
高校生・大学生のみなさまへ                    2021 年 7 月 11日 

『地域づくりボランティア体験と交流会』 

！！参加者募集！！ 

NPO 法人環境パートナーシップちば 

“地域”で何かしたい！ けど…どうやったらいいの? 

そんなあなたを地域の魅力的な大人!?たちが待っています！！ 

まずは地域づくりの現場を体験！ ゆる～く楽しく参加してみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し込みシートに内容を記載してメールに添付するか、下記内容をメールで送ってください。 

楽しい、そして有意義な一日となるよう、プログラムや注意事項などをよくお読みの上ご参加く

ださい。また、ＨＰがある団体については、参加前にご覧ください。 

●申し込みシート● 

項  目 内  容 

プログラム番号 No. 

受入れ団体名  

申込者氏名・年齢                        才 

連絡先 住所  

電話  

備考  

目 的 地域づくり団体の体験活動に参加して、体験から学んだことから自分が地域づくり

に役立つことは何かを考える機会とする。 

対 象 高校生・大学生年代のみなさま（学校等でのコロナ感染対策ルールに従って下さい） 

時 期 夏休み 7 月末〜８月末（休日ならば 9 月初旬まで） 

申し込み方法 申し込みシートの内容を記載し、「NPO 法人環境パートナーシップちば」に

申し込みを行う。問い合わせも同様。 

注意事項 ボランティア証明書等が必要な場合は、申し込みシートにその旨記載する。 

プログラムの実施場所までの交通費は各自負担とする。 

プログラムの内容によっては、その他の費用がかかることがあるが、ボランティ

ア保険は「NPO 法人環境パートナーシップちば」が加入する。 

申し込み・お問い合わせ先：NPO 法人環境パートナーシップちば事務局（担当：横山） 

e-mail：entry@kanpachiba.com 電話：090 6703 0129 

HP：https://kanpachiba.com/   

FB：https://www.facebook.com/npokanpachiba 

https://kanpachiba.com/


 

 

 

 

  

プログラム名：夏休みの宿題応援！「SDGs×探究塾 boccs」ワークショップ 
 

受入れ団体の名称：探究塾 boccs  

活動日時：  

・7 月 23 日（金・祝）13:30〜17:00 

・8 月 27 日（金）13:30〜17:00 

集合時間：13 時 

集合場所： 

〒299-2226 

千葉県南房総市市部125−13 

岩井駅前交流拠点 boccs 

JR 内房線「岩井駅」徒歩 1 分  

高速バス「ハイウェイオアシス富楽里」 

徒歩 18 分 

 

活動内容：小学生向け SDGｓ探求ワークショップのお手伝いと、海岸への引率など 

 

ワークショップの内容： 

小学生対象!夏休みの自由研究!探究ワークショップ ※ワークショップ終了後、実際に海に行

き、海岸ゴミ観察&ビーチクリーン体験もあります。（希望者のみ） 

 

1. 海の豊かさってどういうことだろう？みんなで考えてみよう  

・ワークシート記入またはふせんに記入し発表（ワークショップ）  

・将来おすしが食べられなくなるかも知れない！？（動画視聴）  

・海のエコラベルとは？ 

2. 自分たちが住む地域の海はどうなっているのかな？  

・大房岬自然の家のスタッフの方に聞いてみよう！  

・岩井海岸のビーチクリーンの取り組み  

・お話を聞いてまとめる 

3. どうすれば海の豊かさを守れるのかな？  

・ワークシート記入＆発表 

服装：動きやすい服装、靴、帽子 

 

持ち物：飲料、タオル、筆記用具、 

活動日誌   ＊参加費無料。 

 

連絡先： 

担当：相川 

TEL: 0470-29-3958 /  

ｍail：info@boccs.jp 

Website：https://boccs.jp 

 

団体から一言： 

夏休みの自由研究におすすめな、小

学生向け、SDGs を学ぶワークシ

ョップです。 

また、夏の SDGｓ映画『プラスチ

ックの海』上映会も開催していま

す。興味がある方は詳細をご紹介す

るので、お問い合わせください（割

引あります）。 

プログラム番号：No.１ 
申し込み期限：7月 20日 

小学生向け SDGｓイベントの様子（2021 年） 

mailto:info@boccs.jp
https://boccs.jp/


 

 

 

 

  

