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参加費：無料

定員：150 名（先着順）

対象：どなたでも

環境教育に関心のある学校、企業、行政、
NPOや環境団体等の方、個人での参加もOK!!

第4回
おかやま環境教育ミーティング

第4回
おかやま環境教育ミーティング

岡山県環境学習協働推進広場（かんきょうひろば）

10：00 ～17：00 (9:30開場 )

岡山コンベンションセンター
１Fイベントホール
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～つながる ひろがる　めばえる 環境教育の輪～～つながる ひろがる　めばえる 環境教育の輪～

主催：おかやま環境教育ミーティング実行委員会、岡山県、(公財)岡山県環境保全事業団　　後援：岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、倉敷市教育委員会、岡山ESD推進協議会

お申込みの方は
裏面もご覧ください⇒

当日スケジュール (予定)

10：00 ～   開会
10：05 ～   オリエンテーション
10：15 ～   基調講演
　　　　　NPO 法人アサザ基金 代表理事　飯島 博　氏
11：15 ～   知り合う時間
12：15 ～   昼食
12：55 ～   エコスクール表彰式
13：10 ～   ブース展示
14：40 ～   協働ミーティング ( ワークショップ形式 )
16：50 ～   閉会挨拶・アンケート
17：00　    終了予定
18：30 ～   懇親会

みんなが参加して
交流できるスタイルで、
活動の輪が広がります！

今回のおかやま環境教育ミーティングでは･･･
環境教育に関心のある学校、企業、行政、NPO や環境団体等の方々が集い、
お互いの活動、実践事例紹介や参加して交流するスタイルのミーティングを通して、
環境教育に関わる人たちがこれまで出会っていなかった人・団体と知り合い、つながり、
協働による環境教育の輪を広げるきっかけづくりを目指します。

ブース展示

　　　　　　　岡山県立水島工業高等学校、岡山県立矢掛高
等学校、電一郎先生、アッパービレッジ有限会社、岡山ESD推
進協議会・岡山市、NPO法人エコネットワーク津山、エコロ
ジー東備、NIK環境株式会社、環境学習センター「アスエコ」
、倉敷・総社温暖化対策協議会、子ども防災ネットワークお
かやま、岡山県シェアリングネイチャー協会、岡山県森林イ
ンストラクター会、高梁川流域学校、みずしま財団、明和製
紙原料株式会社、YKG60(やかげ小中高こども連合)　など

学校の環境学習実践事例、各団体等の
学習プログラム・活動などを展示します。
出展者の方と交流しながらご覧いただけます！
( 学校や団体など約 50 ブースを予定 )

ブース展示 協働ミーティング

エコスクール表彰基調講演 知り合う時間

前回の参加者の所属

10代～70代までの
幅広い方々に

ご参加いただきました！

1 2 3 4 5

学生 30％

行政 10％

教員 17％

NPO 19％

企業 11％

その他 13％

【出展予定団体】

基調
講演 飯島  博 氏

志賀  誠治 氏コーディ
ネーター （人間科学研究所 所長）

「社会を変える価値創造型の環境学習～霞ヶ浦アサザプロジェクト」
（認定NPO法人 アサザ基金 代表理事）

認定NPO法人 アサザ基金 代表理事　飯島  博 氏認定NPO法人 アサザ基金 代表理事　飯島  博 氏



※本事業は、廃棄物の抑制やリサイクルの推進を目的に産業廃棄物の処分量に応じて事業者から納税いただいた産業廃棄物処理税を財源として実施しています。

公益財団法人岡山県環境保全事業団
環境学習センター「アスエコ」     （担当：角田、谷口） 
〒700-0907　岡山市北区下石井 2-2-10

TEL：086-224-7272 / FAX：086-224-7273
E-mail:asueco@kankyo.or.jp

参加ご希望の方は、参加申込書に必要事項をご記入いただき、
郵送、FAX、E-mail、いずれかの方法で下記までお申込みください。

■お申込み･お問い合わせ

■会場のご案内

■講師・コーディネーター

コーディネーター：志賀　誠治 氏 （人間科学研究所 所長）基調講演講師：飯島　博 氏（認定NPO法人 アサザ基金 代表理事）

1979 年広島大学教育学部（教育学講座）卒業後、広島県内の公益法人に 15 年間
勤務。1994 年に独立し、人間科学研究所を設立。健康・環境・福祉・文化・地
域づくりなどをテーマに、参画・協働のまちづくりや人づくりに取り組んでいる。
また、県内中山間地の廃校を活用して自然学校を運営。
子どもの自然体験活動や環境教育活動、環境教育指導者の養成活動などに尽力
している。NPO 法人ひろしま自然学校代表理事、NPO 法人自然体験活動推進
協議会理事、NPO 法人日本エコツーリズムセンター理事など。

