
公益財団法人おかやま環境ネットワークニュース　No.79

～ 県下の環境と環境に関わる活動について、語り、考えましょう！～
　岡山で環境活動を行う団体や個人が集い、日ごろの活動紹介や、相互のネットワーク形成をとおし、地域
での環境活動がより広がる機会になることをめざし開催します。

◆日　時：６月６日（土）13時～ 16時
◆会　場：オルガ５階スカーレット（岡山市北区奉還町 1-7-7）
◆定　員：50名
◆参加費：無料  ※資料準備の都合上要申込
◆申　込：５月29日（金）までに下記「参加申込書」、
　　　　　または「参加申込書」の内容をご連絡ください。
◆内　容：2014年度助成活動報告と参加者交流（質疑応答等）

◆助成活動報告団体一覧
団　体　名 企　　画　　名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

あかいわ美土里の和
千年の森つくりグループ
おかやまエコマインドネットワーク
旭川源流大学実行委員会
岡山野生生物調査会
中学高校環境研究会
共存の森ネットワーク
あかいわエコメッセ
里海づくり研究会議
おかやまコープ備北エリア

里山再生プロジェクト
美咲町限界地区竹の粉砕・堆肥化推進
ボクらの未来のために　持続可能な社会の扉を開く映画会
鏡野町富のオオサンショウウオ生息調査
ワイルドライフウォッチング　岡山の野生生物はどうなっているのか？
ふるさと再発見！旭川まるごと探検隊～新庄川～中高生キャンプ
アマモ場再生活動を通した人材育成
第16回あかいわエコメッセ（環境企画展）
カキ殻を活用したモザイク状エコトーン創生技術の開発
倉敷科学センター見学

◆2016年度助成事業への応募を検討されている皆様は是非ご参加ください。
◆2014・2015年度助成を受けられている団体は必ずご参加ください（応募要件です）。
※お寄せいただく個人情報は当財団事業以外の使用や第三者への開示などは行いません。

切り取り線

氏　名

住　所

E-mail

電話番号

団体名

フリガナ

（〒　　　－　　　　）

※個人の方は記入不要です
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公益財団法人おかやま環境ネットワーク
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氏　名 

2015年度『市民のための環境講座』参加申込書 

 
住　所 

 

電　話 携帯電話 
 

F A X

  

 

２０１５年度『市民のための環境講座』

神島寺間・見崎里浜づくり代表
森中憲治氏
※会場：笠岡市・見崎公会堂

5/22(金)
10/16(金) アマモ再生教室②「育苗キット製作体験」※10～12時

1/24(日) アマモ再生教室③「苗の定植体験」※6～8時

9/5(土)
13～15時

「捨ててはいけない！～食品ロス問題を考える～」今日、世界の穀物需要が
逼迫しているといわれ、世界の生産量の3分の1にあたる13億トンという食料が毎年廃棄さ
れており、食品ロスの削減は世界的にも大きな課題となっています。私たちの行動を見直し
どのように「食品ロス」問題に取り組むべきか考えます。

岡山市エコ技術研究会理事
稲見圭紅氏

10/2(金)
18時30分
　～20時

「公正を実現しつつ豊かで持続可能な社会へ～全体（限度）をつかむ
ことの大事さ～」市民運動の世界の歴史や、地球史を振り返り、問題を見極め、今後
を展望します。

元岡山大学准教授
白井浩子氏

10/3(土)
10～12時

「環境とは何か」近年、人間社会と人間生活は環境と不可分に結びついているこが
広く理解されてきました。しかし、「環境」の本質については未だに正しく理解されているとは
言い難く、環境問題を正確に理解し、的確な対策を考えるために環境の本質について解
説します。

就実学園理事長
千葉喬三氏

11/7(土)
10～12時

「環境を知るための市民の化学」環境を正しく理解するためには、常識としての
化学の基礎知識は必要です。例えば、汚染物質の量的な話をするとき、その単位を知って
いなければ、議論の中に入っていけません。このような話を分かり易く解説します。