プログラム名：まちづくりインターンシップ＠SDGs スクラム 
 

受入れ団体の名称：ANESAKI ACADEMY  

活動日時：8 月 1 日～8 月 31 日の間で 

     5 日を予定（週 1 回） 

 

・8 月 1 日（日）午後 2 時間程度 

 プログラム説明会（Zoom） 

・8 月 7 日（土）午前 9 時から 

 市原市郊外の竹林で流しそうめんを予定 

・8 月第 2 週以降は参加者で日程調整 

・10 月 17 日（日）発表会を予定 

 ※エコメッセちば（幕張メッセ） 

活動内容：持続可能なまちづくりを企画段階から体験（対象人数：5 名程度） 

 ①基礎知識習得（オンライン講座）、②まちづくり体験（企画→協議→申請→運営→発表） 

 ③ANESAKI ACADEMY メンバーや現地スタッフとの意見交換、④10 月の発表準備 

 ※講座は SDGs、ワークライフバランス、タウンマネジメントを予定（講師：井前） 

 ・活動日：Zoom_meeting および現地活動に参加 

 ・活動日以外：オンライン講座に参加（任意ですが、なるべく参加してください） 

活動場所：ＪＲ内房線の姉ヶ崎駅西口駅前周辺（イメージ図参照） 

活動成果と発表：駅前遊休地で SDGs マルシェを展開、そのプロセスをエコメッセで発表 

服装：現地では動きやすい服装 

※オンラインでは自由、現地は場所によっ

て状況が異なるのでその都度連絡します。 

竹林以外にも都心の屋上緑化の現場などを

体験の場として予定しています。 

 

持ち物：筆記用具、できればスマホも。 

＊参加費無料。 

※記録はとても重要、自分なりのメーキン

グムービーを撮るつもりで準備の様子から

なるべく多く写真を残してください。発表

の機会あります。 

団体から一言：企画段階から持続可能なまちづくり（社会実験）に参加できる貴重な機会で

す。コンセプトは”SDGs スクラム”、SDGsでスクラムを組んで、地域に新しい価値を一緒

に生み出していきましょう。参加をお待ちしております。 

ＨＰ：https://ichihara-machisapo.jp/0244/index.php 

プログラム番号：No.２ 

イメージ図：雨に強いまちづくり～市民主導グリーンインフラモデル事業 

申し込み期限：7月 29日 

https://ichihara-machisapo.jp/0244/index.php


  

プログラム番号：No.３ 

 
申し込み期限：7月 29日 

プログラム名：プラスチックごみアートから持続可能な海を考える 

 

受入れ団体：浦安三番瀬を大切にする会  https://ura3banze.ciao.jp/ 

活動日時：2021 年 8月 1 日（日） 

午前 9 時〜1３時 

 

集合時間：午前９時 

集合場所：浦安市日の出北公園海寄り駐輪

場（旗が目印） 

 

対象：高校生・大学生 10 名 

 

活動内容：午前 9時日の出北公園に集合（市民の皆様とご一緒） 

     本日の活動の説明と顔合わせ 

     護岸のゴミ拾い（プラゴミ一掃作戦） 

     ゴミ拾い終了・集合ふりかえり（写真撮影） 

     ワークショップ「プラごみでアート」 

     会場：三番瀬環境観察館 講師：山口俊也様 

     ふりかえりと活動団体への提案 

      

活動場所：浦安市日の出北公園（JR 新浦安駅より徒歩 

     か駅前からバス・日の出小学校前） 

     浦安海岸日の出護岸 三番瀬環境観察館 

服装：活動に適した服装 

   帽子、履きなれた靴 

 

持ち物：軍手、飲み物、筆記用具 

            ＊参加費無料 

 

お願い：コロナ感染対策のため検温の上、

マスク着用で活動してください 

団体から一言： 

毎月第１日曜日に浦安の三番瀬護岸の清掃「ミニクリーンアップ」実施しています。小さなプ

ラスチックゴミは長年の課題でしたので、「プラごみ一掃作戦」として掃除機を使って小さな

プラごみを回収しています。今回はホーキで取った海のプラスチックゴミでアート作品をつく

るワークショップを試みたいと思います。高校生・大学生年代の皆様のアイディアで作品にし

てみたいと思います。楽しみながら三番瀬を感じてください。 

 