NPO 法人アサザ基金の代表理事として、学校・市民・企業・行政などの多様な
主体の連携による霞ヶ浦再生事業「アサザプロジェクト」を推進。「アサザプロジェ
クト」は湖の再生事業であると同時に、地域振興や地域ぐるみの環境学習プログ
ラムとしても機能している。また、全国で300 校以上の小中学校で環境学習に取り
組んでいる。飯島氏の環境学習では、子どもたちが自分の考えを提案し、実現に
向けた行動ができる人材となるためのプログラムを展開しており、子どもたちが
主役となって地域社会を巻き込んだ新たなまちづくりがいくつも実現している。

し が　　　 せいじいいじま　　ひろし

岡山県では、より良い環境に恵まれた持続可能な社会の実現に向けて、
県民一人ひとりが環境に関心を持ち、環境の重要性を理解し、環境保
全に取り組む意識を高めるため、環境保全活動に取り組む団体等から
広く情報収集し、総合的かつ効果的な環境学習をＮＰＯなど環境団体
等と協働により推進することを目的として、環境学習協働推進広場（通
称：「かんきょうひろば」）を設置しています。

「かんきょうひろば」とは

■会場案内図
●岡山国際交流センター

ホテル
グランヴィア

●ANAクラウン
　プラザ
　ホテル

●

岡
山

駅

岡山コンベンションセンター

●ANAクラウン
　プラザ
　ホテル〒700-0024

岡山市北区駅元町 14 番１号
< アクセス >
ＪＲ岡山駅中央改札口から
徒歩で約 3 分

TEL : 086-214-1000

岡山コンベンションセンター
１F イベントホール

アスエコ で 検索

各ブースに写真の通り｢長机(180cm×45cm)1脚、椅子2脚、パーテーション
(180cm×180cm･三つ折り)1枚｣を配置して資料等を展示していただきます。
ブース展示時間(13:10～14:40)に、参加者の方が自由に見学して回ります。
参加者がブースに訪問されたら、展示の説明と意見交換を行っていただく方式です。

【ブース出展募集〆切】 7月29日(金) 

■ブース出展方法 前回の展示例

（先着50団体となるため、団体枠埋まり次第終了とします）

≪第4回 おかやま環境教育ミーティング参加申込書≫ 

※複数で参加される場合は、みなさまのお名前をご記入下さい。 する・しない

する・しない

〒 する・しない
(するを選択した方は市町村のみ公開します)

TEL  
E-mail 

する・しない

する・しない

ふりがな
氏　名

所　属

住　所

連絡先

昼食の注文

協働で取り組みたいテーマの提案

提案された各テーマについて、午後からの「協働ミーティング」において、提案者が中心となり、グループ毎にワークショップ形式で意見交換を行います。

★昨年の一例⇒　「自然の中で遊ぶ親子エコツアー」　　「環境キットを作ろう！」
　　　　　　　　「環境保全活動・環境教育に興味がある若手ネットワークの構築」　　　　※応募多数の場合は事務局で調整させていただきます。

※テーマ募集〆切は 7/29（金）とさせていただきます。

※するを選択された方はテーマ名を記入してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

する・しない

する・しない

※昼食 (サンドウィッチ) 代 300 円 ( 当日徴収します )

懇親会 参加・不参加 ※会費 3,500 円～ 4,000 円程度 ( 当日徴収します)

ブース出展 する・しない ※するを選択した方には、確認票を後日配布します

情報公開
※当日参加者名簿を配布する予定です。参加者名簿
　への情報公開について、選択をお願いします。

 

   

 

 


