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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 金井 信宏（かない のぶひろ）さんです。 

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

    近年、プラスチックによる海洋汚染が、世界的に問題となっていま 

   す。河川敷に捨てられたごみや、街中でポイ捨てされたごみは、河川 

   を通して海に流入すると、海洋ごみになります。 

    河川等の水辺では、ごみ清掃、水質・水生生物調査等、市民参加型 

   の活動が数多く実施されています。水辺には、自治体の境目や世代を 

   超えて、地域関係者のパートナーシップを深める力があります。 

    10月は、ラムサール条約登録湿地として地域に親しまれている藤前 

   干潟で、ごみ清掃活動を実施します。ごみの世界を超え、海洋汚染防 

   止、干潟の生物多様性の保全、環境学習、市民活動の活性化等、多く 

   の効果が期待できる取組です。ごみから始める地域づくりの実践は、 

   SDGs達成に大きく貢献しているのです。 

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

 

 

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

第 31 回藤前干潟クリーン大作戦 

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

31 回目となる 2019 年秋の「藤前干潟クリーン大作戦」が開催されます。 

中堤会場では清掃活動後に「干潟観察会」と「ヨシ植栽を見守る会」も開催 

されます。 

 

開 催 日：2019年 10月 26日（土） 

開催場所：藤前干潟・庄内川 新川河口付近（愛知県名古屋市） 



 

詳  細：https://cleanupfujimae.jimdo.com/ 

 

問 合 せ：藤前干潟クリーン大作戦実行委員会 事務局 

     TEL：090-8421-1037 

     メール：suzuki.1@re.commufa.jp 

 

 

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

地球環境基金助成金説明会 in 中部 & SDGs・地域循環共生圏セミナー 

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

『地球環境基金』の次期・2020年度の助成金の説明会を開催します。 

助成金の応募・申請に関わる個別相談も行います。また、SDGs と地域循環共 

生圏に関わる講演と、SDGs のミニワークショップも開催します。 

 

開催日時：2019年 10月 15日（火）18：00 開場～20：30 

開催場所：ウインクあいち 会議室 905（愛知県名古屋市） 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/4737.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 

 

 

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

ユースと社会人のための ESD（持続可能な開発のための教育）推進ネットワ 

ーク地域フォーラム「世代間交流による SDGs 貢献のための人づくり」 

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

中部地方 ESD 活動支援センターは、ユースと社会人のための ESD推進ネット 

ワーク地域フォーラムを開催いたします。企業 2 社と高校生 4 チームによる取 

組・活動紹介と、世代間交流によるグループワークを実施します。 

 

開催日時：2019年 11月 4日（月・祝）13：30～16：30 

開催場所：ウインクあいち 会議室 1103（愛知県名古屋市） 

プログラム： 

〇話題提供 

https://cleanupfujimae.jimdo.com/
mailto:suzuki.1@re.commufa.jp
http://www.epo-chubu.jp/epo/4737.html
mailto:office@epo-chubu.jp


「世代間協力で実現する SDGs」 

 伊藤恭彦氏（名古屋市立大学副学長） 

〇企業による SDGs の取組紹介 

「2030年も元気な組織であるために～小さな会社が取り組む SDGs～」 

 鳥原久資氏（株式会社マルワ代表取締役社長） 

「カンガルー出勤で変わった社内環境」 

 寺田有希実氏（三承工業株式会社ダイバーシティ推進室室長 女性活躍･ 

 働き方改革担当） 

〇高校生による活動発表 

「人力発電機の製作～若いエネルギーを電気エネルギーに～」 

 愛知県立刈谷工業高等学校自動車部 

「ボランティアから始まった環境保護活動」 

 名古屋経済大学高蔵高等学校理科部 

「命をつなぐ! 弥富の手乗り文鳥よ再び!」 

 愛知県立佐屋高等学校文鳥プロジェクトチーム 

「未利用資源を活用した 6次産業化への取組」 

 愛知県立渥美農業高等学校農業機械部 

〇グループワーク 

「高校生による ESD活動の社会への発信連携を考える」 

 

詳  細： 

https://chubu.esdcenter.jp/hot_topics/chubuesdnetworkforum2019/ 

 

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 

 

 

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

ESD（持続可能な開発のための教育）推進のためのダイアログ in 飯田 

「ユネスコエコパークを活かした ESDによる地域創生」 

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

中部地方 ESD 活動支援センターは、本年度・第 3 回目となる「ESD 推進の 

ためのダイアログ」を長野県飯田市で開催いたします。   

 

開催日時：2019年 11月 16日（土）13：30～16：30 

https://chubu.esdcenter.jp/hot_topics/chubuesdnetworkforum2019/
mailto:office@chubuesdcenter.jp


開催場所：飯田市役所（本庁舎）C棟 3階 C311-313号会議室（長野県飯田市） 

 

プログラム： 

〇講演 1 

「ユネスコエコパーク×ESD：人と自然が共生する持続可能な社会づくり」 

 水谷瑞希氏（信州大学教育学部助教） 

〇講演 2 

「ESD による地域創生のすすめ」 

 阿部治氏（立教大学教授、同 ESD 研究所長、ESD活動支援センター長） 

〇話題提供 1（国内 BR の取組紹介） 

「ユネスコエコパークにおける只見愛の育成と ESDへの期待」 

 齋藤修一氏（只見町ブナセンター長） 

〇話題提供 2（飯田市の取組紹介） 

「学校と地域が協働する ESD for SDGs」 

 村松亮彦氏（飯田市立上村小学校長） 

 田中清一氏（飯田市教育委員会事務局学校教育課教育指導主事） 

〇話題提供 3（飯田市の取組紹介） 

 高校生講座 カンボジア・スタディツアーの取組について（仮） 

 飯田市公民館（調整中） 

〇グループディスカッション 

「ユネスコエコパークの理念を活用した ESD視点による地域づくり」 

 

