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環境講座の開催
千葉県では、
「持続可能な社会づくりに向けて、豊かな感受性を育み、問題解決力を身につけ、主体的に行動で
きるひとづくり」をめざした環境学習を推進しており、その一環として、県民を対象に環境講座を実施していま
す。
子どもから大人、環境学習指導者を目指す人を対象として、環境や環境問題の現状について関心を高め、理解
を深めるとともに、環境学習・環境保全活動を推進する人材の育成を行うことを目的とし、平成２9 年度は以下
の各講座を実施します。
いずれの講座も参加費は無料ですが、事前に申し込みが必要です。
広く県民の皆様の参加をお待ちしています。
＜申し込み方法＞
E-mail または往復はがきに、(1)参加希望講座名、(2)参加者氏名・全員（ふりがな）
、(3)性別、(4)年齢、
(5)自宅の連絡先（住所・電話（携帯）
・E-mail 等）を記入して、下記の申し込み先までお送りください。
各回応募締め切りは２週間前（必着）
、定員を超えた場合は抽選とします。
＜申し込み・お問い合わせ先＞ 環境パートナシップちば 千葉県環境講座事務局
〒260-0024 千葉市中央区中央港 1−11−1 (一財)千葉県環境財団業務部 環境活動支援課気付
E-mail kenkouza@kanpachiba.com
TEL 090−8116−4633(桑波田) ※土日・祝日を除く、平日９時から 17 時まで
※ 本事業は、千葉県が環境パートナーシップちばに委託し、実施する事業です。

海辺の生きもの探しの様子（平成 28 年度環境講座「海の生きものと会える日」）
※平成 29 年度に開催する講座の内容については、次頁以降をご覧ください。
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□リーダー養成講座□
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指導者養成講座

環境学習・環境保全活動をすすめるリーダーの養成講座です。
○対象：千葉県在住のリーダーとして活動している人・これからリーダーになる人
◇はじめの一歩～この指とまれ～◇ （初心者向け）
現場体験から団体運営のノウハウ、現場活動の手法を学びます。 【バスツアー】
○日時：9 月２０日（水）9 時～17 時
※ＪＲ津田沼駅集合・解散のバスツアーです。
○講師：八木雄二氏（（特活）東京港グリーンボランティア）
○場所：東京都東京港野鳥公園（東京都大田区）
○定員：40 名

◇スキルアップ講座◇ 〜ひろげよう・つなげよう〜 （中・上級者向け）
第１回 11 月 12 日（日）10 時～16 時
現場体験から環境学習プログラムの組み立て方を学びます。
○講師：小川かほる氏（小川かほる環境教育事務所）
○場所：打瀬ふれあい緑地（千葉市）他
○定員：20 名
第２回 11 月 25 日（土）10 時～16 時
環境活動などの参加を広める情報発信方法を学びます。
○講師：吉田知津子氏（ハンズオン！埼玉副代表理事・広報プランナー）
○場所：千葉市生涯学習センター 研修室 1（千葉市）
○定員：20 名
※「スキルアップ講座」は、２回連続参加が望ましいですが、各回のみの参加も可能です。

■こどもエコクラブサポーター交流会■

体験活動

サポーターの力でお悩み解決！楽しく元気になる交流会です。
○日時：７月 9 日（日）１３時３０分～１６時
○講師：東 尚子氏（こどもエコクラブ全国事務局）
○場所：きぼーる 会議室 4（千葉市）
○定員／対象：３０名／
千葉県内のこどもエコクラブサポーター
■東京湾の人工干潟■

施設見学

東京湾の人工干潟実験場見学とゴミ回収船「べいくりん」について学びます。

【バスツアー】

○日時：７月 24 日（月）9 時～17 時
※ＪＲ津田沼駅集合・解散のバスツアーです。
○講師：国交省横浜港湾空港技術調査事務所所員
千葉港湾事務所所員
○場所：国交省横浜港湾空港技術調査事務所
（神奈川県横浜市）
○定員／対象：40 名／
千葉県在住・在勤・在学の１８歳以上の方 ※保護者同伴で小学４～６年生も参加可
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■親子で施設見学 ～汚れを落とす仕組み～■
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施設見学

お洗濯してキレイになる仕組みを実験などを通して学びます。

【バスツアー】

○日時：７月 28 日（金）12 時３０分～１7 時
※ＪＲ千葉駅集合・解散のバスツアーです。
○講師：ライオン（株）
○場所：ライオン（株）千葉工場（市原市）
○定員／対象：２０組４０名／
千葉県在住の小学１～６年生とその保護者
■夏休み 親子で体験～川・里山で生き物探し～■