岡山理科大学理学部特任教授
野上祐作氏

12/12(土)
13～15時

「瀬戸内海の水産資源を取り戻す（仮）」近年の岡山県海域の環境特性と課
題について理解し、水産資源を取り戻すための施策について紹介します。

岡山県農林水産総合センター
水産研究所職員

1/30(土)
10～12時

「瀬戸内海の環境変化」瀬戸内海は高度経済成長期に「死の海」と言われるほど
その環境は悪化していましたが、瀬戸内法制定以降、赤潮発生件数が減少するなど、水
質環境は改善されてきました。しかし、一方では漁獲量の低迷に悩まされています。今、「き
れいな海」ではなく「豊かな海」が求められています。一緒に在るべき姿について考えます。

香川大学農学部教授
多田邦尚氏

2/13(土)
13～15時

「環境問題を捉える視点　～参加型講座～」環境問題の解決が難しいのは
人により環境問題の捉え方が違っているためです。環境問題の本質を見据え、本当の豊
かさとは何かを考えながら、環境問題の解決策について議論します。

吉備国際大学社会科学部教授
井勝久喜氏

2/27(土)
10～12時

「持続可能な社会の構築に向けて　～自然と人間の共生～」昨年の10
月、11月に岡山と名古屋で「ESDの10年最終年会合（ESDに関するユネスコ世界会議）」
が開催され、世界から1000人以上の人が集まり、岡山、愛知宣言が採択されました。講座で
は、ESDとは何かについて考え、重要な概念の1つ「自然と人間の共生」について考えます。

岡山大学名誉教授
青山勳氏

●会　場：第1～3回は笠岡市見崎公会堂（笠岡市神島840）、第4～11回はオルガ5階（岡山市北区奉還町1-7-7）
●受講料：無料、必ず事前にお申込みください。定員（第１回のみ20名、他は40名）を超過し参加いただけない場合のみ連絡します。
※本講座は「岡山県生涯学習大学連携講座」として開催します。第1～3回は、神島寺間・見崎里浜づくりと生活協同組合おかやまコープ井笠エリア
　共催、第4回は岡山市エコ技術研究会との共催で開催します。お寄せいただく個人情報は当財団事業以外の使用や第三者への開示などは行いません。

公益財団法人おかやま環境ネットワーク
〒700-0026　岡山市北区奉還町1-7-7
　TEL/FAX:086-256-2565
　E-mail :kankyounet@okayama.coop

アマモ再生教室①「現地観察会と取組学習」※募集締切ました

E-mail

フリガナ （〒　　　－　　　　）

10/16 1/24 9/5 10/2 10/3 11/7

12/12 1/30 2/13 2/27

参加申込日に
○をしてください
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自然にふれ、楽しみながら環境のことを考えるきっかけをつくることを目的に開催します。
いきもののいのちの大切さ、自然環境のすばらしさを実感し、自然の役割や海の現状など、
くらしと自然環境の密接な関わりを理解しましょう！  奮ってご参加ください！！

～青く神秘的な色で発光するウミボタル  きれいな海辺環境を示す生物の一つです～

◆お申込・お問合せは

2015年度第２回体験プログラム

『海ホタル夜間観察会』『海ホタル夜間観察会』

参加者募集
お申込いただいた方には、別途詳細案内を郵送します。

◆日　　時：７月11日（土）18 時～ 23 時 30 分
◆行　　先：倉敷市大浜海岸（鷲羽山下電ホテル前）
◆内　　容：海ホタルなど夜の海辺生物観察
◆講　　師：吉鷹一郎氏（関西高等学校教諭）
◆定　　員：40名　※全員バスで移動します

※応募者多数の場合は抽選、おかやま環境ネットワーク
　個人会員を優先します。参加の可否は郵送にてご連絡
　します（当選者には詳細案内を 6月末に郵送します）。

◆申　　込：６月19日（金）までに下記参加申込書を郵
　送、ファックス、Ｅメールのいずれかでお申込ください。
　申込後のキャンセルはご遠慮ください。
◆応募資格：小学 3 年生以上の方、未成年者は保護者
　同伴、大人のみの参加可
◆参 加 費：１人 500 円（年齢関係無）、おかやま環境
　ネットワーク個人会員とその同居家族は無料、年会
　費2,000 円
◆主　　催：公益財団法人おかやま環境ネットワーク
　　　　　　生活協同組合おかやまコープ倉敷エリア