詳  細： 

https://chubu.esdcenter.jp/hot_topics/esddialogueiniidasouthernalpsbr/ 

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 

 

 

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

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 飯山 

「信州の地域循環共生圏づくりと協働取組」 

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

EPO中部は、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 飯 

山「信州の地域循環共生圏づくりと協働取組」を長野県飯山市で開催します。 

 

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


開催日時：2019年 11月 23日（土・祝）12：00～15：00 

開催場所：なべくら高原森の家（長野県飯山市） 

プログラム： 

〇講演｢多様な協働による事業創造に向けて」 

 講師：島岡未来子氏（早稲田大学政治経済学術院教授） 

〇地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業に選定された長野県内団体に 

 よる取組紹介 

 1) 長野県根羽村：流域は一つ「運命共同体」（矢作川流域） 

 2) 一般社団法人スマート・テロワール協会：北信スマートテロワール 

   ～美しく・個性的で・豊穣な地域自給圏を目指して（北信地域） 

〇協働事例の紹介 

 1) 飯山林福連携事業と「飯山ログファイヤー」の紹介 

   里山ウェルネス研究会 

 2) 協働による里山活用プロジェクト「森カフェ」の紹介 

   山田勇氏（NPOわおん／EPO 中部・協働コーディネーター） 

〇｢森カフェ｣で交流会&なべくら高原森の家による「木のクラフト」ワーク 

 ショップ 

 

詳  細：http://www.epo-chubu.jp/epo/4852.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 

 

 

┏━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ♪ も く じ ♪       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【イベント情報】 

1. 【長野】【岐阜】アクティブ･レンジャー国立公園写真展 

2. 【三重】横山トワイライトカフェ 

3. 【長野】安曇野環境フェア 2019 

4. 【愛知】「わくわくランド渥美半島」フィールドエコツアー 

5. 【長野】第 32回うえだ環境フェア（消費生活展） 

6. 【愛知】第 6回三河湾大感謝祭～三河湾環境再生プロジェクト～ 

http://www.epo-chubu.jp/epo/4852.html
mailto:office@epo-chubu.jp


7. 【愛知】NPO の資金調達まるわかりセミナー 

8. 【愛知】錦二丁目地区 SDGsネットワークフォーラム 

9. 【岐阜】第 13回えな環境フェア 

10.【長野】高原の都市（まち）エコフェスタ 2019 

11.【三重】未来へつなぐシンポジウム 

  未来へつなぐ活動～多様な分野で語る三重県から地域から～ 

12.【長野】信州環境カレッジ×長野県 NPOセンター協働講座 

  「SDGs de 地方創生」カードゲーム体験 

13.【長野】「学校の森・子どもサミット」 

14.【愛知】第 3回あいち海上の森フォーラム 2019 

  「SDGsに関するシンポジウム」 

15.【愛知】愛知県気候変動適応講演&ワークショップ 

16.【愛知】COP10 おりがみプロジェクト タイムカプセル開封記念イベント 

17.【富山】地域における SDGs実践セミナー2019 

18.【愛知】エコツアー 渥美を学び、渥美を食べよう! 

   「海水からミネラルたっぷりの塩を作ろう!」 

19.【愛知】「海上の森収穫感謝祭」 

 

【藤前干潟関連イベント】 

1. 【愛知】藤前干潟ふれあい事業 藤前干潟の音カフェ 

2. 【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」 

3. 【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～」 

4. 【愛知】藤前活動センター 干潟体験 

5. 【愛知】藤前干潟ふれあい事業 パートナーシップ事業 

 

【募集情報】 

1. 【締切間近】第 5回全国ユース環境活動発表大会 募集 

2.  日本自然保護大賞 2020 募集 

3.  公益信託経団連自然保護基金「2020年度支援プロジェクト」募集 

4.  第 29回地球環境大賞 募集 

5.  子どもゆめ基金助成金 一次募集 

6.  北陸ろうきん NPO 助成金制度 募集【富山・石川・福井】 

7. 「あいち・なごやの自然・生きもの」フォトコンテスト【愛知】 

8.  使い捨てプラスチックの削減に関する取組提案 募集【愛知】 

9.  日本財団 2020 年度助成事業（通常募集） 



10. コスモ石油エコカード基金 募集 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪イベント情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【長野】【岐阜】アクティブ･レンジャー国立公園写真展 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境省信越自然環境事務所では、「アクティブ・レンジャー国立公園写真展」 

を開催しています。上信越高原国立公園、妙高戸隠連山国立公園、中部山岳 

国立公園の 3公園で活動するアクティブ・レンジャーが、日々の業務で撮影し 

た数多くの写真から厳選して展示します。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/post_78.html 

 

《長野県松本市開催》 

 開催期間：2019年 10月 2 日（水）～11 月 13日（水） 

 開催場所：上高地インフォメーションセンター 2階（長野県松本市） 

      https://www.kamikochi.or.jp/article/show/36 

 開館時間：8：00～16：00（無休） 

 問 合 せ：上高地管理官事務所 

      TEL：0263-95-2032 

 

