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２０１０年８月２６日  

各 位 

公益社団法人日本環境教育フォーラム   

財団法人損保ジャパン環境財団  

株式会社損害保険ジャパン 

 

 

 

 

  

 公益社団法人日本環境教育フォーラム、財団法人損保ジャパン環境財団および株式会社損害保険

ジャパンは、三者共催で「市民のための環境公開講座」を開催していますが、このたび、近年注目

が集まっている「生物多様性」について、体験と講義の両面から学ぶ機会を設け、参加者を募集し

ます。「生物多様性」について、より身近に感じ、考えるきっかけとして、ご参加ください。 

 

 

■ 市民のための環境公開講座 「野外編」開催概要 

講師に北野日出男氏（公益社団法人日本環境教育フォーラム 理事）、安西英明氏（財団法人日本

野鳥の会 理事／主席研究員）、杉浦忠機氏（日野の自然を守る会 副会長）をお招きし、「身近な 

自然に学ぶ～虫・鳥・植物の生き方に見る、生物多様性～」をテーマに、「昆虫」「鳥」「植物」の 

３グループに分かれて散策しながら、身近な自然に触れ、動植物の生態や生き物のつながり、生物

多様性について学ぶプログラムです。 

 
市民のための環境公開講座 野外編 

日時 ２０１０年９月２５日（土）９：３０～１４：３０ 

※ 雨天の場合９月２６日（日）に順延 

場所 都立平山城址公園（八王子市堀の内）※京王線「平山城址公園」駅下車 

http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index066.html 

＊駐車場がないため、車でのご参加はご遠慮下さい。 

定員 ６０名 ＊講座の運営上、原則中学生以上が参加対象となります。 

参加費 ５００円（当日、お支払ください） 

スケジュール ９：３０ 集合・受付 

９：４５ 公園へ移動 

１０：０５ レクチャー 

１０：３０ グループワーク 

（各グループで自然観察プログラムを実施 ※昼食は各自持参） 

１４：００ 集合  

１４：３０ 解散 

申込方法 ＦＡＸまたはメールにてお申込ください。 

なお、メールでお申込いただく場合は、以下の内容をご記入ください。 

【件名】野外講座申込 

【内容】氏名、ふりがな、電話番号、希望グループ、メールアドレス 

【宛先】FAX： 03-3349-3304  ／ mail：  ECo@sompo-japan.co.jp 

市民のための環境公開講座 「野外編・講座編」 参加者募集 

「生物多様性」について、体験と講義の両面から学ぶ機会を提供します 



 

 

■ 市民のための環境公開講座 「講座編」開催概要 

１．テーマ  ： 「日本の文化と生物多様性の調和」  

生物多様性の課題を「日本の文化との調和」という観点から捉えます。２０１０年１０月に 

名古屋市で開催される「生物多様性ＣＯＰ１０」の事前学習としても活用いただける内容を 

３回シリーズで開催します。 

 

＜第１回＞９月 ７日（火）１８：３０～２０：１５ 

名古屋市立大学大学院経済学研究科 准教授／COP10 支援実行委員会アドバイザー 

      香坂 玲 氏  「経済・文化と生物多様性の調和」 

 

 ＜第２回＞９月１４日（火）１８：３０～２０：１５ 

      法然院 貫主 

      梶田 真章 氏 「日本人の自然観 ～佛教と先祖教～」 

 

 ＜第３回＞９月２１日（火）１８：３０～２０：１５ 

      ＪＴ生命誌研究館 館長 

      中村 桂子 氏 「生きものの多様性とつながり」 

 

２. 場所  ： 損保ジャパン本社ビル（東京都新宿区西新宿１－26－1） 

３．定員  ： （各パート）２５０名 

４．受講料 ： （各パート）一般 １，０００円、学生 ５００円 

５．申込方法： ＷＥＢサイトからお申込ください。 

        http://www.sjef.org/kouza/kouza2010/index.html 

 

■問い合わせ先 

「市民のための環境公開講座」事務局 

〒１６０－８３３８ 東京都新宿区西新宿１－２６－１(株)損害保険ジャパン内 

TEL：０３－３３４９－９５９８（平日９時～１７時）FAX：０３－３３４９－３３０４ 

 

※参考：市民講座事務局（損保ジャパン環境財団）からの情報発信をしています。 

 http://twitter.com/NKSJ_sjef 

 
 