◆スケジュール予定
　※交通事情等により時間は前後する場合が
　　ありますので、予めご了承ください
　・18：00　オルガ前出発（北区奉還町 1-7-7）
　　岡山駅西口から北へ徒歩約 5 分
　・19：00 コープ倉敷北出発（倉敷市宮前 38）
　・20：00 現地観察会
　・21：45 現地出発
　・22：30 コープ倉敷・23：30 オルガ着（予定）
　※全員貸切バスで移動します。自家用車での
　　参加はできません。

公益財団法人おかやま環境ネットワーク
〒700-0026　岡山市北区奉還町1-7-7（オルガ６階）
　TEL/FAX:086-256-2565
　E-mail :kankyounet@okayama.coop
※お寄せいただく個人情報は当財団事業以外の使用や第三者への開示などは行いません。

切り取り線

氏　名

住　所

電話
番号

年
齢 歳

フリガナ

（〒　　　－　　　　）

氏　名
年
齢 歳

フリガナ

氏　名
フリガナ 年

齢 歳

代
表
者
おかやま環境ネットワーク2015年度個人会員ですか

集 合 場 所 オルガ　・　コープ倉敷北

はい　・　いいえ　・　入会希望

７/11『海ホタル夜間観察会』　参加申込書
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オドロキの自然環境が残る旭川源流、専門家の解説を聞き、高原と源流の豊かな自然を満喫
しながら、自然観察をします。

2015年度第４回体験プログラム・旭川まるごと探検隊

『蒜山の百万年の自然の歴史を調べよう』

参加者募集
お申込いただいた方には、別途詳細案内を郵送します。

◆日　　時：８月９日（日）８時～ 18時解散予定
◆行先（予定）：珪藻土露天堀場・津黒ふれあいの里・
　　　　　　山乗渓谷・湯原ハンザキセンター
◆定　　員：40名

※全員バスで移動します。
※応募者多数の場合は抽選、おかやま環境ネットワーク
　個人会員を優先します。参加の可否は郵送にてご連絡
　します（当選者には詳細案内を7月下旬に郵送）。

◆申　　込：７月10日（金）までに下記参加申込書を郵
　送、ファックス、Ｅメールのいずれかでお申込ください。
　申込後のキャンセルはご遠慮ください。
◆応募資格：小学３年生以上の方、未成年者は保護者
　同伴、大人のみの参加可、野外活動可能な健康な方。
　ウォーキングに適した服装、靴でお越しください。
◆参 加 費：１人 500 円（年齢関係無）、おかやま環境
　ネットワーク個人会員とその同居家族は無料、年会
　費2,000 円
◆主　　催：公益財団法人おかやま環境ネットワーク
　　　　　　生活協同組合おかやまコープ倉敷エリア

◆スケジュール予定
　※交通事情等により時間は前後する場合が
　　ありますので、予めご了承ください
◆集合場所：岡山駅西口オルガビル前
　※全員貸切バスで移動します。自家用車での
　　参加はできません。
　・８：00　オルガ前出発（北区奉還町 1-7-7）
　・９：00　真庭センター出発（真庭市開田 177-1）
　・17：00　真庭センター
　・18：00　オルガ着（予定）
◆持ち物等は別途参加予定者にご案内します。
　※昼食持参、1 個 500 円で注文できます。
　※７月30日以後の弁当のキャンセルはできません
　　ので、ご注意ください。
◆雨天時の対応について　基本的に雨天でも実施
　致しますが、実施困難な荒天の場合は中止します。

切り取り線

氏　名

住　所

電話
番号

年
齢 歳

フリガナ

（〒　　　－　　　　）

氏　名
年
齢 歳

フリガナ

氏　名
フリガナ 年

齢 歳

代
表
者

おかやま環境ネットワーク2015年度個人会員ですか はい　・　いいえ　・　入会希望

８/９『旭川まるごと探検隊』　参加申込書

◆お申込・お問合せは
公益財団法人おかやま環境ネットワーク
〒700-0026　岡山市北区奉還町1-7-7（オルガ６階）
　TEL/FAX:086-256-2565
　E-mail :kankyounet@okayama.coop
※お寄せいただく個人情報は当財団事業以外の使用や第三者への開示などは行いません。

集 合 場 所 オルガ ・ おかやまコープ真庭センター 弁 当 必要（　　）個　・　不要
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2015年度第5回体験プログラム