《岐阜県高山市開催》 

 開催期間：2019年 11月 20 日（水）～2020 年 1月 31 日（金） 

 開催場所：新穂高ロープウェイ しらかば平駅 

      高原の画廊「飛騨乃風」（岐阜県高山市） 

      http://shinhotaka-ropeway.jp/ 

 開館時間：9：15～15：45（無休） 

 問 合 せ：中部山岳国立公園管理事務所 

      TEL：0263-94-2024 

 

 

┏━┓ 

http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2019/post_78.html
https://www.kamikochi.or.jp/article/show/36
http://shinhotaka-ropeway.jp/


┃２┃【三重】横山トワイライトカフェ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中部地方環境事務所は、伊勢志摩国立公園の展望地「横山展望台 横山天空 

カフェテラス」で特別イベント「横山トワイライトカフェ」を開催します。 

竹あかりに照らされた天空の舞台で、英虞湾を背景にジャズを楽しむことが 

できます。当日はカフェの営業が午後 8時まで延長されます。 

 

詳  細：http://chubu.env.go.jp/pre_2019/post_46.html 

 

開催日時：2019年 10月 12日（土）17：00～20：00 

開催場所：横山展望台 横山天空カフェテラス（三重県志摩市阿児町鵜方） 

内  容：竹あかりライトアップ、ジャズ生演奏、十三夜（お月見） 

関連イベント（要予約）： 

〔天空ヨガ〕10：30～11：30／参加費 200 円／中学生以上 

〔竹あかり作り〕 

 第 1回 14：30～15：30／参加費 1,000円／小学生・保護者同伴要 

 第 2回 15：30～16：30／参加費 1,300円／中学生以上 

 

問 合 せ：横山ビジターセンター  TEL：0599-44-0567 

 

 

┏━┓ 

┃３┃【長野】安曇野環境フェア 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

安曇野市と安曇野環境市民ネットワークでは、安曇野環境フェアを開催しま 

す。「あづみ野に生きるものたち」をテーマとし、主に「生きもの」につい 

て取り上げます。 

 

詳  細：https://www.city.azumino.nagano.jp/site/ecoplan/24973.html 

 

開催日時：2019年 10月 12日（土）9：30～16：00 

     2019年 10月 13日（日）9：00～16：00 

開催場所：堀金総合体育館（長野県安曇野市） 

内  容： 

〇生きものシンポジウム（基調講演・パネルディスカッション）〔13日〕 

〇環境活動発表会、パネル展示、体験ブース〔12 日・13 日〕 

http://chubu.env.go.jp/pre_2019/post_46.html
https://www.city.azumino.nagano.jp/site/ecoplan/24973.html


〇信州環境カレッジ×よしもと SDGs漫才&クイズ〔12 日〕 

〇安曇野市×環境省 水の天使とスゴロクで遊ぼう〔12 日〕  など 

 

問 合 せ：安曇野市環境課環境政策係 

     TEL：0263-71-2492  FAX：0263-72-3176 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】「わくわくランド渥美半島」フィールドエコツアー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県東三河総局では、福江高等学校の観光ビジネスコースの生徒と愛知県 

地域環境リーダーが企画する渥美半島フィールドエコツアーを開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa/atsumi-ecotour.html 

 

開催日時：2019年 10月 19日（土）、26 日（土）8：30～17：30 頃 

     どちらか 1 日の参加になります。 

コ ー ス：豊橋駅前発→東三河総合庁舎発→いらごさららパーク→伊良湖岬 

     →椿の SATOYAMA→豊橋駅前着→東三河総合庁舎着 

対 象 者：愛知県内在住・在勤者（中学生以下の方は保護者の同伴が必要） 

定  員：両日とも 30名（定員になり次第受付終了） 

 

問 合 せ：愛知県東三河総局県民環境部環境保全課 

     TEL：0532-35-6113 

     公益社団法人東三河地域研究センター（受託機関・申込先） 

     TEL：0532-21-6647  FAX：0532-57-3780 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【長野】第 32回うえだ環境フェア（消費生活展） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

上田市は、「エシカル消費について考えよう」をテーマにうえだ環境フェア 

を開催します。環境や消費生活に関する情報を、多くの皆さんにお知らせし 

ます。 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa/atsumi-ecotour.html


詳  細： 

http://www.city.ueda.nagano.jp/seikan/kurashi/kankyo/joho/27.html 

 

開催日時 2019年 10月 19日（土）10：00～14：30 

開催場所：上田創造館（長野県上田市） 

内  容： 

〇展示と発表：環境や消費生活について知ろう! 

〇スタンプラリー：スタンプを集めて景品ゲット! 

〇フリーマーケット：地球にやさしくお買い物! 

 

問 合 せ：上田市役所生活環境部生活環境課 

     TEL：0268-22-4140 

 

 

┏━┓ 

┃６┃【愛知】第 6回三河湾大感謝祭～三河湾環境再生プロジェクト～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県では、多くの県民の皆様に三河湾に関心を持っていただくとともに、 

持続可能な開発目標（SDGs）の一つである「海の豊かさを守ろう」を始めと 

する SDGsの理念を発信するため、碧南市の大浜漁港において、第 6 回三河湾 

大感謝祭を開催します。 

 

詳  細： 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/2019mikawawan-kansyasai.html 

 

開催日時：2019年 10月 20日（日）9：00～15：00 

開催場所：大浜漁港（愛知県碧南市築山町 1-70） 

内  容： 

《ステージ》…セレモニー、三河湾環境トークショー、ミニライブ など 

《広 場 等》…アサリ詰め放題、マイエコバッグづくり、体験型ブースやクイ 

       ズラリー など 

 

