環境事務所 戸隠自然保護官事務所 

     TEL：026-254-3060 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【愛知】「あいち水素社会体験ツアー2019」（セントレアコース） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、小中学生の皆さんを対象に、水素について気軽に楽しく学んで 

いただける「あいち水素社会体験ツアー2019」を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suisotour201908.html#centrair 

 

開催日時：2019年 8月 21日（水） 

     〔第 1回〕10：45～12：25（集合 10：30） 

     〔第 2回〕13：30～15：10（集合 13：15） 

     〔第 3回〕15：30～17：10（集合 15：15） 

見学場所：セントレア水素ステーション 

募集対象：小学生（保護者の同伴が必要）、中学生 

定  員：各回 22 名（当日先着順）※受付は各回とも 10：00～ 

 

問 合 せ：愛知県産業科学技術課新エネルギー産業グループ 

http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/2019711.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suisotour201908.html#centrair


     TEL：052-954-6350  FAX：052-954-6977 

     メール：jisedai-ene@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【石川】いしかわ環境フェア 2019／いしかわの里山里海展 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今回で 30回目を迎える「いしかわ環境フェア」は、「いしかわ近未来の環境 

技術展」「いしかわの里山里海展」を同時開催し、地球温暖化から生物多様 

性まで、幅広い環境問題への対応について、見て、触れて、体験できる魅力 

満載のイベントです。 

 

詳  細：http://fair.eco-partner.net/ 

 

開催日時：2019年 8月 24日（土）・25 日（日）9：30～16：30 

開催場所：石川県産業展示館 4号館（金沢市袋畠町） 

内容（一部）：  

〔いしかわ環境フェア〕 

 エシカル・ラボ in 石川…エシカル消費を楽しく学べます。 

 ミス・アースステージ…ミス・アース日本代表とのトークショー、環境ク 

 イズ大会 

 エコサイエンスショー…あっ!と驚く環境科学実験 など 

〔いしかわの里山里海展〕 

 里山里海商品の販売・展示、各種体験（工作、里山保全活動）、「トキ・ 

 ライチョウ」のパネル展示、見て触れて学ぶいしかわの生きものたち など 

 

問 合 せ：石川県生活環境部温暖化・里山対策室 

     TEL：076-225-1462  FAX：076-225-1479 

     メール：ontai@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】2019生物多様性セミナー（環境学習バスツアー） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、生物多様性の重要性について理解を深めていただくため、日帰 

りバスツアー形式のセミナーを開催します。「鳳来寺山自然科学博物館の見 

mailto:jisedai-ene@pref.aichi.lg.jp
http://fair.eco-partner.net/
mailto:ontai@pref.ishikawa.lg.jp


学」と「鳳来寺山ミニハイキング」を通じ、周辺地域の動植物や地形・地質 

について、楽しく気軽に学ぶことができます。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiroshitara/biodiversity-seminar-2019.html 

 

開 催 日：2019年 8月 24日（土） 

     ※集合・解散場所については詳細を参照ください。 

募集対象：どなたでも（中学生以下の方は保護者同伴） 

募集人員：30名 

参加受付：2019年 7月 11日（木）から（定員になり次第受付終了） 

 

申 込 先：豊橋鉄道株式会社事業部営業企画課 

     TEL：0532-53-2134  FAX：0532-53-7770 

 

問 合 せ：愛知県東三河県庁（愛知県東三河総局新城設楽振興事務所） 

     TEL：0536-23-2117 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【富山】富山県 SDGs 未来都市 選定記念フォーラム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

富山県は、SDGs 未来都市の選定を契機に、県内の企業、団体、行政等の枠を 

超えたネットワークの拡大を図り、未来都市提案に掲げた各般の事業を県民 

の皆さんと一丸となって推進していくためのキックオフとして、選定記念フ 

ォーラムを開催いたします。 

 

詳  細：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1002/kj00020702.html 

 

開催日時：2019年 8月 25日（日）10：00～12：30 

開催場所：富山県総合福祉会館 サンシップとやま 

定  員：200名（要事前申込・先着順） 

申込締切：2019年 8月 16日（金） 

 

問 合 せ：富山県総合政策局企画調整室 

     TEL：076-444-4069 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiroshitara/biodiversity-seminar-2019.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1002/kj00020702.html


 

