平成 30 年度前期「かがわ里海大学」募集要項
専門コース

里海づくりを牽引するために必要なスキルや知識を高める講座

№ 講座名／講師
№30S01 海の生き物観察力向上講座
講師：香川の水辺を考える会
代表 吉田一代

№30S02 里海風景の撮影ツアー
講師：公益社団法人日本写真家協会
(JPS)会員

クキモトノリコ

概要
開講日時・会場／募集期間
海や海辺に暮らす生き物の観察会において 日時：7/22(日) 9:00～12:00
生き物の生態などを解説できる知識の引出 会場：観音寺市有明海岸
を増やします。
募集期間：5/28(月)～7/9(月)
対象：高校生以上
定員：20 名
時間数：1 日（3 時間）
受講料：3 千円
写真教室講師とともに里海を巡り、里
海風景の撮影を通して里海への理解と
興味を深めます。

日時：7/21 (土)13:00～16:00
会場：丸亀市本島
募集期間：5/28(月)～7/9(月)

対象：高校生以上
定員：20 名
時間数：1 日（3 時間）
受講料：3 千円
№30S03 ファシリテーター養成講座
講師：Office123 代表 谷益美

№30S04 プレゼンテーション講座
講師：Office123 代表 谷益美

多様な関係者が参加する場づくりにお
いて参加者の主体性を引き出すコミュ
ニケーションに関するトレーニング。

日時：6/22(金) 19:00～21:00

対象：高校生以上
定員：24 名
時間数：2 日（計 10 時間）
受講料：1 万 5 千円

募集期間：4/27(金)～6/11(月)

様々な活動の成果等をアピールし、新
たな活動につなげるためのプレゼンテ
ーションに関するトレーニング。

日時：5/17(木) 19:00～21:00

6/23(土)

9:00～18:00

会場：香川大学幸町キャンパス

会場：香川大学幸町キャンパス
募集期間：4/4(水)～5/2(水)

対象：高校生以上
定員：24 名
時間数：1 日（2 時間）
受講料：3 千円

一般コース

広く里海への理解を深める講座

№ 講座名／講師
№30G01 里海学びの講座①
講師：香川大学名誉教授 増田拓朗

№30G02 里海学びの講座②
講師：香川大学創造工学部准教授 石塚正秀

№30G03 里海学びの講座③
講師：香川大学創造工学部教授 末永慶寛
№30G04 海辺の環境クラフト講座
講師：NPO 法人日本渚の美術協会
ｼｰﾎﾞｰﾝｱｰﾄｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
道風由加里

概要
里海・里山の環境、生きもの、自然と
共生してきた文化・歴史など、多角的
な視点から里海づくりを学びます。
今回は、それぞれつながりのある①森
林、②川、③海をテーマに開催します。
対象：高校生以上
定員：各 30 名
時間数：各 1 日（各 2 時間）
受講料：無料

開講日時・会場／募集期間
日時：5/18(金) 18:30～20:30
会場：香川大学幸町キャンパス
募集期間：4/4(水)～5/15(火)
日時：5/25(金) 18:30～20:30
会場：香川大学幸町キャンパス
募集期間：4/4(水)～5/22(火)
日時：6/1(金) 18:30～20:30
会場：香川大学幸町キャンパス
募集期間：4/4(水)～5/29(火)

海岸漂着物を利用したクラフトを作成し、 日時：8/3(金) 9:00～13:00
楽しみながら、海ごみの現状を学びます。 会場：高松市浦生海岸
対象：小学生以上
募集期間：6/18(月)～ 7/31(火)
定員：20 名
時間数：1 日（4 時間）
受講料：1 千円

№30G05 できた！が増える片づけ教室
～子ども部屋から海をキレイに～
講師：整理収納コーディネーター
いずみなみか

生活ごみが海を汚している実態を知
り、片づけをとおしてモノを大切にす
る心を養うことで、ごみの発生の少な
い海にやさしい生活を学びます。

日時：7/28(土) 10:00～12:00
会場：サンメッセ香川
募集期間：6/11(月)～ 7/25(水)

対象：小学生
定員：20 名
時間数：1 日（2 時間）
受講料：無料
№30G06 里海の恵み料理教室
講師： Free Cloud 代表 小前昭二

海の幸・山の幸を使った料理実習を通じ
て、里海・里山の良さや課題を体感しま
す。今回はアウトドア料理です。

日時：6/24 (日) 10:00～13:00
会場：三豊市仁尾町大蔦島
募集期間：4/27(金)～6/12(火)

対象：高校生以上
定員：20 名
時間数：1 日（3 時間）
受講料：3 千円
№30G07 ウミホタル観察講座
講師：香川県立三木高校教頭 塩田浩之

№30G08 ウミホタル観察講座
講師：香川県立三木高校教頭 塩田浩之

№30G09 海の生き物観察講座
～海藻・海草編～
講師：香川県水産試験場職員
№30G10 海の生き物観察講座
～磯の生き物編～

水質の良いところにすんでいるウミホタル 日時：8/11(土) 18:30～20:30
の採集・観察をとおして里海への関心を深 会場：さぬき市津田
めます。
募集期間：6/25(月)～8/8(水)
対象：小学生以上
日時：8/18(土) 18:30～20:30
定員：各 40 名
時間数：各 1 日（各 2 時間）
受講料：無料

会場：坂出市沙弥島
募集期間：6/25(月)～8/15(水)

海や海辺に暮らす生き物の観察を通して、 日時：5/27 (日) 16:00～18:00
生物の多様性や里海への関心を深めます。 会場：高松市屋島湾
対象：小学生以上
募集期間：4/9(月)～ 5/23(水)
定員：20 名
日時：7/14(土) 16:00～18:00
時間数：各 1 日（各 2 時間）
受講料：無料

会場：多度津町

講師：香川県環境管理課職員

募集期間：5/28(月)～7/11(水)

※この講座は多度津町との連携企画で
す。
海ごみの原因・現状・抱える問題を知り、 日時：7/15 (日) 10:30～12:30
なにができるかを考えることをとおして海 会場：丸亀市広島コミュニティ
ごみや里海への関心を深めます。
森田桂治
センター
対象：小学生と保護者
募集期間：5/28(月)～7/11(水)
※この講座は丸亀市民学級との連携企画で 定員：20 名
時間数：1 日（2 時間）
す。
受講料：無料
№30G11 一から学ぶ海ごみ講座
講師：NPO 法人アーキペラゴ理事

■受講にあたっての留意事項
・各講座の参加申込方法や詳細は、各講座ごとの募集ちらし(順次公表予定)に記載しています。
・受講受付は、原則先着順とします。
・各講座の最少催行人数は、原則定員の半数とします。
・小学生の参加には、保護者の同伴が必要です。
（一部異なる取扱いの講座があります。
）
・修了証の交付を受けるには、総講義時間(食事休憩含まず)の 75％以上の受講が必要です。
・新たに講座を追加する場合、開講を取りやめる場合、講座の内容等を変更する場合があ
ります。
・受講料のほか、食費等実費負担が必要な場合があります。
■お申し込み・お問い合わせ
かがわ里海大学協議会（香川県環境管理課内）Tel：087-832-3220
E-mail：kankyokanri@pref.kagawa.lg.jp
受付時間

9:00～17:00（土曜日・日曜日・祝日を除く）