問 合 せ：愛知県環境局生活環境地盤対策室 

     TEL：052-954-6220 

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

 

http://www.city.ueda.nagano.jp/seikan/kurashi/kankyo/joho/27.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/2019mikawawan-kansyasai.html
mailto:seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp


 

┏━┓ 

┃７┃【愛知】NPO の資金調達まるわかりセミナー 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地域の未来・志援センターは、社会課題に向き合う活動団体のための「NPOの 

資金調達まるわかりセミナー」を開催します。多様な活動を支援する助成制 

度や新しい資金調達法の方法を 1日で知るチャンスです。助成金制度の説明、 

申請書の書き方講座、各助成団体への個別相談などが予定されています。 

 

詳  細：http://c-mirai.org/ 

 

開催日時：2019年 10月 20日（日）10：00～16：30 

開催場所：岡崎市図書館交流プラザ 会議室 301（愛知県岡崎市） 

参 加 費：500円（資料代） 

申込締切：2019年 10月 16日（水） 

 

問 合 せ：NPO法人地域の未来・志援センター 

     TEL：052-936-3213  FAX：052-982-9089 

     メール：office@c-mirai.org 

 

 

┏━┓ 

┃８┃【愛知】錦二丁目地区 SDGsネットワークフォーラム 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

錦二丁目まちづくり協議会では、この地域で活動している企業や団体ととも 

に、SDGs について理解を深め、互いの取り組みを共有し、地域として一体的 

に SDGsへの取り組みの姿勢を発信するためのフォーラムを開催します。 

 

詳  細：https://www.facebook.com/nishiki2lcd/ 

 

開催日時：2019年 10月 23日（水）13：30～16：30 

開催場所：ホテル名古屋ガーデンパレス 2 階「鼓」（愛知県名古屋市） 

基調講演：戸成 司朗 氏（一般社団法人中部 SDGs推進センター代表理事） 

参 加 費：2,000 円（資料代） 

申込締切：開催日の前日まで（事前申込制） 

 

http://c-mirai.org/
mailto:office@c-mirai.org
https://www.facebook.com/nishiki2lcd/


問 合 せ：錦二丁目エリアマネジメント株式会社 

     メール：nishiki2sdgs@gmail.com 

 

 

┏━┓ 

┃９┃【岐阜】第 13回えな環境フェア 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

恵那市では、環境について楽しく学べる「第 13回えな環境フェア」を開催し 

ます。今回のテーマは『やろまい!「川でつながる私たち」～源流恵那から 

下流藤前干潟へ～』です。 

 

詳  細：https://www.city.ena.lg.jp/annai/20191026kankyofair/ 

 

開催日時：2019年 10月 26日（土）9：30～15：30 

開催場所：恵那市市民会館とその周辺（岐阜県恵那市） 

内  容： 

〇体験コーナー…顕微鏡でプランクトン観察、間伐材でマイ箸づくり、生き 

 物のふれあい体験など 

〇無料配布…有機バイオ肥料で作った野菜たっぷりの豚汁、古本の無料配布 

〇電気自動車、水素自動車、パッカー車の展示・試乗  など 

 

問 合 せ：えな環境フェア実行委員会事務局（恵那市環境課） 

     TEL：0573-26-2111（内線 209）  FAX：0573-25-8204 

 

 

┏━┓ 

┃10┃【長野】高原の都市（まち）エコフェスタ 2019 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

環境について考えるイベント「高原の都市（まち）エコフェスタ 2019」が開 

催されます。「みんなで考え未来につなげよう私たちのまち」をテーマに、 

体験イベントや各種団体の活動発表展示などが予定されています。 

 

詳  細： 

https://www.city.chino.lg.jp/uploaded/attachment/10488.pdf 

 

開催日時：2019年 10月 26日（土）正午～16：00 

mailto:nishiki2sdgs@gmail.com
https://www.city.ena.lg.jp/annai/20191026kankyofair/
https://www.city.chino.lg.jp/uploaded/attachment/10488.pdf


開催場所：茅野市民館（長野県茅野市） 

 

問 合 せ：茅野市美サイクルセンター 

     TEL：0266-72-2905  FAX：0266-71-1634 

 

 

┏━┓【三重】未来へつなぐシンポジウム 

┃11┃ 未来へつなぐ活動～多様な分野で語る三重県から地域から～ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

四日市大学エネルギー環境教育研究会は、未来へつなぐシンポジウムを開催 

します。SDGsを難しく考えるのではなく、多様な分野からの活動事例、さら 

には連携により地域で生まれた変化を学び、改めてその意義を考えアクショ 

ンをおこすきっかけとします。 

 

詳  細：http://www.yokkaichi-ene.com/2019/09/16/future/ 

 

開催日時：2019年 10月 27日（日）13：00～16：00（開場 12：30） 

開催場所：四日市大学 8号館（シンポジウム会場：2階） 

定  員：100名（先着順・要事前申込） 

内  容： 

〇基調講演「SDGs（持続可能な開発目標）の最新動向」 

 西田 清紀 氏（環境省中部地方環境事務所環境対策課） 

〇多様な分野（企業・地区・団体・大学など）における取組紹介 

〇いつまでも輝く地球へ 

〇三重県から地域から持続可能な社会に向けて 

〇展示、販売コーナーなど 

 

問 合 せ：一般社団法人四日市大学エネルギー環境教育研究会 事務局 

     TEL：090-5860-7521 

 

 