『高島干潟 いきもの観察会』

切り取り線

氏　名

住　所

電話
番号

年
齢 歳

フリガナ

（〒　　　－　　　　）

氏　名
年
齢 歳

フリガナ

氏　名
フリガナ 年

齢 歳

氏　名
年
齢 歳

フリガナ

氏　名
フリガナ 年

齢 歳

代
表
者
おかやま環境ネットワーク2015年度個人会員ですか はい　・　いいえ　・　入会希望

８/12『高島干潟  いきもの観察会』 参加申込書

◆お申込・お問合せは
公益財団法人おかやま環境ネットワーク
〒700-0026　岡山市北区奉還町1-7-7（オルガ６階）
　TEL/FAX:086-256-2565
　E-mail :kankyounet@okayama.coop
※お寄せいただく個人情報は当財団事業以外の使用や第三者への開示などは行いません。

～干潟の役割とその大切さを実感しよう！～

　新岡山港のすぐ南にある高島は、豊かな児島湾のシンボルとして古くから市民に親しまれてきましたが、
その高島の東側には、潮が引くと広大な干潟が出現します。
　干潟に棲むいきものたちが、汚れた水を浄化する作用を担っています。干潟を失うことは、必然的に、
その浄化作用を失うことを意味します。この海辺教室では、実際に干潟の中に入り、そこに棲むいきもの
たちと触れ合うことで、五感を通して豊かな「多様性」を感じるとともに、自然環境について考え、姿を
消しつつある「干潟の役割」や「水の中の命のつながり」について考えます！
　一見何もないように見える干潟ですが、実はいきものがいっぱいです。干潟に触れられるチャンスです。
ぜひご参加ください！

◆開催要項
　※参加者には別途詳しい案内、集合場所の地図を7月下旬に郵送します。
　①．日　程：８月12日（水）　※小雨決行、警報発令時は中止します。
　　・開始　13：00　
　　　集合　12：45　四蟠港（新岡山港すぐ東側の漁港、駐車場有）
　　・解散　17：00　予定　⇒前後する場合があります
　②．場　所：児島湾高島干潟（新岡山港すぐ南の小島）船で移動します
　③．内　容：干潟のいきもの観察
　④．講　師：斉藤達昭氏（岡山理科大学理学部准教授）、吉鷹一郎氏（関西高等学校教諭）
　⑤．対　象：小学３年生以上の方（小中学生は保護者同伴）、大人のみの参加は可
　⑥．定　員：20 名（応募者多数の場合は抽選、おかやま環境ネットワーク個人会員を優先。参加可否は郵送にてご連絡します）
　⑦．参加費：１人500 円（おかやま環境ネットワーク個人会員とその同居家族は無料、年会費 2,000 円）
　⑧．持ち物・服装：飲み物、タオル、長袖・長ズボン、帽子、汚れてもよい靴、靴下、履き替え用の靴、軍手
　⑨．申　込：７月17日（金）までにおかやま環境ネットワークへ下記「参加申込書」でお申込みください。
　⑩．主　催：公益財団法人おかやま環境ネットワーク、旭川源流大学実行委員会、生活協同組合おかやまコープ
　　　協　力：岡山理科大学環境教育地域支援研究会、岡山野生生物調査会
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◆お申込・お問合せは
公益財団法人おかやま環境ネットワーク
〒700-0026　岡山市北区奉還町1-7-7（オルガ６階）
　TEL/FAX:086-256-2565
　E-mail :kankyounet@okayama.coop
※お寄せいただく個人情報は当財団事業以外の使用や第三者への開示などは行いません。

切り取り線

※各企画共通事項
◆応募者多数の場合は抽選、おかやま環境ネットワーク個人会員を優先します。
　参加の可否は郵送にてご連絡します（当選者には申込締切後約１週間後に「詳細案内」を郵送します）。
◆参加費について：おかやま環境ネットワーク個人会員（年会費2,000円、企画当日入会できます）と、その
同居家族は割引有。⇒500円・600円・400円企画の場合は無料、2,000円企画の場合は1,500円（1人）。

◆応募資格：小学生以上の方、小中学生は保護者同伴、大人のみの参加可。
◆申込：下記参加申込書を郵送、ファックス、Ｅメールのいずれかでお申込ください。
◆スケジュール予定：交通事情等により時間は前後する場合がありますので、予めご了承ください。

