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◆日時：６月 17 日（土）19 時～21 時
◆場所：大野公会堂（岡山市北区御津大野）周辺河川敷
　※現地集合
◆定員：30 名
※応募者多数の場合は抽選、おかやま環境ネットワー
ク個人会員を優先します。抽選の結果、及び当選
者には詳細案内・地図を郵送します。

◆講師：岩城孝志氏（岡山野生生物調査会）
◆申込：�6 月 2 日（金）までに下記参加申込書を郵送、

FAX、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。
◆参加費：無料
◆主　催：御津の「緑」と「清流」を守る会
　　　　　大野川いい川づくり
　　　　　（公財）おかやま環境ネットワーク
　協　力：岡山野生生物調査会

◆集合場所：岡山市北区御津大野野公会堂
　※駐車場は現地で案内します。
◆いのししカレーを1個500円で注文できます。
カレーのキャンセルはできませんので、ご注
意ください。
　※�カレーを注文された方は 18 時に集合し、
先に食事をすませてください。

◆雨天決行、警報発令時等は中止。
◆持ち物・集合場所の地図等、詳しくは、参加
予定者にご案内文書を郵送します。

～自然豊かな御津の清流・大野川流域でのホタル調査会です！～

◆お申込は　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　携帯電話：070-2355-1420
E-mail：kankyounet@okayama.coop　HP：http://www.okayama.coop/kankyounet/
※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。

体験プログラム『大野川ホタル調査会』のご案内



公益財団法人おかやま環境ネットワークニュース　No.87

− 2−

『ビオトープ見学・ホタル観賞会』

◆日時：5月 27 日（土）18 時～ 21 時 30 分
　※受付：17 時 30 分～
　※ 18 時～19 時：ビオトープ見学会（解説有）
　※ 19 時 30 分～：ホタル観賞（自由行動、自由解散）
◆場所：㈱岡山村田製作所（瀬戸内市邑久町福元 77）
◆集合：㈱岡山村田製作所ビオトープ入口、※駐車場、ビ
オトープ入口へは、誘導員にしたがってお入りください。
◆定員：無、申し込まれた方は全員参加できます。
　※�要申込、申込の無い方は 18 時～のビオトープ見学会
には参加できません。

◆申込：下記参加申込書若しくは必要事項を郵送、FAX、
Ｅメールのいずれかで 5月 19 日（金）17 時必着
でお申込ください。

◆応募資格：小学生以上の方、未成年者は保護者同伴
◆少雨決行、警報等発令時は中止
◆参加費：無料
◆主催：㈱岡山村田製作所、（公財）おかやま環境ネット

ワーク
※お車でお越しの場合：「岡山バイパス」を竹原で下り、
83 号線を東に、「邑上橋」を渡ってすぐを南に、「旭東
自動車教習所」南

◆お申込は　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
携帯電話：070-2355-1420
E-mail：kankyounet@okayama.coop
HP：http://www.okayama.coop/kankyounet/
※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。

参加者募集
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法人会員紹介

（株）村田製作所
※ 2017 年 10 月 28 日（土）に第 15 回おかやまホタルフォーラムを（株）村田製作所で
開催する予定です。詳細が決まり次第ご案内させていただきます。　　　　　

　岡山村田製作所はセラミック
スをベースとする電子部品を全
世界に事業展開する村田製作所
グループの中で、1992 年創業の
もっとも若い事業所です。

　セラミック原料、インダクタ
に代表される汎用部品、カスタ
ム性・複合度の高い多層デバイ
ス、樹脂多層基板メトロサーク
の４つの商品群を生産する多品
種生産事業所です。
　皆さんが直接、当社の製品を
目にされることはほとんどあり
ませんが、当社のものづくりの
結晶が様々な電子機器の中で活
き活きといい仕事をしています。
　当社の生み出した最先端の小
さな電子部品はあらゆる電子機
器に使われ、「より美しく見える、
正しく伝わる、はっきりと聞こ
える」を電子機器の中でしっか
りと機能させ、高度化する現代
のユビキタス社会を根底から支
え続けています。