原岡海岸でのクリーンアップ後の 

アートイベントの様子（2021 年） 



 

 

  

プログラム名：南房総の里山で古民家の改修や畑つくり、裏山を開拓しよう！ 

 

受入れ団体様の名称：シェア里山「ヤマナハウス」 

活動日時： 

8 月 8 日（日）11 時～16 時 

または 

8 月 21 日（土）11 時～16 時 

 

集合場所・集合時間： 

10 時半・高速バス「ハイウェイオアシス富

楽里」 

または 

11 時・活動場所 

 

活動内容： 

ヤマナハウスは「シェア里山」をテーマに、20年近く人が住んでいなかったお化け屋敷状態

の古民家を大掃除して、DIY、裏山の整備、休耕地の活用を通して、少しずつ手入れをしてい

る“未完成“の里山です。都市部の人々にとっては気軽にリピートできる環境です。里山だけ

でなく、地元南房総の人々が集まる場でもあり、いろんな人とつながることができます。里山

とはただの自然ではなく、人の手が入って里山になっていきます。古き文化に学びながら新し

いものも取り入れ、自然と共生した里山の新しい活用方法を愉しみながら提案していきます。 

 

活動場所：南房総三芳のシェア里山『ヤマナハウス』 

〒294-0802 千葉県南房総市山名１３９５ 

服装： 

動きやすい靴、汚れても良い服装、帽子 

 

持ち物： 

タオル、飲み物、お弁当、 

筆記用具、活動日誌  ＊参加費無料 

団体から一言： 

ヤマナハウス副代表の沖です。里山を舞台に遊びましょう(^o^)v 

ＨＰ：https://yamanahouse.site 

連絡先：oki.llcalco@gmail.com  

070-1410-8808（担当：沖） 

プログラム番号：No.４ 

竹林整備とあわせて焚き火 

単純作業の中にも楽しみを♪（2019 年） 

申し込み期限：8月 5日 

mailto:oki.llcalco@gmail.com%20070-1410-8808
mailto:oki.llcalco@gmail.com%20070-1410-8808


  

プログラム番号：No.５ 申し込み期限：８月１1日 

プログラム名：いすみ川リバークリーンクルーズ 

 

受入れ団体様の名称：NPO 法人いすみライフスタイル研究所 

活動日時： 

8/14（土）10 時～12 時半 

 

 

集合場所・集合時間： 

いすみパドルクラブ無料駐車場 

（〒298-0111  

千葉県いすみ市万木 1364） 

10 時集合 

活動内容： 

SUP（スタンドアップパドル）に乗って、いすみ川川岸のゴミ拾い活動を行います。 

活動場所： 

夷隅川万木桟橋周辺の夷隅川 

 

お申し込み・お問合せ： 

■いすみパドルクラブ（ワォアクションスポーツ株式会社内） 

Phone:0470-62-5073 URL:http://wowsports.jp/event/event04/ 

■NPO 法人いすみライフスタイル研究所 

Phone:0470-63-6730mail:isumi-style@bz03.plala.or.jp 

服装： 

水に濡れて良い格好（ラッシュガード、ボ

ードショーツ等、天候や気温によりますが

濡れても良い服装をご用意ください。更衣

室ございます）。8 月は、水着の上に T シ

ャツ短パンなど軽装で大丈夫です。 

 

持ち物： 

着替え、タオル、日よけ対策（日焼け止

め、帽子等）、サンダル  ＊参加費無料 

団体から一言： 

国内でも有数の恵まれた自然を有す

るいすみ川ですが、環境や地形の変

化でゴミの流出や、護岸の荒れた状

況が問題になってきております。放

っておくと景観の悪化、害獣の増加

や海洋汚染にもつながる心配がある

あります。 いすみ川の自然環境保

全のための流域調査と川の清掃を行

うことにしました。一緒に自然に対

する意識を高めながら SUP のエク

ササイズで健康維持増進を目指して

みませんか？ 
SUP に乗って、楽しくごみ広い！（2020 年） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

団体から一言： 

毎月一回千葉市での清掃ボランティアをしています。 

この期間、千葉市制 100 周年記念のイベントとしてテー

マを付けて実施しています。 

海岸から流れ着く漂流ごみやプラスチックゴミは長年の

課題になっています。 

白い砂浜で綺麗な海岸の現状を知りながら、拾ったプラ

スチックゴミやシーグラスを使った 

アート作品をつくるワークショップを行い、情報発信を

していきましょう。 

高校生・大学生年代の皆様のアイディアも兼ねて作品に

してみたいと思います。 

 