┏━┓【長野】信州環境カレッジ×長野県 NPOセンター協働講座 

┃12┃「SDGs de 地方創生」カードゲーム体験 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

信州環境カレッジと長野県 NPOセンターは、SDGs と地方創生の文脈を掛けあわ 

せた体験型シミュレーションゲームを通して SDGsの考え方を学ぶ協働講座を 

http://www.yokkaichi-ene.com/2019/09/16/future/


開催します。 

 

詳  細： 

https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/wp/wp-

content/uploads/2019/08/560b156c35488923c1e36b507b1d8272.pdf 

 

開催日時：2019年 11月 2日（土）9：00～12：00 

開催場所：松本国際高等学校 楓ホール（長野県松本市） 

対  象：高校生、大学生 

申込期限：2019年 10月 28日（月） 

 

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 

 

 

┏━┓ 

┃13┃【長野】「学校の森・子どもサミット」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

学校の森・子どもサミット実行委員会は、森林を活用した子育てや教育に取 

り組む関係者が全国から集まる「学校の森・子どもサミット」を伊那市で開 

催します。 

 

詳  細：http://midorina.jp/summit/ 

 

開催日時：2019年 11月 2日（土）13：30～17：00（受付開始 12：00～） 

開催場所：伊那市立伊那西小学校（長野県伊那市） 

主な内容： 

【第 1部】「子どもサミットのこれまで」 

【第 2部】 トークセッション「森で起きたこと・森と触れる効能」 

【第 3部】「森がぼくらの教室だ」…伊那市の取組と未来への提案（映像で 

     紹介）、ミニコンサート 

申込締切：2019年 10月 18日（金） 

 

問 合 せ：学校の森・子どもサミット実行委員会事務局 

     伊那市ミドリナ委員会（伊那市役所 50年の森林推進室内） 

https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/560b156c35488923c1e36b507b1d8272.pdf
https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/560b156c35488923c1e36b507b1d8272.pdf
mailto:shinshu-ecollege@nace-portal.jp
http://midorina.jp/summit/


     TEL：0265-78-4111（内線 2416） 

     メール：kodomosummit@midorina.jp 

 

 

┏━┓【愛知】第 3回あいち海上の森フォーラム 2019 

┃14┃「SDGsに関するシンポジウム」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

あいち海上の森フォーラムでは、「SDGs における生物多様性・生態系保全」 

をテーマに、自然保護の団体・有識者・企業・市民団体など、幅広い視点か 

ら議論するシンポジウムを開催します。 

 

詳  細：https://www.facebook.com/kaisyoforum/ 

 

開催日時：2019年 11月 10日（日）13：00～16：00 

開催場所：ウインクあいち 13階 1303会議室 

 

問 合 せ：あいち海上の森フォーラム実行委員会 事務局 

     FAX：0584-51-2378 

     メール：kaisyoforum@yahoo.co.jp 

 

 

┏━┓ 

┃15┃【愛知】愛知県気候変動適応講演&ワークショップ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県環境調査センター（愛知県気候変動適応センター）は、気候変動の影 

響に対処し、被害を防止・軽減するため、現状を把握し、愛知県における気 

候変動適応を一層推進することを目的として、「愛知県気候変動適応講演& 

ワークショップ」を開催します。 

 

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

 

開催日時：2019年 11月 13日（水）13：30～16：30（13：00開場） 

開催場所：名古屋都市センター ホール（愛知県名古屋市） 

内  容： 

〇講演：気候変動への適応～身近な変化と世界の動き～ 

 講師：杉山範子（名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研 

mailto:kodomosummit@midorina.jp
https://www.facebook.com/kaisyoforum/
mailto:kaisyoforum@yahoo.co.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/event.html


    究センター特任准教授） 

〇ワークショップ：衣・食・住を始めとした暮らし・身の回りの変化につい 

 て、グループ（6 名程度）で話し合っていただき、発表していただきます。 

申込締切：2019年 11月 5日（火） 

 

問 合 せ：愛知県気候変動適応センター 

     （愛知県環境調査センター企画情報部内） 

     TEL：052-910-5489  FAX：052-991-6241 

     メール：kankyo-c@pref.aichi.lg.jp 

 

 

┏━┓【愛知】COP10 おりがみプロジェクト 

┃16┃ タイムカプセル開封記念イベント 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

2010年生物多様性条約 COP10 前後で集められたおりがみメッセージを詰め東山 

動植物園に埋設したタイムカプセルの開封に合わせて、IUCN親善大使イルカさ 

んをお招きし、生物多様性の普及のためにイベントを開催します。 

東山で人気の動物達をおりがみで折ることが出来るだけでなく、午後には大き 

な竹紙おりがみで、「おおきなおおきなキリン」を折ります! 

 

詳  細：http://www.cop10-origami.com/ 

 

開催日時：2019年 11月 16日（土）10：30～15：00 

開催場所：名古屋市東山動植物園 植物園お花畑・動物会館レクチャーホール 

     （千種区東山元町 3-70） 

参 加 費：無料（入園料は別途） 

 

問 合 せ：IUCN-Jおりがみアクション事務局 

     TEL：03-3553-4109 

 

 

┏━┓ 

┃17┃【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。 

mailto:kankyo-c@pref.aichi.lg.jp
http://www.cop10-origami.com/


今回は「同時解決事業」をテーマに取り上げ事例と共に学びます。 

 

詳  細：https://www.pectoyama.org/post/sdgslocalizeseminor2019_toyama 

 

開催日時：2019年 11月 28日（木）13：30～16：30 

開催場所：立山黒部ジオパーク交流施設 わくわく広場うなジオ 

     （富山県黒部市） 

内  容：基調講演「グリーンダウンプロジェクトと SDGs」 

     事例紹介「地域内エコシステム＠宇奈月」 

     グループワーク 

     「My同時解決事業～それぞれの事業プランを生み出してみる～」 

     懇親会（希望者のみ・参加費 2,000円） 

申込締切：2019年 11月 20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 

 

 

┏━┓【愛知】エコツアー 渥美を学び、渥美を食べよう! 