『漁業を通して瀬戸内の海を知ろう』

『伊部つながりの森へ行こう～実り豊かな森を学ぼう～』

『みつばち農園学習エコツアー』
◆日　時：７月29日（水）８時30分～13時（予定）
◆内　容：定置網漁体験、漁協との交流、魚料理試食
◆定　員：30名　
◆申込締切日：７月３日（金）
◆集　合：８時50分寄島町漁協（浅口市寄島町13003-38）
◆参加費：１人500円
　　　　　個人会員・同居家族は無料

◆日　時：８月７日（金）８時30分～16時（予定）
◆内　容：伊部つながりの森で間伐体験、木工クラフト等を予定　◆定　員：40名
◆集　合：８時30分コープ大福、９時00分岡山駅西口 　　　　◆申込締切日：７月10日（金） 
◆参加費：大人600円、小中学生400円  ※昼食持参　個人会員・同居家族は無料

◆日　時：８月５日（水）９時～17時（予定）
◆内　容：山田養蜂場にて養蜂体験、風力発電所見学
◆定　員：40名　※全員バスで移動します。
◆申込締切日：７月10日（金）
◆集　合：８時45分コープ倉敷北駐車場
◆参加費：１人2,000円  ※昼食持参
　　　　個人会員・同居家族は1人1,500円

氏　名

住　所

電話
番号

フリガナ

（〒　　　－　　　　）

氏　名
年
齢 歳

フリガナ

氏　名
フリガナ 年

齢 歳

代
表
者

おかやま環境ネットワーク2015年度個人会員ですか

『漁業を通して瀬戸内の海を知ろう』参加申込書

『みつばち農園学習エコツアー』参加申込書

氏　名
年
齢 歳

フリガナ

氏　名
フリガナ 年

齢 歳

『伊部つながりの森へ行こう』参加申込書

はい　・　いいえ　・　入会希望

氏　名
年
齢 歳

フリガナ フリガナ 年
齢 歳氏　名

集合場所　※どちらかに○を コープ大福　・　岡山駅西口
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第８回テーマ：
公正を実現しつつ豊かで持続可能な社会へ
～全体（限度）をつかむことの大事さ～

◆講師：元岡山大学准教授・公益財団法人おかや
ま環境ネットワーク理事・白井浩子氏 

◆日時：２月14日（土）13時～15時
◆場所：オルガ 5 階スカーレット　◆参加：28 名
◆内容：人類社会が持続するためには、［人間活

動量］＜［生態系の能力］が根本条件です。人
間活動量をエコロジカル・フットプリントとい
い、その指標の考え方、人間活動が地球に与え
る影響、環境問題の根本について解説がありま
した。

第９回テーマ：
放射能は人の健康や環境にどのような

影響を及ぼすのか
～原子力発電と放射能問題～

◆講師：岡山大学名誉教授・公益財団法人おかや
ま環境ネットワーク代表理事・青山勳氏

◆日時：２月 28日（土）10時～12時
◆場所：オルガ 5 階スカーレット　◆参加：33 名
◆内容：核分裂とは、原子力発電のしくみ、原子

爆弾との類似点と相違点、原子炉事故の経緯、
放射能と放射線、放射線被曝・障害：人間に対
する放射線の影響、その後の福島、今後の問題
点と課題などについて解説がありました。

市民のための環境講座開催報 水環境フォーラム開催報告

◆テーマ：
『飲料水の安全・安心について考える』

◆日時：2 月 28 日（土）、13 時 30 分～ 17 時
◆会場：オルガ 5 階スカーレット
◆概要：私たちの生活に欠かせない飲料水、その

浄水処理に関する問題点、岡山三大河川の水質
に関わる事故事例などをについてお話を聞き、
日頃、何気なしに飲んでいる水道水の安全・安
心についてディスカッションしました。
◆講演テーマと講師：
・「水道水源における化学物質汚染の発生源探索」

小坂浩司（国立保健医療科学院・生活環境研究
部水管理研究領域・主任研究官）

・「岡山市水道局水安全計画と河川の現況」　
 　藤田良祝（岡山市水道局・審議官）

・「岡山三川の水質事故及び水質汚濁防止連絡
協議会の活動」櫃野忠克（国交省・岡山河川
事務所・防災情報課長）
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◆テーマ：里海づくり推進に向けて
◆日　時：3月23日（月）、10時～
　12時30分
◆会　場：オルガホール
◆参　加：56名
◆報告テーマと報告者
・ＮＰＯ法人共存の森ネットワーク

