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環境講座の開催 

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 30 年度は以下

の各講座を実施します。 

 広く県民の皆様の参加をお待ちしています。 （※申し込み方法は、4ページをご覧ください。） 

 

 

 

■私たちを包む化学物質を知ろう■ 

あなたはご存知ですか？化学物質の便利さと危険性は背中合わせです。 

○日時：７月 15日（日）14 時～16 時 

○講師：浦野 紘平 氏 

（横浜国立大学名誉教授 

・（有）環境資源システム総合研究所会長） 

○場所：船橋市中央公民館 視聴覚室 

○定員：60名 

○対象：千葉県在住・在勤・在学の高校生以上の方 

 

■生物多様性異変～なぜ外来生物は増え続けるのか～■ 

外来生物が増え続ける現状及び環境の変化に適応する生物の世界を知ります。 

○日時：10月 20日（土）１4 時～１6時 

○講師：五箇 公一 氏 

（国立研究開発法人国立環境研究所 

 生物･生態系研究センター室長） 

○場所：船橋市中央公民館 視聴覚室 

○定員：60名 

○対象：千葉県在住・在勤・在学の高校生以上の方 

 

 

■本当にすごい東京湾■ 

海辺つくりで活躍中の木村さんが東京湾について熱く語ります。 

○日時：11月 18日（日）１4 時～１6時 

○講師：木村 尚 氏 

（海洋環境専門家、NPO 法人海辺つくり研究会理事） 

○場所：千葉市生涯学習センター 小ホール 

 ○定員：80 名 

○対象：千葉県在住・在勤・在学の 

高校生以上の方 

 

 

千葉県マスコットキャラクター 

「チーバくん」 

出典：暮らしの中の化学物質（環境省） 

講演会 //////////          //////////////////// 
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■世界からみた日本の気候変動適応策■ 

国連気候変動枠組条約の国際会議 COP24 開催直後の世界の動きと日本の気候変動対策を知ります。 

 ○日時：12 月 19 日（水）１4時～１6 時 

○講師：山岸 尚之 氏 

（WWF ジャパン 気候変動・エネルギーグループ リーダー長） 

○場所：市原市内（予定） 

○定員：50名 

○対象：千葉県在住・在勤・在学の高校生以上の方 

 

 

 

 

■夏休み 沼体験！■ 

夏休みの自由研究はこれで決まり！船に乗ったり魚の観察をします。【バスツアー】 

○日時：７月 23日（月）9 時～17 時 

※ＪＲ千葉駅前 集合・解散のバスツアーです。 

○講師：（一財）千葉県環境財団 須藤 雅彦 氏 他 

○場所：手賀沼、我孫子市手賀沼親水広場（我孫子市） 

○定員：20組 40名 

○対象：千葉県在住・在学の小学生とその保護者 

 

 

■夏休み 里山体験！■ 

里山で、昆虫や小川の生き物探しと竹工作を体験します。【バスツアー】 

○日時：８月４日（土）8 時 30分～16時 30分 

     ※ＪＲ津田沼駅前 集合・解散のバスツアーです。 

○講師：グループ 2000 横田 耕明 氏 他 

○場所：大野台親子自然体験教室（千葉市） 

○定員：20組 40名 

○対象：千葉県在住・在学の小学生とその保護者 

 

 

 

 

■パーム油の秘密を追え■ 

入浴剤と石けんの製作体験を行い、日常よく使われているパーム油から 

資源の活用について学びます。 

○日時：8月 29 日（水）［午前］10時～12時 

［午後］13時 30分～15 時 30分 

○講師：グリーン購入ネットワーク（GPN）パーム油購入研究会 

○場所：さわやかちば県民プラザ（柏市） 

○定員：80名（[午前]40 名、[午後]40 名） 

○対象：千葉県在住・在学の小学 4年生～6 年生（保護者同伴）、 

中学生 

 

 