　常に技術革新、高度なものづ
くりに取り組み、お客様から信
頼される電子部品づくりに邁進
しています。よい製品を生み出
すためには従業員が活き活きと
働ける職場づくりが大切です。
　従業員が共に信頼し、安心し
て働けるように様々な活動と環
境整備をすすめ、例えば安心・
継続して働ける子育て支援など
多面的に福利厚生制度の充実に
も力をいれています。
　地域の温かいご支援、緑豊か
な立地環境、十分なインフラに
恵まれたおかげで今日の成長が
あり、心より感謝申し上げます。
さらに地域の発展に貢献できる
ように若さと活力にあふれる従
業員の総力を挙げてさらなる高
みに向けて成長し続けます。

　環境活動として、環境をテー
マにした環境出前授業を県内小
学校で行なっています。また、
地域の清掃活動や構内緑地を
使ったイベントなども行なって
います。2007 年より構内にビオ
トープを造成し、地域の樹木を
植栽し工場建設前の自然（生態
系）に近づける努力をしていま
す。

　以前、この地域でホタルが生
息していたことを知り、ホタル
の復活にも力を入れています。
毎年ホタル観賞会も開催し、多
くの方々に楽しんでいただいて
います。
　また、樹木を多く植栽してい
ることから、野鳥も多く集まり
以前は 23 種類の野鳥観測が報
告されていますが、今では 47
種類の野鳥が観測できるように
なっています。
　これらの中で、カワセミも構
内に飛来しビオトープ池は餌場
になっています。今後も緑地の
維持管理を進めていき、従業員・
地域の方々の癒しの場となるよ
う努力していきたいと考えてお
ります。
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『市民のための環境講座』のご案内
日程 テーマ・概要 講師 /会場

1 6/19（月）
13～15時 笠岡アマモ再生教室①『現地アマモ場観察会と取組学習』

神島寺間・見崎里浜づくり代表・
森中憲治氏
※会場：笠岡市・見崎集会所
　　　　笠岡市神島 840

２ 8/2（水）
10～12時 夏休み企画　笠岡アマモ再生教室②『種子採取体験』

３ 10/11（水）
10～12時 笠岡アマモ再生教室③『種子播種ポット製作体験』

４ 1/31（水）
6～8時 笠岡アマモ再生教室④『苗の定植体験』

５ 5/3（水）
開催済 大野川いい川づくり『筍掘り体験』

大野川いい川づくり代表・河太勝子氏
自然豊かな御津大野川流域は、自然の
宝庫です。いきものや自然と触れ合う
ことを通し、自然環境の大切さを実感
しましょう。
※会場：大野公会堂（岡山市北区御津
虎倉大野）　※汚れてもよい服装で

６ 8/20（日）
9～13時

大野川いい川づくり『川あそび』川に入り、生き物など探します。
魚等を採る網があれば持参。※昼食 :そうめん流し（予定）
※事前申込要1人 500円

７ 9/10（日）
9～13時

大野川いい川づくり『水質調査＆家庭排水浄化炭の交換作業』
水のパックテストをし、網袋に粉炭を詰め汚れを吸収した古い炭袋を回収し、畑
に打ち込み堆肥化する体験です。
※昼食 :煮込みご飯（予定）　※事前申込要、1個 500円

８ 7/7（金）
10～12時

『捨ててはいけない！～食品ロス問題を考える～』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��※会場：コープ西大寺
（岡山市東区西大寺上 3-8-41）

９ 7/27（木）
10～12時

親子企画『紙はゴミじゃない』暮らしの中で紙ゴミの減量の工夫や、リサイ
クルについて学び、紙すき体験をします。

明和製紙株式会社　※会場：コープ総
社東（総社市総社 1370-3）

10 11/20（月）
10～ 11時 30分

『教えて…もずく』～もずくを通して里海の環境を考える～
もずくメーカー（株）井ゲタ竹内による沖縄県恩納村での取組報告と食べ比べ。

（株）井ゲタ竹内　※会場：コープ大野
辻（岡山市北区今 3-26-28）

11 12/2（土）
10～11時 30分

『地域の未来を考える～環境省の取り組み～』
持続可能な社会の構築に向けた環境省の取り組みを紹介します。

中国四国地方環境事務所　環境対策課
長・原田幸也氏　※会場：オルガ

12 12/10（日）
10～12時

親子企画『海のゆりかご　アマモの話をきいてみよう』沿岸域に分布
するアマモ場は“海のゆりかご”として重要なだけでなく地球環境にとっても重
要な役割を果たしています。アマモ場の多面的機能についてご紹介します。