 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】中小事業者向け省エネセミナー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県は、県内の中小企業等の事業者の皆様に、低炭素社会づくり、省エネ 

の取組や地球温暖化対策について考えていただく機会として、省エネセミナ 

ーを開催します。省エネの専門家が、省エネの必要性や取組方法、補助金な 

どの支援策について、わかりやすく紹介・解説します。 

 

詳  細：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000061319.html 

 

開催日時：2019年 8月 29日（木）14：00～15：30（受付開始 13：30） 

開催場所：愛知県東三河総合庁舎 2 階 大会議室 

対  象：愛知県内の中小事業者 

内  容：(1) 地球温暖化対策について 

     (2) 省エネの取組について 

      （省エネの必要性、省エネの取組方法、省エネ支援策、その他） 

定  員：先着 100名 

申込期限：2019年 8月 27日（火） 

 

問 合 せ：愛知県環境局地球温暖化対策課 

     TEL：052-954-6242  FAX：052-955-2029 

     

     一般財団法人省エネルギーセンター東海支部 

     TEL：052-232-2216  FAX：052-232-2218 

     メール：adtki@eccj.or.jp 

 

 

┏━┓【福井】「福井の美しい星空を守るには」 

┃８┃ ～人工衛星からのデータが私たちの暮らしを変える～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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。講師 

に中城智之氏（福井工業大学教授）をお迎えし、豊かな福井の自然の一つで 

ある“美しい星空”を守る活動についてお話しいただきます。 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000061319.html
mailto:adtki@eccj.or.jp


詳  細： 

http://www2.pref.fukui.jp/event/view.php?event_cod=166fd115610171372e 

 

開催日時：2019年 8月 30日（金）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 

対  象：どなたでも 

定  員：60名（要事前申込） 

 

問 合 せ：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 

 

 

┏━┓【長野】信州環境カレッジ×長野県立大学 CSI協働講座シリーズ 3 

┃９┃ SDGs と私 ～エシカル消費編～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

信州環境カレッジと長野県立大学では、SDGsについて学ぶ協働講座を開催し 

ています。 

 

詳  細：https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/regional/4770/ 

 

開催日時：2019年 9月 3日（火）13：30～16：00 

開催場所：ゆめままキッチン（長野市南長野 495 あがたまちテラス 1F） 

対  象：高校生、大学生、一般 

定  員：30名 

申込期限：2019年 9月 2日（月）※定員になり次第締切 

コーディネーター：川地 尚武氏（長野県立大学 CSI 課長補佐） 

 

問 合 せ：信州環境カレッジ運営事務局（長野県環境保全協会） 

     TEL：026-237-6620  FAX：026-238-9780 

     メール：shinshu-ecollege@nace-portal.jp  

 

┏━┓ 

┃10┃【石川】白山外来植物除去作業 オオバコ等除去 in 南竜ヶ馬場 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

白山自然保護センター・NPO 法人環白山保護利用管理協会の主催で「オオバコ 

http://www2.pref.fukui.jp/event/view.php?event_cod=166fd115610171372e
mailto:f-manabi@pref.fukui.lg.jp
https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/regional/4770/
mailto:shinshu-ecollege@nace-portal.jp


等除去 in 南竜ヶ馬場」を開催します。オオバコやスズメノカタビラなどの 

低地性植物をはじめとする、白山に侵入した外来植物の除去作業を行います。 

 

詳  細：https://ishikawashizen.jp/program2019/-in-2.html 

 

開催日時：2019年 9月 7日（土）～8日（日）1泊 2日 

開催場所：南竜ヶ馬場ビジターセンター 

参加対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

定  員：50名 

参 加 費：4,500 円（宿泊費、食事代込） 

募集期間：2019年 5月 7日（火）～定員になり次第締切 

 

問 合 せ：白山自然保護センター 

     TEL：076-255-5321  FAX：076-255-5323 

     メール：hakusan@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃11┃【三重】ビックリ! 発見! うつべ川 在来種 VS外来種? 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

内部川にどんな生き物がいるかな? みんなで調べてみよう! 

むかしからいる魚やエビ、カメたちと外来種の関係も学ぼう! 

