
平成28年度　地球環境基金活動報告会

地球環境と向き合う様々な取組み

語る・知る・広げる

プログラムの詳細は裏面へ

主催：独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部

地球環境基金活動報告会とは、同基金の助成金を受けた環境 NGO・NPO などが自らの活動の
成果を発表する場です。発表を通して、これからの地球環境のことを参加者と共に考え、地球
環境保全活動をさらに広げることを目的として開催します。

参加費
無料

環境活動に興味のある方、現在環境保
全等に携わっている方、NGO・NPOの
活動を支援したい方、多くの方々のご
参加お待ちしています。

次期若手プロジェクトリーダー申請をお
考えの方、ぜひ聴きに来てください！

「課題がたくさん！ どこから手をつけたら
いいの？」とお悩みの方、ご参加ください！

国際環境協力に興味のある方、ぜひ 聴
きに来てください！　この発表会が、世界
に羽ばたく一歩になるかもしれません。

「わたしたちの活動、地球環境基金の対
象？」「アウトカム・アウトプットって何？」等
の疑問をお持ちの方、お待ちしています。

語れば熱くなる、地球環境保全への
取組み

環境NGO・NPO
活動報告会

地球をまもる人になる、３年間を
振り返って

若手プロジェクトリーダー
成果発表会

行ってみて、体験して、はじめて
気づいたことがありました

海外派遣研修 成果発表会

プロボノって何？
～組織の課題解決に
　　プロボノを活用するためには～

プロボノ入門ワークショップ

基金スタッフが要望書の書き方、
アドバイスいたします

助成金個別相談会

時 間・場所
 ●Ａグループ
 904……………10：50 ～ 15：30

 ●Ｂグループ
 908（奥）………10：50 ～ 14：30

 ●Ｃグループ
 908（手前）……10：50 ～ 14：30

 ●Ｄグループ
 910……………10：50 ～ 15：30

 ●Ｅグループ
 9-F ……………10：50 ～ 15：50

対 象　どなたでも参加可能

時 間　14：30 ～ 16：10
場 所　908　（奥側）
対 象　どなたでも参加可能

時 間　14：30 ～ 16：10
場 所　908　（手前側）
対 象　どなたでも参加可能

時 間　17：10 ～ 18：30
場 所　904　
定 員　40名
対 象　環境NGO・NPOの方

時 間　17：10 ～ 18：30
場 所　908　
対 象　次年度以降、地球環境基金

の助成金申請をお考えの環
境NGO・NPOの方

開催日　平成 28年 12月 10日（土）
会　場　ＴＦＴビル東館　9階
 （東京都江東区有明 3－6－11）
 エコプロダクツ 2016 会場近く
 東京ビッグサイトから徒歩 6分



平成28年度　地球環境基金活動報告会
●環境NGO・NPO活動報告会●（10：50～15：50）

●若手プロジェクトリーダー研修●
成果発表会

（14：30～16：10）

●海外派遣研修●
成果発表会

（14：30～16：10）

●助成金個別相談会●
●プロボノ入門ワークショップ●

（17：10～18：30）

　若手プロジェクトリーダー研修は、環境
NGO・NPO活動の持続的な発展に向け、ビ
ジネスモデルの構築ができる人材を３年間か
けて育成するものです。
　平成26年度から始まり、今年度、１期生
である12名の研修生たちが、自身の３年間
を振り返ります。

　地球環境基金では、環境保全活動への参加
に興味がある方を対象に、現場で直接学ぶ機
会を提供すべく「海外派遣研修」を実施して
います。
　今年度は、10名の研修生たちが、マレー
シアで20日間の研修を受けました。彼らが
得た学びや気づきを発表します。

　助成金個別相談会では、基金スタッフが要
望書の書き方等をアドバイスします。
　また、プロボノ入門ワークショップでは、
プロボノに関する入門的な基礎知識を説明し
た後、各団体が感じている組織課題を棚卸・
整理し、解決策について検討するワーク
ショップを実施します。

○りんかい線国際展示場駅から
　パナソニックセンターを右に曲がり、横断歩道を渡ってから左側のビル。
エスカレータで 2 階に上がり右側の出入り口からビル内に。Ｃエレベータを
利用して9階においでください。

○ゆりかもめ国際展示場正門駅から
　改札をでて左に曲がりＴＦＴビル2階に直結。右側の外廊下を進み、左側
の出入り口からビル内に。Ｃエレベータを利用して9階においでください。

地球環境基金はエコプロダクツ2016に出展しています。
東1ホール1-018にも、ぜひお越しください。

お問い合わせ・お申込

グループ名／分野 活動報告会発表団体一覧（全50団体）

Ａ 地球温暖化防止
循環型社会形成

FoE Japan ／ビーグッドカフェ／環境ネットやまがた／グローバル・スポーツ・
アライアンス／次世代のためにがんばろ会／全国小水力利用推進協議会／地域の未
来・志援センター／中部壜商連合会／マンションオーナーズコミュニティー／ふく
しま市民発電／Climate Action Network Japan（CAN-Japan）

Ｂ 総合環境保全
その他

熱帯林行動ネットワーク／モンゴル環境情報センター／A SEED JAPAN／NPO
地域づくり工房／大阪海さくら／河北潟湖沼研究所／環境とくしまネットワーク／
日本エコツーリズムセンター

Ｃ 自然保護・保全・復元
大気・水・土壌環境保全

バードライフ・インターナショナル　東京／環境ネットワーク「虹」／自然回復を
試みる会・ビオトープ孟子／宍道湖・中海汽水湖研究所／東京労働安全衛生センター
／ニッポンバラタナゴ高安研究会／北海道国際交流センター／有害化学物質削減
ネットワーク

Ｄ 総合環境教育

イカオ・アコ／ nature center risen ／ GREEN／アジア太平洋資料センター／
いわて芸術文化技術共育研究所／えひめグローバルネットワーク／鮭守の会／しゃ
ぼん玉の会／「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会／南三陸ネイ
チャーセンター友の会／アフリカ日本協議会

Ｅ
東日本大震災
環境保全型農業
その他

APLA ／ VERSTA ／ South Asian Network for Social and Agricultural 
浦／会協光観巻石／塾村山／ータンセ史然自阪大／）DASNAS（ tnempoleveD

戸夢の愛ランド／環境パートナーシップいわて／ザ・ピープル／勿来まちづくりサ
ポートセンター／森は海の恋人／メタセコイアの森の仲間たち

●お問い合わせ
（独）環境再生保全機構　地球環境基金部　

地球環境基金課　國松・上村・佐藤

T E L：044 - 5 2 0 - 9 5 05
E-mail：28seika@erca.go.jp

●参加お申込
　件名欄に、「活動報告会申込」と明記の上、次の（１）～（7）の項
目とともに、28seika@erca.go.jpまでお申込みください。締め切り
は平成28年12月2日（金）です。ただし、プロボノ入門ワークショッ
プについては定員に達した場合は締め切らせていただきます。

（１）お名前　（２）住所　（３）ご所属先　（4）お電話番号
（５）FAX番号（６）メールアドレス（7）参加希望のプログラム



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ（オプション）: 'オリジナル'
      

        
     32
            
       D:20161026162749
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     336
     118
    
     None
     Right
     8.5039
     0.0000
            
                
         Both
         314
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.0d
     QI+ 2
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