自然環境学習

ホタルの水路で生き物探し・藁ないなどの体験をします。

【バスツアー】

○日時：8 月 4 日（金）8 時～17 時 30 分
※ＪＲ千葉駅集合・解散のバスツアーです。
○講師：千葉県いすみ環境と文化のさとセンター職員
○場所：千葉県いすみ環境と文化のさとセンター
（いすみ市）
○定員／対象：２０組４０名／
千葉県在住の小学１～６年生とその保護者
■気象キャスターと体験する「地球温暖化」■

体験活動

地球温暖化の影響と低炭素社会に向けた暮らし方を、お話と実験で知ります。
○日時：８月２３日（水）13 時 30 分～16 時
○講師：池田未来氏
（NPO 法人気象キャスターネットワーク）
○場所：南行徳市民センター 南行徳市民談話室（市川市）
○定員／対象：２０組４０名／
千葉県在住の小学１～６年生とその保護者
■南極の体験を活かした住まいづくり■

施設見学

南極地域観測隊住居棟技術を活かした環境にやさしい住まいづくりを知ります。
○日時：9 月１2 日（火）１2 時〜１7 時３０分
※ＪＲ津田沼駅集合・解散のバスツアーです。
○講師：
（株）ミサワホーム総合研究所所員
○場所：ミサワホーム（株）
MISAWA PARK TOKYO（東京都杉並区）
○定員／対象：40 名／
千葉県在住・在勤・在学の１８歳以上の方
■こども環境会議ちば■

体験活動

千葉県内の「こどもエコクラブ」の子どもたちとの交流、活動発表の場です。
○日時：10 月 9 日（月・祝）9 時 30 分～１2 時 30 分
○講師：こどもエコクラブ全国事務局
○場所：幕張メッセ国際会議場（千葉市）
○対象／定員：千葉県内の「こどもエコクラブ」
で活動する子ども／80 名
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■キノコから見えてくる自然～キノコ探しを体験してみよう～■
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体験活動

キノコの生態系システムと自然環境について、体験を通して学びます。
○日時：１０月 12 日（木）8 時～１7 時

【バスツアー】

※ＪＲ千葉駅集合・解散のバスツアーです。
○講師：吹春俊光氏（千葉県立中央博物館）
坂本文雄氏（ちば千年の森をつくる会）
○場所：君津市豊英
○定員／対象：40 名／
千葉県在住・在勤・在学の１８歳以上の方
■気候変動の適応策―気象防災―■

講演会

気候変動の影響に対応する“適応”を理解し、温暖化防止に向けたヒントを学びます。
○日時：10 月 27 日（金）１３時３０分～１5 時 30 分
○講師：岩谷忠幸氏
（NPO 法人気象キャスターネットワーク副代表）
○場所：千葉市生涯学習センター 大研修室（千葉市）
○定員／対象：60 名／
千葉県在住・在勤・在学の１８歳以上の方
■環境研究センターにおける様々な調査研究等の紹介■

講演会

環境研究センターで最近行った調査研究等について、研究員が紹介する講演会です
○日時：１１月１８日（土）１３時～１５時３０分
○講師：千葉県環境研究センター職員
○場所：船橋市勤労市民センター 第一会議室（船橋市）
○定員／対象：４０名／
千葉県在住・在勤・在学の１８歳以上の方

■化学物質ってなあに？～正しく知ってかしこく暮らそう～■

講演会

私達の暮らしの中の化学物質について、わかりやすく解説します。
○日時：１２月 2 日（土）１4 時～１6 時
○講師：小倉久子氏（元千葉県環境研究センター職員）
○場所：浦安市民プラザ 多目的中ホール（浦安市）
○定員／対象：50 名／
千葉県在住・在勤・在学の１８歳以上の方

■冬鳥に会いに行こう！■

体験活動

手賀沼湖畔で冬鳥を観察し、我孫子市鳥の博物館を見学します。
○日時：1 月 7 日（日） １0 時～１5 時
○講師：我孫子野鳥の会、我孫子市鳥の博物館職員
○場所：手賀沼周辺及び鳥の博物館（我孫子市）
○定員／対象：3０名／
千葉県在住・在勤・在学の１８歳以上の方
ヨシガモ(撮影:浅野利幸)
我孫子市野鳥を守る会 HP から
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