 

アートイベントの様子 

(2021 年 6 月 いなげの浜) 

活動内容：午前 9時から稲毛海浜公園ビーチセンター前にて受付 

     当日の活動の説明と顔合わせ 

     砂浜のゴミ拾い（漂流ごみ・プラゴミ清掃） 

     ゴミ拾い終了後集合、活動のふりかえり（写真撮影） 

     ワークショップ「プラごみアート創作活動」 

     ふりかえりと活動に対するアンケートを行う。 

     午前 10時半ごろ解散（予定） 

  

 

活動場所：いなげの浜、稲毛海浜公園 

（JR 稲毛海岸駅より徒歩 30 分、バス停留所・稲毛海浜公園プールから徒歩 1 分）  

稲毛海浜公園プール 

開催場所：いなげの浜 

稲毛海浜公園第一駐車場 

集合場所 

稲毛海浜公園ビーチセンター 

活動日時：2021 年 8月 21 日（土） 

午前 9 時〜10時半 

 

集合場所・集合時間： 

稲毛海浜公園ビーチセンター前 午前 9 時 

服装：活動に適した服装、帽子 

※マスクは着用でお願いします 

 

持ち物：軍手、飲み物など 

 ＊参加費無料 

お願い：学校等でコロナ感染対策のための 

活動の区域や内容にルールがある

時は、それに従って下さい。 

プログラム名：GOGOボランティア 

～ ゴミ拾い＆プラスチックごみアートから持続可能な地域環境を作って行く ～ 

 

受入れ団体：千葉愛の教会      https://chiba-love.church/ 

プロデザインスタジオ  http://prodesign-studio.space/index.html/ 

プログラム番号：No.6 申し込み期限：８月１８日 

https://chiba-love.church/
http://prodesign-studio.space/index.html/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム番号：No.7 申し込み期限：８月 2５日 

プログラム名：GOGOボランティア 

～ ゴミ拾い＆プラスチックごみアートから持続可能な地域環境を作って行く ～ 

 

受入れ団体：プロデザインスタジオ  http://prodesign-studio.space/index.html/ 

      千葉愛の教会      https://chiba-love.church/ 

 

活動日時：2021 年 8月 28 日（土） 

午前 10 時〜12時（途中休憩時間あり） 

 

集合場所・集合時間： 

原岡海水浴場駐輪場 午前 10 時 

活動内容：午前 10時日の原岡海岸に集合（市民の皆様とご一緒） 

     当日の活動の説明と顔合わせ 

     砂浜のゴミ拾い（漂流ごみ・プラゴミ清掃） 

     ゴミ拾い休憩時に海洋ゴミ問題のレクチャー 

ゴミ拾い終了後集合、活動のふりかえり（写真撮影） 

     ワークショップ「プラごみアート創作活動」 

     ふりかえりと活動に対するアンケートを行う。 

     午前 12時解散（予定） 

活動場所：富浦原岡海水浴場 

（JR 内房線富浦駅より徒歩 10 分、 

高速バス停留所・とみうら枇杷倶楽部から徒歩 10 分） 

      

服装：活動に適した服装、帽子 

※マスクは着用でお願いします 

 

持ち物：軍手、飲み物、筆記用具 

 ＊参加費無料 

 

お願い：学校等でコロナ感染対策のための 

活動の区域や内容にルールがある

時は、それに従って下さい。 

開催場所：原岡海水浴場 

団体から一言： 

毎月一回、南房総の海岸を清掃しています。 

都市部の方々と地元の方を繋げる交流型イベント

「W/project」を実施しています。 

海岸から流れ着く漂流ごみやプラスチックゴミは長年の

課題になっています。 

南房総の代名詞でもある海岸を一層素敵な海岸にして、

拾ったプラスチックゴミやシーグラスを使ったアート作

品をつくるワークショップを行い、一緒に情報発信をし

ていきましょう♪ 

高校生・大学生年代の皆様のアイディアも兼ねて作品に

してみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アートイベントの様子 

(2021 年 6 月 岩井海岸) 

http://prodesign-studio.space/index.html/
https://chiba-love.church/