 

詳  細： 

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

 

開催日時：9月 16日（月・祝）9：00～12：00 

開催場所：内部小学校 

対  象：小・中学生（保護者同伴） 

定  員：30名（抽選。当選者のみ郵送にて通知） 

講  師：榊枝 正史 氏（株式会社東産業 CSV課） 

申込締切：2019年 9月 2日（月）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 

https://ishikawashizen.jp/program2019/-in-2.html
mailto:hakusan@pref.ishikawa.lg.jp
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/event.html
mailto:info@eco-yokkaichi.com


 

 

┏━┓ 

┃12┃【石川】白山ジオフォトロゲイニング in 松任 2019  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

白山ジオフォトロゲイニング実行委員会では、白山市の若宮公園体育館を主 

会場とした「白山ジオフォトロゲイニング in 松任 2019」を開催します。 

 

詳  細：http://hakusan-geo.main.jp/event/detail.php?id=175 

 

開 催 日：2019年 9月 28日（土） 

集合場所：若宮公園体育館（受付開始 8：15） 

定  員：200名（70 組程度） 

参 加 費：大人（高校生以上）2,000 円／子供（中学生以下）500 円 

申込締切：2019年 9月 8日（日）※定員に達し次第締切 

 

問 合 せ：白山ジオフォトロゲイニング実行委員会事務局 

     （白山市ジオパーク・エコパーク推進課内） 

     TEL：076-274-9564 

 

 

┏━┓【三重】スキルアップ講座 生物多様性シリーズ 

┃13┃「どんぐりをつける樹木と昆虫の不思議な関係」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターと三重県みどり共生推進課の主催で、環境学習 

指導者養成 スキルアップ講座を開催します。今回は、身近な樹木の知られざ 

る生態と昆虫との切っても切れない関係についてのお話です。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/186306886.html 

 

開催日時：2019年 10月 14日（月・祝）14：00～16：00 

開催場所：三重県総合文化センター 生涯学習棟 4階 中研修室 

講  師：平山 大輔 氏（三重大学准教授） 

対  象：16歳以上の方 

募集人数：50人 

募集期限：2019年 9月 17日（火）※申込多数の場合は抽選 

http://hakusan-geo.main.jp/event/detail.php?id=175
http://eco-mie.sblo.jp/article/186306886.html


 

問 合 せ：三重県環境学習情報センター 

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

     メール：info@eco-mie.com 

 

 

┏━┓ 

┃14┃【三重】2019年度「インタープリター養成講座」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

三重県環境学習情報センターでは、自然環境に関する「インタープリター養 

成講座」の参加者を募集しています。講義のほか、野外活動やグループ活動 

を通して、参加者が楽しく学びあいます。 

 

詳  細：http://eco-mie.sblo.jp/article/186307337.html 

 

開催日時：2019年 10月 20日（日）、10月 27日（日）、 

     11月 10 日（日）、11月 17日（日） 

     全 4 日間の日程で 9：45～16：00 

開催場所：津市環境学習センター、および野外（津市リサイクルセンター内） 

対  象：16歳以上の方 

募集人数：15人 

申込期限：2019年 9月 24日（火）※申込多数の場合は抽選 

 

問 合 せ：三重県環境学習情報センター 

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

     メール：info@eco-mie.com 

 

 

┏━┓ 

┃15┃【長野】大自然たんけんプログラム しぜんカメラマンになろう! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

栂池自然園は株式会社ベネッセコーポレーションと共催で、お子さま向けプ 

ログラムをスタートしました。カメラをもって大自然を探検し、栂池自然園 

の大自然で見つけた、おもしろいと思ったものをお子さまが撮影するプログ 

ラムです。 

 

mailto:info@eco-mie.com
http://eco-mie.sblo.jp/article/186307337.html
mailto:info@eco-mie.com


詳  細：https://mikketa.otarimura.com/ 

 

開催期間：2019年 7月 19日（金）～9月 30日（月） 

     ※予約不要、期間中先着 3,000 名様限定 

開催場所：栂池自然園（長野県北安曇郡小谷村千国乙 12883-1） 

開催時間：9：00～16：15（イベントの最終受付 15：00） 

所要時間：45～60分 

参 加 費：1,300 円（税込）※キット費・カメラレンタル費込 

 

問 合 せ：栂池自然園（栂池山荘） 

     TEL：0261-83-3113 

 

 

┏━┓ 

┃16┃【愛知】夏休み! 干潟観察会 干潟の生きもの・漂着物を調べてみよう! 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

藤前活動センターで「干潟観察会」が開催されます。 

海のごみ問題に着目しながら、干潟の生きものとの関わりを学ぼう。 

干潟にはどんな生きものがいるかな? 実際の干潟で探してみよう! 