┃18┃「海水からミネラルたっぷりの塩を作ろう!」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

亀の子隊では、渥美半島の海の現状や渥美半島のよさを知ってもらうことを 

目的になごや環境大学と連携してエコツアーを開催します。今回は、ミネラ 

ルいっぱいの塩づくりをしながら休暇村伊良湖で BBQを行います。 

 

詳  細：https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19s/co05.html 

 

開 催 日：2019年 11月 24日（日） 

集合・解散：名古屋駅 新幹線 太閤口噴水前 

      〔7：45集合／18：00名古屋着予定〕 

参 加 費：人数等により異なります。詳細でご確認ください。 

申込締切：2019年 11月 10日（日） 

 

問 合 せ：環境ボランティアサークル亀の子隊 

     TEL：090-9123-7983  FAX：0531-23-0581 

     メール：yoshiharu@kamenoko.org 

https://www.pectoyama.org/post/sdgslocalizeseminor2019_toyama
mailto:info@pectoyama.org
https://www.n-kd.jp/calendar/lineup/koza19s/co05.html
mailto:yoshiharu@kamenoko.org


 

 

┏━┓ 

┃19┃【愛知】「海上の森収穫感謝祭」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

あいち海上の森フォーラムでは、「海上の森収穫感謝祭」の参加者を募集し 

ています。餅つき、芋鍋や焼き芋づくりを体験し、ご馳走をいただきながら 

里山・里の恵みを学び、考えます。 

 

詳  細：https://www.facebook.com/kaisyoforum/ 

 

開催日時：2019年 11月 24日（日）10：00～14：00 

集合場所：「海上の森」（愛知県瀬戸市）入り口駐車場（9：30までに集合） 

参 加 費：500円（小学生は 300円） 

申込締切：2019年 10月 30日（水） 

 

問 合 せ：あいち海上の森フォーラム実行委員会 事務局 

     FAX：0584-51-2378 

     メール：kaisyoforum@yahoo.co.jp 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

          ♪藤前干潟関連イベント♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓ 

┃１┃【愛知】藤前干潟ふれあい事業 藤前干潟の音カフェ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【音でえがく藤前干潟】 

干潟の音楽会で、楽しいひとときを過ごしませんか? 

藤前干潟にやってくる渡り鳥のルートのことや、そんな鳥たちがすんでいる、 

オーストラリアやアフリカなどの音楽を生演奏でお楽しみいただきます。 

 

開催日時：2019年 11月 16日（土）13：30～15：30 

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） 

対  象：どなたでも 

https://www.facebook.com/kaisyoforum/
mailto:kaisyoforum@yahoo.co.jp


参 加 費：無料 

定  員：20～30名 

申込締切：2019年 11月 6日（水）応募者多数の場合は抽選 

 

申込・問合せ：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 

 

 

┏━┓ 

┃２┃【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」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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 

┃３┃「藤前干潟のものがたり～藤前干潟・歴史旅～」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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） 

 

mailto:WB-NAGOYA@env.go.jp


問 合 せ：藤前活動センター 

     TEL：052-309-7260 

 

 

┏━┓ 

┃４┃【愛知】藤前活動センター 干潟体験 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【石ころ干潟観察会～干潟の生きものと漂着物を調べてみよう～】 

石ころ干潟で生きものを探してみよう! 

干潟にはいろんな漂着物も流れ着きます。どんなものがあるでしょうか。 

 

開催日時：2019年 11月 10日（日）10：00～12：30 

開催場所：藤前活動センター（名古屋市港区藤前 2-101） 

対  象：一般（幼児～大人） 

参 加 費：大人 200円、子ども 100 円、幼児無料 

定  員：20名（先着順） 

申  込：2019年 10月 27日（日）から受付開始（下記、問合先まで） 

 

問 合 せ：藤前活動センター 

     TEL：052-309-7260 

 

 

┏━┓ 

┃５┃【愛知】藤前干潟ふれあい事業 パートナーシップ事業 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【渡り鳥調査隊】 

藤前干潟は渡り鳥の飛来地として有名な場所です。 

秋には多くの鳥がやってきて賑やかになります。 

そんな秋の渡り鳥をじっくり観察し、また、鳥の調査ってどんなことをするの? 

と言う体験も出来るイベントです。 

 

開催日時：2019年 11月 16日（土）10：00～12：00 

開催場所：名古屋市野鳥観察館（名古屋市港区野跡 4-11-2） 

対  象：一般（幼児～大人） 

参 加 費：無料 

定  員：要確認 



申  込：事前連絡があると良い（当日申込可） 

 

問 合 せ：名古屋市野鳥観察館 

     TEL：052-381-0160 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

                          ♪募集情報♪ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┓  

┃１┃【締切間近】第 5回全国ユース環境活動発表大会 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

全国ユース環境ネットワークでは、ユース世代の環境活動を促進するための 

事業の一環として、「全国ユース環境活動発表大会」を開催しています。 

今年度も全国 8 か所で地方大会を開催します。 

 

詳  細：https://www.erca.go.jp/jfge/youth/challenge/ear_05.html 

 

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」に関わる活動であり「持続可能な開発目標（SDGs）」 

     の目標達成にも資する活動 

応募締切：2019年 10月 15日（火）18：00 必着 

 