自然環境学習
体験活動 

体験活動 

//////////               //////////////////// 

//////////            //////////////////// 



千葉県環境研究センター・環境だより 通算 18号（平成 30年 5月発行） 

3 

 

 

■こども環境会議ちば■ 

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：12月 2 日（日）10 時～15 時 

○講師：林 浩二 氏 

（千葉県立中央博物館主任上席研究員） 

○場所：千葉県立中央博物館、 

青葉の森公園芸術文化ホール 練習室（千葉市） 

○定員：80名 

○対象：千葉県内のこどもエコクラブで活動する子ども、 

こどもエコクラブでの活動に興味のある人 

 

 

 

 

 

 

■ぐるっと印旛沼■ 

印旛沼を実際に見ながら、千葉県の水資源について学びます。【バスツアー】 

○日時：9月 7 日（金）9 時～16時 

※ＪR 安食駅 集合・京成勝田台駅 解散のバスツアーです。 

 ○講師：近藤 昭彦 氏（千葉大学環境リモートセンシング研究センター教授） 

千葉県河川環境課職員 

独立行政法人 水資源機構 千葉用水総合管理所職員 

 ○場所：北印旛沼、西印旛沼（栄町～八千代市） 

［JR 安食駅（集合）⇒ 酒直水門（栄町）⇒北印旛沼⇒ 

印旛捷水路⇒西印旛沼⇒大和田排水機場⇒ 

京成勝田台駅（解散）］ 

 ○定員：40 名 

○対象：千葉県在住・在勤・在学の 18 歳以上の方 

 

 

 

■施設見学 ～農業×エネルギーの未来～■ 

再生可能エネルギーの現況と普及へ向けた新たな取組を学びます。 

【バスツアー】 

○日時：9月 26 日（水）9 時～17 時 

※ＪＲ千葉駅前 集合・解散のバスツアーです。 

 ○講師：特例認定 NPO 法人 太陽光発電所ネットワーク（PV-Net） 

市民エネルギーちば合同会社 

○場所：銚子市、匝瑳市 

○定員：40名 

○対象：千葉県在住・在勤・在学の 18 歳以上の方 

 

 

 

 

出典：いんばぬま情報広場 

施設見学 //////////            //////////////////// 
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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。 

 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。 

＜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)参加者全員の氏名・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。 

 各回とも応募締め切りは開催日の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＞ 

特定非営利活動法人 環境パートナシップちば 千葉県環境講座事務局 

〒262-0006 千葉市花見川区横戸台 21-13 

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 

 

 

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。 

 ◇はじめの一歩 この指とまれ◇ （初心者向け） 

   「森のようちえん」の活動事例を聞き、プログラムづくりを学びます。 

   ○日時：9 月 30日（日）10時～16時 

   ○講師：沼倉 幸子 氏（一般社団法人 森のようちえんはっぴー代表） 

ファシリテーター：石井 雅章 氏 

（神田外語大学 言語メディア教育研究センター長 

准教授 兼ＩＲ推進室） 

   ○場所：千葉市内（予定） 

   ○定員：20 名 

○対象：千葉県在住・在勤・在学の環境学習リーダーとして活動を進めている人、 

これから活動のリーダーになりたい人 

 

 ◇環境学習スキルアップ◇ （中・上級者向け） 

   SDGs をテーマとした環境学習のデザイン手法・進行プロセスを学びます。 

○日時：11月 11日（日）10時～16時 

○講師：石井 雅章 氏（神田外語大学 言語メディア教育研究センター長 

准教授 兼ＩＲ推進室） 

○場所：千葉市内（予定） 

○定員：20名 

○対象：千葉県在住・在勤・在学の環境学習リーダーとして 

活動を進めている人、これから活動のリーダーになりたい人 

 

編集・発行／千葉県環境研究センター  住所：〒２９０―００４６ 市原市岩崎西１―８―８ 

電話：０４３６【２４】５３０９ FAX：０４３６【２１】６８１０ 

ＨＰ：http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/index.html 

リーダー養成講座 //////////                  //////////////////// 

環境講座について 