以 上 



都立平山城址公園を散策しながら、身近な

自然に触れ、動植物の生態を学び、生き物

のつながりを感じるプログラムを行います。

講師には、昆虫・鳥・植物の各分野の専門

家をお迎えします。地球環境について考え

る第一歩として、私たちの身近にある自然

を観察してみることで、新たな気づきが得

られることでしょう。

※希望により「昆虫」「鳥」「植物」の3グループのいずれかに
　ご参加いただきます。

2010年 9月 25日（土）
9時 30 分～14 時 30 分

※ 雨天の場合 9月 26 日（日）に順延します

会　場　都立平山城址公園
 　　（八王子市：京王線「平山城址公園駅」下車）

参加費　500 円  （お支払いは当日）
定　員　60 名（中学生以上）  

市民のための環境公開講座  野 外 編

昆虫

鳥

植物

北野 日出男 氏
東京学芸大学 名誉教授

安西 英明 氏
財団法人日本野鳥の会 主席研究員

杉浦 忠機 氏
日野の自然を守る会 副会長

主 催 （公社）日本環境教育フォーラム、（財）損保ジャパン環境財団、
 （株）損害保険ジャパン
後 援 環境省、文部科学省、新宿区、（社）日本経済団体連合会、
 日本環境教育学会   



申込先・お問い合わせ先・　〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1
    （株）損害保険ジャパン CSR・環境推進室内 「市民のための環境公開講座」事務局
    TEL  03-3349-9598　FAX  03-3349-3304　URL  http://www.sjef .org/kouza　

主催： （社）日本環境教育フォーラム・（財）損保ジャパン環境財団
　　　（株）損害保険ジャパン
後援：環境省、文部科学省、新宿区、（社）日本経済団体連合会、
　　　日本環境教育学会

2010年9月25日（土）
9時30分～14時30分
※ 雨天の場合9月26日（日）に順延します

会　場　都立平山城址公園
参加費　500円
定　員　60名（中学生以上）
※希望により「昆虫」「鳥」「植物」の3グループのいずれかにご参加いただき
ます。なお、グループの人数調整により、ご希望に添えない場合もござい
ます。ご了承下さい。

講師プロフィール

スケジュール

【宛先】　ECo@sompo-japan.co.jp
【件名】 　野外講座申込　
【内容】　氏名、ふりがな、年齢、電話番号、Eメールアドレス、参加希望グループ（昆虫・鳥・植物）。

お申込
み

方法

E メール・FAX・郵送にてお申込みください。

「市民のための環境公開講座」事務局行　（FAX 03-3349-3304）

ふりがな

氏　名

電話番号

E メールアドレス
住　所

〒　　  -

（　　　　-　　　　-　　　　）

個 人 情 報 の
取り扱いについて

申込書に記載いただいた個人情報は、本講座の受講のご案内等、講座の運営に必要な範囲で、事務局である、（社）日本環境教
育フォーラム、（財）損保ジャパン環境財団、（株）損害保険ジャパン、の３者が取得、利用させていただきます。

DIC
N844 K

Eメールで
お申込の場合

希望グループ年齢

昆虫  ・  鳥  ・  植物

（ご希望のグループに◯をしてください）

 9：30 集合・受付　京王線 平山城址公園駅前
 9：45 公園へ移動（徒歩20分）
 10：05 レクチャー（20分）
 10：30 グループワーク開始（３時間半）
  各グループに分かれ、自然観察プログラムを
  実施
 14：00 集合（30分）
  各グループから報告、共有、総括
 14：30 解散

北野 日出男 氏
東京学芸大学名誉教授

昆虫グループ

1932年東京中野区生まれ。東京教育大（現筑波大）大学院理学研究
科動物学専攻修士課程修了、理学博士。京都大学理学部動物学教室
専任講師、東京学芸大学教育学部生物学教室・理科教育学教室教授
を経て1996年同大学を定年退職。専門は寄生蜂類の寄生生理・生態
学。（公社）日本環境教育フォーラム理事。

安西 英明 氏
財団法人日本野鳥の会 主席研究員

鳥グループ

1981年（財）日本野鳥の会ウトナイ湖サンクチュアリに初代レンジャー
として着任後、野鳥や自然観察、環境教育などをテーマに講演、ツアー
講師などで全国・世界各地を巡る。解説した野鳥図鑑は30万部以上
発行、日曜朝のNHKラジオ番組は10年以上続いている。（公社）日本環
境教育フォーラム理事。

杉浦 忠機 氏
日野の自然を守る会 副会長

植物グループ

1943年岡崎市生まれ。「日野の自然を守る会」で主に植物をテーマに
活動中。民間企業を定年退職後日野市環境情報センターの嘱託職員。
市民による学校授業サポート「ひのどんぐりクラブ」を立上げ、日野市内
の小・中学校へ環境・自然学習の出張授業を実施中。
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