事務局長・吉野奈保子氏『“聞き
書き”と海洋教育の取組み』

・備前市立日生中学校教諭・藤田
孝志氏と同校 3 年生アマモ場再
生グループ『漁師さんと取り組
むアマモ場保全活動』

備前市立日生中学校の皆さん

・生活協同組合おかやまコープ井
笠エリア・小山恵子氏『笠岡に
おけるアマモ場保全～その活動
内容と足跡～』

おかやまコープ小山恵子氏（左）

・NPO 法人里海づくり研究会議・
田中丈裕氏『日生の里海づくり
の道程～地域の歴史や食文化か
ら考える～』

会場の様子

〒700-0026
岡山市北区奉還町1-7-7（オルガ6階）
TEL/FAX 086-256-2565
E-mail：kankyounet@okayama.coop
HP:http://www.okayama.coop/kankyounet/

発行：公益財団法人おかやま
　　  環境ネットワーク

ニュースへのチラシ等の
同封に関するお知らせ

海洋教育セミナー
開催報告

メールニュース会員
募集中

　おかやま環境ネットワークの情報
や、会員団体のイベント情報等を掲
載しています。配信希望の方はメー
ルにて、件名：『メールニュース配
信希望』とし、メールアドレス・お
名前（必須）、所属団体・会社名（任
意）を送信してください。
　現在 1,345 名にご登録いただい
ています。

　15 年度「里海づくり推進部会
を新設し、県内の諸活動の交流
や、学習企画等の具体化を通し、
ネットワークを拡げ、岡山県下の
取り組みの推進を図ります。

※第１回部会を４月 27 日（月）に
開催しました。随時どなたでも、
参加できますので、ご興味のあ
る方は事務局までお問い合わせ
ください。

※第２回：6 月18 日（木）13 時～
オルガ５階会議室にて開催。メ
ンバーに登録いただくと、参加
当日交通費実費を支給します。

　おかやま環境ネットワークは、皆
様からの会費、寄附、ボランティア
活動で支えられています。ぜひ会
員となり、活動をご支援ください。
【年会費】
　個人・団体：2,000 円
　企業等：20,000 円
　大学生・大学院生・高校生：無料

　　おかやま環境ネットワークで年
４回（５･７･11･３月発行予定）会員
の皆様にニュースを発送していま
すが、会員団体の各種イベントの
チラシ等を同封することができま
す。同封希望がありましたら、発
行前月の第２週末までに事務局へ
ご連絡ください。

※メールニュースは毎月第２・４水曜
日を基本に発行しています。メー
ルニュースへ掲載希望がありまし
たら、毎月第２・４月曜日までに原
稿を事務局に送信ください。

※特に「助成団体の対象事業」に関
しましては、より広くお知らせをし
ていきたいと思っておりますので、
是非ご連絡ください。

　　団体あるいは個人でホタルの
保護、復活、再生を通し、環境
保全活動をすすめる取り組みの
交流をすすめています。

　　７月４日（土） 10時～12時、オル
ガ５階会議室にて開催し、県内
各地の取り組み交流をすすめま
す。どなたでも参加できます。

※参加される際には、資料の準備
のため事前にお申込ください。

　2016 年３月５日（土）に『第 13 回
おかやまホタルフォーラム』をオル
ガホールにて開催する予定です（詳
細は別途お知らせします）。
　その開催に合わせ、今年度、岡
山県内の団体等の各種取り組みや
調査データ等をまとめた『ホタル団
体活動報告集（仮称）』を出版する
準備をすすめています。
　是非、県内でのホタルに関する
各種取り組み事例や調査データ、
写真等を、事務局にお寄せください

（第一次原稿締切日：6 月 19 日（金）、
以後も随時募集）。

2015 年度会費振込用紙を同封し
ておりますので、お振り込みくだ
さいますよう、お願いいたします。

里海づくり推進部会
メンバー募集中

会員　募集中

ホタル団体交流会の
ご案内

『ホタル団体活動報告集
（仮称）』出版について