NPO法人里海づくり研究会議理事・事
務局長・田中丈裕氏
※会場：コープ総社東

13 1/23（火）
10～12時

『コアノンロール（芯無トイレットペーパー）とリサイクルを学ぼう』
コアノンロールメーカー（株）西日本衛材による学習会。

（株）西日本衛材
※会場：コープ総社東

14 2/10（土）
13～15時

『持続可能な地域づくり』～環境・社会・経済の調和を目指して～
地方創生が声高に叫ばれている中、地方は衰退するばかりであまり効果が上がっ
ていません。その原因はどこにあるのでしょうか？環境・社会・経済の視点から
持続可能な地域づくりについて参加者同士で議論しながら考えます。

吉備国際大学社会科学部教授
井勝久喜氏
※会場：オルガ５階

●�受講料：無料、必ず事前にお申込みください。●定数：第１～7回は 30名、8～14回は 40名（先着）。定数を超過し参加いただけ
ない場合のみ連絡します。●対象：小学生以上、小・中学生は保護者同伴でご参加ください。
※お寄せいただく個人情報は厳重に管理し、各種企画のご案内など当財団からの連絡以外の使用や第三者への開示などは行いません。
※�第１～4回は神島寺間・見崎里浜づくり、第 5～7回は大野川いい川づくり、第 8回はおかやまコープ岡山東エリア、第 9・12・13
回はおかやまコープ備北エリア、第10回はおかやまコープ岡山西エリアとの共催で開催します。

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� � 携帯電話：070-2355-1420
　E-mail：kankyounet@okayama.coop� HP：http://www.okayama.coop/kankyounet/
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『カブトガニ博物館とエフピコ見学』のご案内

◆日時：8月 8日（火）8時～ 16 時 30 分（予定）
◆内容・行先：カブトガニ博物館／エフピコ
◆定員：40 名（小学 3年生以上）
　※�応募者多数の場合は抽選。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郵送します）。

◆申込：7 月 14 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。
◆参加費：大人 1人 1,000 円、小・中学生１人 500 円
　おかやま環境ネットワーク個人会員は 1人 500 円
　（年齢関係無、年会費 2,000 円）　　※昼食は各自持参
◆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

◆お申込は
　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　　携帯電話：070-2355-1420
　E-mail：kankyounet@okayama.coop　　HP：http://www.okayama.coop/kankyounet/
※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。
※当事業は、岡山県環境学習エコツアー事業として、生活協同組合おかやまコープ倉敷エリアと共催で開催します。

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。

「カブトガニ博物館」見学をとおし、瀬戸内の自然
を守るカブトガニの保全の取り組みや、瀬戸内海の
環境を保全する上で干潟、生物の役割、海ゴミなど
について学びます。
また、「（株）エフピコ」見学をとおし、トレー等の
リサイクルや廃棄物処理の現場から資源の有効活用
について学ぶことを目的に、生活協同組合おかやま
コープ・倉敷エリアと共催で開催します。

◆スケジュール（予定、変更される場合有）
　・8：00　�コープ倉敷北発（受付 7：45～）
　・10：00　カブトガニ博物館着
　・12：00　カブトガニ博物館発
　・12：30　昼食　※各自持参
　・13：45　エフピコ着
　・15：00　エフピコ発
　・16：30　コープ倉敷北着予定
※昼食・飲み物は各自持参
※当選者には詳細案内を郵送します。
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森林公園　中央園路

『豊かな森をまなび隊』

◆日時：8月 24 日（木）8時 30 分～ 17 時 30 分（予定）
◆行先：岡山市山上新最終処分場（岡山市北区山上 152）
　　　　岡山県立森林公園（苫田郡鏡野町上齋原 332-8）
◆内容：�最終処分場にてゴミの行方、処理等について学び、