〔中部地方大会〕 

開 催 日：2019年 12月 8日（日） 

開催場所：TKPガーデンシティ PREMIUM 名古屋新幹線口（愛知県名古屋市） 

 

問 合 せ：独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 

     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 

 

 

┏━┓  

https://www.erca.go.jp/jfge/youth/challenge/ear_05.html
mailto:youth@erca.go.jp


┃２┃日本自然保護大賞 2020 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人日本自然保護協会が主催する「日本自然保護大賞」では、自然 

保護と生物多様性保全に貢献した、子どもから大人までのすべての個人と団 

体、企業、自治体の優れた取組を表彰します。 

 

詳  細：https://www.nacsj.or.jp/award/ 

 

応募部門： 

〔保護実践部門〕…市民、大学生、専門家、企業、行政などがそれぞれの立 

 場と特性を活かし、具体的な自然保護の実績をあげた活動、研究 

〔教育普及部門〕…自然観察をはじめ、広く自然保護を目的とした教育・普 

 及活動 

〔子ども・学生部門〕…小学生から高校生まで、子どもが主体的に取り組ん 

 だ活動、研究 

 

応募締切：2019年 10月 31日（木）必着 

 

問 合 せ：公益財団法人日本自然保護協会 日本自然保護大賞担当 

     TEL：03-3553-4101  FAX：03-3553-0139 

     メール：award@nacsj.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃３┃公益信託経団連自然保護基金「2020 年度支援プロジェクト」募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益信託経団連自然保護基金では、アジア太平洋地域を主とする開発途上地 

域における自然環境の保全に関する非営利の民間組織が行うプロジェクトや、 

わが国のすぐれた自然環境保全のために行う保護活動、及び持続可能な活用 

に関するプロジェクトに対する助成を行っています。 

 

詳  細：https://www.keidanren.net/kncf/fund/project/ 

 

助成対象活動： 

(1) 開発途上地域の自然保護活動 

(2) 日本国内の野生動植物の保護繁殖活動 

https://www.nacsj.or.jp/award/
mailto:award@nacsj.or.jp
https://www.keidanren.net/kncf/fund/project/


(3) 日本国内の自然保護活動 

助成期間：2020年 4月 1日～2021年 3月 31日（1年間） 

応募締切：2019年 12月 2日（月）17：00（※日本時間／Web申請） 

 

問 合 せ：公益信託経団連自然保護基金 

     〔受託者〕 

     三井住友信託銀行株式会社 個人資産受託業務部 公益信託グループ 

     TEL：03-5232-8910  FAX：03-5232-8919 

     メール：charitabletrust@smtb.jp 

 

 

┏━┓  

┃４┃第 29 回地球環境大賞 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地球環境大賞顕彰制度は、地球温暖化防止や循環型社会の実現に寄与する新 

技術・新製品の開発、環境保全活動・事業の促進や、21 世紀の社会システム 

の探求、地球環境に対する保全意識の一段の向上を目的としています。 

環境保全に貢献する企業、団体等を募集しています。 

 

詳  細：http://www.fbi-award.jp/eco/sinsa/ 

 

応募資格：企業、自治体、学校、市民グループ（環境問題に取り組む任意団 

     体、NGO、NPO など） 

応募期限：2019年 10月 31日（木）必着 

 

問 合 せ：地球環境大賞顕彰制度 主管事務局 

     日本工業新聞社（フジサンケイビジネスアイ） 

     TEL：03-3273-6102  FAX：03-3241-4999 

     メール：eco@sankei.co.jp 

 

 

┏━┓  

┃５┃子どもゆめ基金助成金 一次募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

子どもゆめ基金は国と民間が協力して子どもの体験・読書活動などを応援し、 

子どもの健全育成の手助けをする基金です。令和 2年度助成活動の募集を開始 

mailto:charitabletrust@smtb.jp
http://www.fbi-award.jp/eco/sinsa/
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しました。 

 

詳  細：https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html 

 

対象団体：次に該当する団体で、当該団体が自ら主催し、子どもの健全な育 

成を目的に子どもの体験活動や読書活動の振興に取り組む団体 

対象活動： 

(1) 子どもを対象とする体験活動（自然体験活動、科学体験活動、交流を目 

 的とする活動、社会奉仕体験活動、職場体験活動、総合・その他の体験活 

 動）や読書活動 

(2) 子どもを対象とする体験活動や読書活動を支援する活動（フォーラム等 

 普及活動、指導者養成） 

申請期限：〔郵送申請〕2019 年 11月 12 日（火）消印有効 

     〔電子申請〕2019年 11月 26日（火）17：00 

 

問 合 せ：独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課 

     フリーダイヤル：0120-579081（平日 9：00～17：45） 

     TEL：03-5790-8117・8118  FAX：03-6407-7720 

     メール：yume@niye.go.jp 

 

 

┏━┓  

┃６┃北陸ろうきん NPO 助成金制度 募集【富山・石川・福井】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

北陸ろうきんでは、NPO・ボランティア団体を対象に助成金制度による支援を 

行っています。 

 

詳  細：http://hokuriku.rokin.or.jp/csr/npo_subsidy.html 

 

助成対象：NPO法人、任意団体（NPO団体、ボランティア団体等） 

     ※北陸 3県内に主たる事務所を有していること（その他条件有） 

活動内容：〇自発的・非営利的活動で公共性のある活動 

     〇北陸 3県内での活動 

     〇北陸労働金庫と共通の目的意識を有し、相互に協力・協調でき 

      るような活動 など 

     ※その他は詳細でご確認ください。 

https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html
mailto:yume@niye.go.jp
http://hokuriku.rokin.or.jp/csr/npo_subsidy.html