 

詳  細：http://fujimae.org/modules/news/article.php?storyid=469 

 

開催日時：2019年 8月 17日（土）12：30～15：00（受付開始 12：15） 

開催場所：藤前活動センター 

対  象：幼児～大人 ※小学 3年生以下の参加は保護者同伴 

定  員：20名（定員となり次第、締切） 

参 加 費：大人 200円、小中学生 100円、幼児無料 

 

問 合 せ：藤前活動センター    TEL：052-309-7260 

     干潟の学校専用ダイアル TEL：080-5157-2002 

 

 

┏━┓【愛知】生物多様性講演会 

┃17┃ 干潟は巣穴でできている～アナジャコのふしぎな暮らし～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋市港区保健福祉センター・NPO法人藤前干潟を守る会の主催で「アナジ 

https://mikketa.otarimura.com/
http://fujimae.org/modules/news/article.php?storyid=469


ャコ」の講演会が開催されます。 

 

詳  細：http://fujimae.org/modules/news/index.php?storytopic=4 

 

開催日時：2019年 8月 24日（土）13：00～15：00（開場 12：30） 

開催場所：藤前干潟稲永ビジターセンター 

講  師：伊谷 行 氏（高知大学准教授） 

定  員：50名（応募者多数時は抽選） 

申込締切：2019年 8月 22日（木）まで 

 

問 合 せ：名古屋市港区保健福祉センター公害対策室 

     TEL：052-651-6493  FAX：052-651-5144 

     メール：a6516471-06@minato.city.nagoya.lg.jp 

 

 

┏━┓ 

┃18┃【富山】地域における SDGs実践セミナー2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

EPO中部・PECとやまの主催で、「地域における SDGs 実践セミナー2019」を開 

催します。SDGs の達成に向けて地域でどのような実践が必要なのか。今回は 

「地域循環共生圏」をテーマに事例と共に学びます。 

 

詳  細：https://www.pectoyama.org/ 

 

開催日時：2019年 8月 26日（月）13：30～16：30 

開催場所：南砺市クリエイタープラザ 桜クリエ 

     多目的ホール／カフェトリアン 

内  容：基調講演「SDGs と地域循環共生圏」 

     事例紹介「南砺市エコビレッジ構想」 

     グループワーク（ケーススタディ） 

     懇親会（希望者のみ・参加費 2,000円） 

申込締切：2019年 8月 21日（水） 

 

問 合 せ：一般社団法人環境市民プラットフォームとやま（PECとやま） 

     TEL：076-400-8305  メール：info@pectoyama.org 

 

http://fujimae.org/modules/news/index.php?storytopic=4
mailto:a6516471-06@minato.city.nagoya.lg.jp
https://www.pectoyama.org/
mailto:info@pectoyama.org


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃第 5回全国ユース環境活動発表大会 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境活動を行っている全国の高校生を対象とする「全国ユース環境活動発表 

大会」について、募集を開始しました。優良な取組を行っている高校に対し 

ては、環境大臣賞等の授与を行います。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/106987.html 

 

中部地方大会：2019年 12月 8日（日） 

       TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋新幹線口（名古屋市） 

全国大会：2020年 2月 8日（土）～9日（日）東京都区内の会場を予定 

応募資格：環境活動を実践する高校生等の団体 

募集内容：地球温暖化対策、低炭素、生物多様性の保全、自然共生、資源循 

環など「環境」に関わる活動であって「持続可能な開発目標（SDGs）」の目 

標達成にも資する活動 

応募期限：2019年 10月 15日（火）必着 

 

問 合 せ：独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金内 

     全国ユース環境ネットワーク事務局 

     TEL：044-520-9505  FAX：044-520-2192 

     メール：youth@erca.go.jp 

 

 

┏━┓ 

┃２┃未来へつなぐ「国連生物多様性の 10年」せいかリレー 事前登録 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国連生物多様性の 10年日本委員会（UNDB-J）では、2011年から 2020年までの 