森林公園にて、インストラクターのお話を聞き
ながらゆっくり森林公園内を散策します。

◆定員：40 名（小学生以上、森の中を歩ける方）
　※応募者多数の場合は抽選。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郵送します）。
◆申込：�７月28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。
◆参加費：�１人 500 円、おかやま環境ネットワーク個人会

員は無料（年会費 2,000 円）※昼食は各自持参
◆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岡山西エリア

◆お申込は　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　　携帯電話：070-2355-1420
　E-mail：kankyounet@okayama.coop　　HP：http://www.okayama.coop/kankyounet/
※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。
※当事業は、岡山県環境学習エコツアー事業として実施します。

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。

岡山県が県民が自然に触れ合うこと目的に開園した
県立公園にて、豊かな自然を体感し、森の役割等に
ついて学びます。奮ってご参加ください！！
この時季の森林公園は深い緑につつまれて涼しく、
湿原にはオタカラコウの花が咲き始めます。
心地よい風が通り森林浴には最適です。

◆スケジュール（予定、変更される場合有）
　・8：30� コープ大福発（受付 8：15～）
　・9：00� ママカリフォーラム前
　� （受付 8：45～）
　・9：30� 岡山市山上新最終処分場着
　� 途中トイレ休憩有
　・12：00� 森林公園着：昼食
　� トレッキング・森林インストラクター同行
　・15：00� 森林公園発
　� 途中トイレ休憩有
　・17：00� ママカリフォーラム前到着予定
　・17：30� コープ大福到着予定
※公園内の動植物の採集は禁止されています。
※当選者には詳細案内を郵送します。
※昼食・飲み物は各自持参
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『バイオマス発電所を見に行こう』ご案内
～バイオマス産業杜市「真庭」に学ぶ環境保全活動～

■日　　付：６月２日（金）
■募集人員：45名（最少催行人員35名）
■申　　込：５月19日（金）必着で（公財）おかやま環境ネットワークへ　
　　　　　　応募者多数の場合は抽選（結果は５月26日までにお知らせします）
■参 加 費：2,500円（昼食付・当日集金）
　　　　　　（参加費は公益財団法人おかやま環境ネットワークの助成金を差し引いて設定しています）
■行程　（真庭市役所から添乗員同行）

※工場見学にふさわしい服装と体調でお越しくださ�
い。また、現場は足元が悪い場所もございますので
歩きやすい靴でお越しください。

※工場によっては、粉じんがひどい所もございますの
で、各自マスク等のご用意をお願いいたします。

※飲酒行為が見られる場合は、見学できませんのでご
了承ください。

※バス車内では、シートベルトの着用をお願いいたし
ます。
※雨天決行いたします。カッパ及び傘などの雨具は各
自でご準備ください。

この企画は、環境学習活動として生活協同組合員おかやまコープと公益財団法人おかやま環境ネットワークが計画した協働事業です。
バスを使う関係と見学先との関係からバイオマスツアーで実績のある一般社団法人真庭観光連盟に企画実施をお願いしました。おか
やま環境ネットワークが参加者を取りまとめて一般社団法人真庭観光連盟に申込みます。申込の際は、別途お渡しする一般社団法人
真庭観光連盟の旅行条件をお読みください。

＜計　　画＞生活協同組合おかやまコープ美作エリア委員会・公益財団法人おかやま環境ネットワーク
＜企画実施＞一般社団法人真庭観光連盟　岡山県真庭市勝山 420-2
　　　　　　岡山県知事登録旅行業 -367 号（全国旅行業協会会員）
　　　　　　実施可能区域（真庭市・新庄村・津山市・新見市・吉備中央町・高梁市・美咲町・鏡野町・倉吉市・三朝町・江府町）
※ご記入いただいた個人情報はおかやま環境ネットワークからの連絡・真庭観光連盟の申込等の手続きに使用します。

