平成 30 年度後期「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
№30S05 海ごみリーダー育成講座
講師：一般社団法人 JEAN 小島あずさ

この講座は、香川県の平成 30 年度海ご
み発生抑制に係る人材育成業務と連携
して実施します。

概要
ビーチクリーンアップやモニタリン
グ調査等の海ごみ関係の活動を主体
的に企画・開催することができる人
材を養成するための講座。
対象：高校生以上
定員：20 名
時間数：1 日（4 時間）
受講料：無料

開講日時・会場／募集期間
日時：11/3(土)

10:30～15:00

※昼食休憩あり
会場：高松市女木島
募集期間：9/19(水)～10/26(金)
この講座の受講申込み先は、
特定
非営利活動法人アーキペラゴと

なります。
里海づくりを含めたツアー全体のプログ
№30S06 里海プロガイド養成講座（応用）
日時： 2/9 (土)10:00～16:00
ラムデザインが実施でき、里海ツアーの
講師：絆創工房代表 松野陽平、
2/10(日)10:00～16:00
メインガイドが可能な人材を育成する講
Free Cloud 代表 小前昭二、
3/9 (土)10:00～16:00
座
NPO 法人アーキペラゴ理事
3/10(日)10:00～16:00
対象：里海プロガイド養成講座(基
森田桂治
※昼食休憩あり
礎)及び里海プロガイド養成
会場：坂出市王越
基礎講座の修了者
募集期間：12/17(月)～1/29(火)
時間数：4 日（計 20 時間）
受講料：3 万円
里海・里山の価値や課題を学び、その恵み
である「海・山の幸」を通して、価値や課
題をどう伝えていくかを考える。食べる
人、つくる人、伝える人など、多様な人材
を養成する講座

№30S07 海・山の幸講座①
講師：郷土料理研究家

十川時子

№30S08 海・山の幸講座②
講師：無双地図株式会社

横山昌太郎
ほか

№30S09 里海風景の撮影ツアー（秋）
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

対象：高校生以上
定員：各 20 名
時間数：各 1 日（各 4 時間）
受講料：各 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：1/20(日) 10:00～14:00
会場：香川県社会福祉総合セン
ター
募集期間：11/26(月)～1/8(火)
日時：2/23(土) 10:00～14:00
会場：香川県社会福祉総合セン
ター
募集期間：12/17(月)～2/12(火)
日時：11/25(日)12:00～16:00
会場：観音寺市伊吹島
募集期間：10/1(月)～11/12(月)

対象：高校生以上
定員：20 名
時間数：1 日（4 時間）
受講料：4 千円
№30S10 ファシリテーター実践講座
講師：Office123 代表 谷益美

実際にファシリテーションを行うと 日時：12/15(土) 10:00～18:00
きに必要となる、段取りなどの事前
※昼食休憩あり
準備や企画・進行の方法を学ぶ講座。
会場：香川大学幸町キャンパス
対象：ファシリテーター養成講座の 募集期間：10/22(月)～ 12/4(火)
修了者
定員：24 名
時間数：1 日（計 7 時間）
受講料：1 万円

№30S11 対話活性化のためのアイスブレ

簡単に使える自己紹介ツールを用い
たアイスブレイクの手法を学ぶこと
で、ファシリテーション技能の向上
を目指す講座。

イク講座
講師：Office123 代表 谷益美

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

日時：11/5(月) 19:00～21:00
会場：香川大学幸町キャンパス
募集期間：9/12(水)～10/23(火)

一般コース

広く里海への理解を深める講座

№ 講座名／講師
№30G13 里海学びの講座④
講師：瀬戸内海歴史民俗資料館
館長 田井 静明

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、離島と海の暮らしをテーマに
開催します。

開講日時・会場／募集期間
日時：1/27(日) 10:00～13:00
会場：坂出市櫃石島
募集期間：12/17(月)～1/23(水)

対象：高校生以上
定員：30 名
時間数：1 日（3 時間）
受講料：無料
№30G14 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：12/8(土)10:00～12:00
会場：ユープラザうたづ
募集期間：10/22(月)～12/5(水)

対象：小学生
定員：20 名
時間数：1 日（2 時間）
受講料：無料
№30G15 里海体験ツアー
講師：かがわ里海大学里海プロガイド
養成講座(応用)修了生

里海･里山の楽しさ、恵み、課題をフィ
ールドで体験できるツアー。海･山の恵
みをいただく食事など。

日時：1/26(土) 9:00～13:00
会場：坂出市王越
募集期間：12/3(月)～1/15(火)

対象：小学生以上
定員：20 名
時間数：1 日（4 時間）
受講料：中学生以上3 千円、小学生2 千円
№30G16 里海の恵み料理教室
講師：かがわ里海の幸レシピ作成料理人

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「かがわ里海の幸」のレシピを
実践します。

日時：3/2(土) 10:00～13:00
会場：香川県社会福祉総合セン
ター
募集期間：1/7(月)～2/19(火)

対象：小学生以上
定員：20 名
時間数：1 日（3 時間）
受講料：中学生以上 1 千円、小学生5 百円
№30G17 一から学ぶ海ごみ講座
講師：NPO 法人アーキペラゴ理事
森田桂治

海ごみの原因・現状・抱える問題を知り、 日時：1/19(土)10:00～12:00
なにができるかを考えることをとおして海 会場：東かがわ市山田海岸
ごみや里海への関心を深めます。
募集期間：12/3(月)～1/16(水)
対象：小学生以上
定員：20 名
時間数：1 日（2 時間）
受講料：無料

■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。
）
・各講座の修了には、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、交通費・食費等実費負担が必要となる場合があります。
■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・12 月 31 日・1 月 2～3 日を除く）