10 年間の取組を踏まえて、2021年以降にもつなげていくことを目的に、日本 

全国を対象としたリレーイベントへの参加と事前登録をお願いしています。 

 

http://www.env.go.jp/press/106987.html
mailto:youth@erca.go.jp


詳  細：http://www.env.go.jp/press/107020.html 

 

参加要件： 

(1) UNDB-Jの「主催」､「共催」､「後援」のいずれかに該当すること 

(2) 生物多様性の保全及び持続可能な利用の普及・啓発に関するイベントで 

 あること 

(3) イベントにおいて以下の取組（ア～エはいずれかで可。オは必須）を実 

  施すること 

 ア. これまでの取組の振り返り及び課題の発表 

 イ. これまでの取組による成果の発表 

 ウ. これまでの取組により学んだことの発表 

 エ. 今後対処していくべき課題の発表 

 オ. 引き続き取組を進めていく決意 

(4) イベントにおいて「MY行動宣言」を実施すること 

登録期限：2019年 8月末（目途）※2019年 9月以降の登録も随時受付 

 

問 合 せ：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室 

     TEL：03-5521-8150 

     メール：SHIZEN-SUISHIN@env.go.jp  

 

 

┏━┓ 

┃３┃第 14 回みどり香るまちづくり企画コンテスト 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省では、住みよいかおり環境を創出しようとする地域の取組を支援する 

ため、かおりの樹木・草花を用いた「みどり香るまちづくり」企画コンテス 

トを実施します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/106789.html 

 

応募主体：地方公共団体、民間企業、学校法人、商店会、町内会等の住民団 

     体や NPO等の各種団体等 

応募要件：(1) これから原則 30 本以上の「かおりの樹木・草花」等を植える 

       企画であること。 

     (2) 植栽場所を確保している企画であること。 

募集締切：2019年 9月 13日（金） 

http://www.env.go.jp/press/107020.html
mailto:SHIZEN-SUISHIN@env.go.jp
http://www.env.go.jp/press/106789.html


 

問 合 せ：環境省水・大気環境局大気生活環境室 

     TEL：03-5521-8299 

     メール：MIDORI-KAORU@env.go.jp 

      

     公益社団法人におい・かおり環境協会 

     TEL：03-6233-9011 

     メール：midori_kaoru@orea.or.jp 

 

 

┏━┓ 

┃４┃第 7回グッドライフアワード 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省が実施する「グッドライフアワード」では、地域や個人、NPO、学校、 

企業等の様々な主体で実践されている“環境と社会によい暮らし”やこれを 

支える取組を募集・表彰します。 

 

詳  細：http://www.env.go.jp/press/106855.html 

 

応募資格：企業、地方公共団体、市民活動団体、非営利団体、学校、個人など 

     ※団体については法人格の有無は問いません。 

応募締切：2019年 9月 17日（火） 

 

問 合 せ：環境省大臣官房環境計画課 

     TEL：03-5521-9265 

 

     グッドライフアワード 事務局 

     TEL：03-6804-3858 

     メール：info@goodlifeaward.jp 

 

 

┏━┓ 

┃５┃第 15 回環境フォト・コンテスト「わたしのまちの○と×」作品募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

出光興産株式会社は、児童・生徒を対象とする環境フォト・コンテストを実 

施します。わたしたちの身近なところにある、いつまでも残したい「○」の 

mailto:MIDORI-KAORU@env.go.jp
mailto:midori_kaoru@orea.or.jp
http://www.env.go.jp/press/106855.html
mailto:info@goodlifeaward.jp


風景とすぐに改善したい「×」の風景を写真にして、コメントを添えて作品 

にするフォト・コンテストです。 

 

詳  細：https://www.idss.co.jp/enjoy/kids/photo/index.html 

 

応募資格：小学校・中学校・高等学校・高等専門学校に在学中の方 

募集締切：2019年 9月 30日（月）まで 

部門／賞：小学校部門、中学校部門、高等学校・高等専門学校部門の各賞 

     および学校団体賞 

後  援：環境省 

 

問 合 せ：環境フォト・コンテスト事務局  TEL：03-5249-3418 

     出光興産株式会社広報部広報課  TEL：03-3213-3115 

 

 

┏━┓ 

┃６┃TOYO TIRE グループ環境保護基金 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

TOYO TIRE グループ環境保護基金では、2020年度の助成対象事業を募集して 

います。 

 