助成金額：300万円（2019 年度の助成金総額） 

     1 団体への助成金額は 30万円を上限 

応募締切：2019年 10月 31日（木） 

 

問 合 せ：北陸労働金庫 経営企画部 

     TEL：076-231-2165  FAX：076-222-7048 

     メール：s-kikaku@hokuriku.rokin.or.jp 

 

 

┏━┓  

┃７┃「あいち・なごやの自然・生きもの」フォトコンテスト【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

愛知県と名古屋市は、「国連生物多様性の 10 年（2011 年から 2020年まで）」の 

最終年に向け、愛知県内で撮影した自然や生きものの写真を対象としたフォト 

コンテストを実施します。優秀な作品は、来年 1 月に名古屋国際会議場で開催 

する「未来へつなぐ『国連生物多様性の 10年』せいかリレーキックオフイベ 

ント」で展示させていただくほか、受賞者には素敵な賞品も用意しています。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000120851.html 

 

募集テーマ：「あいち・なごやの自然・生きもの」美しい自然、大好きな風景、 

      力強く生きる生きもの、自然のめぐみ等々、愛知県内で撮影した 

      写真を募集します。 

応募締切：2019年 11月 20日（水） 

 

問 合 せ：愛知県環境局環境政策部自然環境課  TEL：052-954-6475 

     名古屋市環境局環境企画部環境企画課 TEL：052-972-2698 

     フォトコンテスト事務局〔運営会社（株）オン・アース〕 

     TEL：090-9946-6446 

     メール：photo＠onearth.biz 

 

 

┏━┓  

┃８┃使い捨てプラスチックの削減に関する取組提案 募集【愛知】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

名古屋市は、プラスチックによる海洋汚染の問題の解決に向け、今後、市民・ 

mailto:s-kikaku@hokuriku.rokin.or.jp
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事業者の皆様と名古屋市が共に取り組んでいくため、使い捨てプラスチック 

を削減するアイデアを募集します。 

 

詳  細：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000120786.html 

 

応募者要件：市民団体、NGO/NPO 団体、大学、専門学校、高等学校、個人（市 

      内外不問。ただし、団体の場合、構成員に株式会社などの営利 

      企業を含まないこと） 

募集内容：2 部門でアイデアを募集。優秀なアイデアは表彰・副賞を進呈。 

(1) ライフスタイル部門…使い捨てプラスチックを使わないライフスタイル 

   を実践するアイデアを募集 

(2) プロダクトデザイン部門…日常生活で使用する使い捨てプラスチック商 

    品・容器包装で、プラスチックを使用しないデザインや設計についてア 

    イデアを募集 

募集締切：2019年 11月 29日（金） 

 

問 合 せ：2R推進実行委員会事務局（名古屋市環境局減量推進室内） 

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

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

         a2398-02@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp（応募先） 

 

 

┏━┓  

┃９┃日本財団 2020年度助成事業（通常募集） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本財団では、複雑化した社会で直面する様々な課題を解決するため、「み 

んながみんなを支える社会」を目指し、幅広い分野で助成による支援を行っ 

ています。 

 

詳  細： 

https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/common 

 

対象団体：日本国内にて次の法人格を取得している団体 

一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、 

NPO 法人（特定非営利活動法人）、任意団体（ボランティア団体など）など 

非営利活動・公益事業を行う団体 

http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000120786.html
mailto:a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
mailto:a2398-02@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp（応募先
https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/common


対象事業〔2020 年度 支援の柱〕： 

1. 海や船に関する事業 

  (1) 海と船の研究 (2) 海をささえる人づくり (3)海の安全・環境をまもる 

 (4) 海と身近にふれあう (5) 海洋教育の推進 

2. 社会福祉、教育、文化などの事業 

 (1) あなたのまちづくり（つながり、支えあう地域社会） 

 (2) みんなのいのち（一人ひとりを大事にする地域社会） 

 (3) 子ども・若者の未来（人を育み、未来にわたす地域社会） 

 (4) 豊かな文化（豊かな文化を培う地域社会） 

応募締切：2019年 10月 31日（木）17：00 まで 

     ※インターネットによる申請のみ 

 

問 合 せ：公益財団法人日本財団 

     TEL：03-6229-5111  FAX：03-6229-5110 

 

 

┏━┓  

┃10┃コスモ石油エコカード基金 募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

コスモ石油エコカード基金では、石油エネルギーと関連の深い「地球温暖化 

問題」をテーマとし、国内外の環境修復と保全を行うプロジェクトに助成を 

しています。2020年 4 月からスタートする新しいプロジェクトを公募します。 

 

詳  細：https://ceh.cosmo-oil.co.jp/kankyo/eco/info/index.html 

 

対象地域：国内及び海外（場所は問いません） 

     ※海外の場合は日本国内に事務所があること 

助成対象団体： 

〇エコカード基金の趣旨・方針にご賛同いただける団体であること 

〇特定非営利活動法人として認可されている等、体質が健全であること 

〇原則として 1 年以上の活動実績があること 

助成対象：地球温暖化をはじめとする気候変動防止、抑制に資する地球環境 

     保全活動、啓発活動 

助成金額：上限 200万円／年 

募集期限：2019年 12月 15日（日） 

 

https://ceh.cosmo-oil.co.jp/kankyo/eco/info/index.html


問 合 せ：コスモ石油エコカード基金事務局 

     TEL：03-3798-3101 

 

 

 

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

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