（公財）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　　携帯電話：070-2355-1420
　　E-mail：kankyounet@okayama.coop　　HP：http://www.okayama.coop/kankyounet/

時間 見学先等

9：00 おかやまコープ コープ林田出発
［住所：津山市林田117-2］

10：10 真庭市役所発　真庭乗車の方合流
［住所：真庭市久世 2927-2］

10：30～11：30
「木の駅」勝山木材ふれあい会館
真庭市の方からバイオマス産業杜市構想の概要説明を
受けます

11：40～12：50 勝山町並み保存地区（城下町・のれんの町）
昼食・散策

13：10～13：40
真庭バイオマス集積基地
第二工場【真庭産業団地】見学
バイオマス原料の安定供給のしくみを学びます

13：50～14：20 真庭バイオマス発電所見学
1 万 kwの発電施設を見学します

14：30～15：00
真庭市役所本庁舎　真庭乗車の方は見学後解散
バイオマスボイラー（冷暖房チップボイラー）や
CLT活用のバス待合所等を見学します

16：00 コープ林田着
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〒700-0026
岡山市北区奉還町1-7-7（オルガ6階）
TEL/FAX：086-256-2565
携帯電話：070-2355-1420
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

　２０１７年度会費をまだ納付いた
だいていない会員の皆様に振込
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（入れ違いでお振り込
みいただいておりましたらご容赦く
ださい）。
　会費は、企業・協同組合：１口
２万円、団体・NPO法人・個人：
１口２千円、１口以上をお願いい
たします。

　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）、連絡先・所属団体・会社名（任
意）を送信してください。
　現在 1,337 名にご登録いただい
ています。
　また、皆様からの情報提供を
お待ちしています。各種イベント
情報やお知らせなどが掲載できま
す。掲載希望内容を事務局まで
メールでお寄せください。

　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 8日（土）10～ 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。
※今年度「第 15 回おかやまホタ
ルフォーラム」を10月28日（土）
10 時～（株）村田製作所で開催し
ます。詳しくは別途お知らせし
ます。是非ご参加ください。

◆環境家計簿モニター登録いただ
いている皆様へ
　2017 年よりセキュリティ強化に
伴い、ホームページでのモニター
登録、実績報告のページは閉鎖さ
せていただきました。ホームペー
ジ上でご登録いただいておりまし
た皆様には、大変お手数をお掛け
いたしますが、E-mail か FAX で
ご報告いただきますよう、何卒よ
ろしくお願いいたします。

※生活協同組合おかやまコープの
組合員さんだけお申込いただけ
る企画です。ご注意ください。
◆アマモの種取り活動
①日生町
・日程／ 6月10日（土）10～12時
・会場／備前市日生沖（集合 :日生
町漁協）

・募集人数／ 20人程度　※定員を
超えた場合は抽選

②邑久町
・日程／ 6月17日（土）10～ 12時
・会場／瀬戸内市邑久町虫明沖
　　　　（集合 :邑久町漁協）
・�募集人数／ 10程度　※定員を超
えた場合は抽選
③笠岡市
・日程／ 6月20日（火）13～ 15時
・会場／笠岡市沖（集合 :笠岡市漁
協荷捌き所）

・募集人数／ 20人程度　※定員を
超えた場合は抽選
◆①②③とも現地集合となります。
詳細は参加者に直接ご案内いた
します。
◆持ち物（共通）:カッパ（濡れて
もよい服装）、長靴、手袋（でき
ればゴム手袋）、タオル、お茶、
必要であれば着替え
◆参加対象 : 小学生以上の親子で
の参加も可能（小学 3年生以下
のお子さまが参加される場合は、
お子さま1名につき保護者 1名
の同伴をお願いします）
◆申込：５/19（金）までに、代表者
組合員名・組合員コード・参加
希望日（会場）を生活協同組合お
かやまコープ・商品企画（℡ :086-
296-6415）までお申込ください。

アマモ場再生活動
参加のご案内

ホタル団体交流会の
ご案内

メールニュース配信
希望者募集中

個人・団体・企業
会員　募集中

ニュースへのチラシ等の
同封に関するお知らせ

アマモの種取り