詳  細：https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/ 

 

助成対象： 

1. 公益に資する事業を計画している団体 

2. 環境保護・環境保全関連の事業活動 

 (1) 里山・森林・緑化整備運動  (2) 生態系保護活動 

 (3) 水・河川環境保全活動    (4) 地域環境整備活動 

 (5) リサイクル活動       (6) 環境教育・体験学習活動 

 (7) 啓発活動・イベント活動   (8) 研究・開発活動 

 (9) その他 

3. 2020年 4月 1日から 2021年 3月 31 日までの間における 1 年間の事業活動 

助成金額：上限 150万円 

募集締切：2019年 9月 30日（月）当日消印有効 

 

問 合 せ：公益社団法人日本フィランソロピー協会 

https://www.idss.co.jp/enjoy/kids/photo/index.html
https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/


     「TOYO TIRE グループ環境保護基金」事務局 

     TEL：03-5205-7580 

 

 

┏━┓ 

┃７┃「地球にやさしいカード」助成対象団体 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人緑の地球防衛基金では、株式会社セディナと協力して環境問題 

に関する活動や研究に携わる団体への助成を行っています。 

 

詳  細：https://green-earth-japan.net/kikin_zyosei.html 

 

事業目的：地球温暖化、森林破壊、砂漠化、大気・海洋汚染、野生動物の絶 

     滅を防ぐなどの、自然環境の保全に取り組む諸活動への助成 

対象事業：森林の保全、森林に依存して生息する野生動物の保護、砂漠緑化 

     及び土壌流出防止の各調査研究と実践、その他上記の目的達成の 

     ために行う調査研究活動 

助成期間：原則として 1年間（4月 1日～翌年 3月 31日まで）を限度とする。 

     審議委員会の審査により、継続して助成を受けることが可能。 

対象団体：法人格の有無を問わず、前記の目的に沿って活動をしている団体 

応募締切：2019年 9月 30日（月）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人緑の地球防衛基金「地球にやさしいカード」係 

     TEL：03-3297-5505  FAX：03-3297-5507 

     メール：defense@green.email.ne.jp 

 

 

┏━┓ 

┃８┃エコアクションを題材としたマスコットキャラクター 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、日常生活の中で行う身近な環境配慮行動「エコアクション」を 

推進する一環として、中学生以下の方を対象にエコアクションを題材とした 

マスコットキャラクター（エコキャラ）を募集します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/ecochara.html 

https://green-earth-japan.net/kikin_zyosei.html
mailto:defense@green.email.ne.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/ecochara.html


 

応募資格：愛知県内に在住の中学生以下の方 

募集内容：日常生活の中で行う身近な環境配慮行動「エコアクション」の実 

     践につながるマスコットキャラクター（エコキャラ） 

募集締切：2019年 9月 6日（金） 

 

応 募 先：中日本エンジ名古屋（株）内「エコキャラ」事務局（県委託先） 

     メール：ecoaction.aichi@gmail.com 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境活動推進課環境学習グループ 

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

 

 

┏━┓ 

┃９┃一般財団法人ペガサス財団「2019年度助成金」募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般財団法人ペガサス財団では、愛知県内を中心に活動を行っている団体を 

対象に、福祉、教育及び地域環境の保全を推進するための事業に対し、助成 

を行っています。 

 

詳  細：https://www.meikei-nhr.co.jp/pegasus/joseikin.html 

 

対象団体：(1) 団体の活動が愛知県内を中心に行われていること 

     (2) 法人格を有すること 

     など ※詳細要確認 

対象事業：(1) 社会福祉の推進に関する事業 

     (2) 児童の健全な育成と社会教育の推進に関する事業 

     (3) 地域環境保全の振興と地域緑化の推進に関する事業 

助成金額：1 団体当たり 50万円以内 

受付期間：2019年 3月 1日（金）～2020年 2月 29日（土） 

     ※申請は随時受付。ただし、財団の予算がなくなり次第、終了。 

 

問 合 せ：一般財団法人ペガサス財団 事務局 

     TEL：052-623-7083 

 

 

mailto:ecoaction.aichi@gmail.com
https://www.meikei-nhr.co.jp/pegasus/joseikin.html


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

【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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