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  公益社団法人 日本環境教育フォーラム 

 清里ミーティング 201８ 
 

 

事前資料・第２報 
 

清里ミーティング 2018 に参加される皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

いよいよ開催まであと１週間ほどになりました。 

今回は事前資料・第２報として、ご案内をさせていただきます。 

必ずご一読いただき、必要な手続き・準備等よろしくお願いいたします。 

 

 

事前資料第２報は以下のものです。ご確認ください。   

● 清里ミーティング事前資料・第２報（この冊子です） 

● 清里ミーティングを 10 倍楽しむためのガイドブック 

  ※各プログラムや持ち物に関してより詳しく掲載しています。 

● 会場（受付）のご案内（白黒地図） 

● 清泉寮まるごとマップ（カラー） 

● プロフィール集  

 ※※※※今年は電子媒体ご希望の方へは、プロフィール集も「電子媒体のみ」です。紙媒体が必要な方は、清里ミ今年は電子媒体ご希望の方へは、プロフィール集も「電子媒体のみ」です。紙媒体が必要な方は、清里ミ今年は電子媒体ご希望の方へは、プロフィール集も「電子媒体のみ」です。紙媒体が必要な方は、清里ミ今年は電子媒体ご希望の方へは、プロフィール集も「電子媒体のみ」です。紙媒体が必要な方は、清里ミ

ーティングーティングーティングーティング HPHPHPHP より各自印刷願います。（当日配布されるのは「追加分プロフィールより各自印刷願います。（当日配布されるのは「追加分プロフィールより各自印刷願います。（当日配布されるのは「追加分プロフィールより各自印刷願います。（当日配布されるのは「追加分プロフィール」」」」のみです。）のみです。）のみです。）のみです。） 

 

     ※プロフィール集には、※プロフィール集には、※プロフィール集には、※プロフィール集には、11111111 月月月月 5555 日まで日まで日まで日までにお申込みがあった方の分にお申込みがあった方の分にお申込みがあった方の分にお申込みがあった方の分を掲載しております。を掲載しております。を掲載しております。を掲載しております。    

        それ以降に入稿された方はそれ以降に入稿された方はそれ以降に入稿された方はそれ以降に入稿された方は、、、、当日お渡しする「プロフィール集・追加分」に掲載いたします。当日お渡しする「プロフィール集・追加分」に掲載いたします。当日お渡しする「プロフィール集・追加分」に掲載いたします。当日お渡しする「プロフィール集・追加分」に掲載いたします。    

    

    日  時 ： 2018 年 11 月 16 日（金）～ 18 日（日） 

    会  場 ： 公益財団法人キープ協会清泉寮、山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター 

    主  催 ： 公益社団法人日本環境教育フォーラム 

    後  援 ： 環境省、文部科学省、林野庁、山梨県、ESD 活動支援センター、 

関東地方 ESD 活動支援センター、 

NPO 法人持続可能な開発のための教育推進会議（ESD-J）、 

一般社団法人日本環境教育学会 

    協  賛 ： アサヒグループホールディングス株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、 

公益財団法人損保ジャパン日本興亜環境財団、 

損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社 

公益財団法人セディア財団、Ｊ－ＰＯＷＥＲ(電源開発株式会社)、 日能研 
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①集合・受付                                                             
 

●受付時間   11111111 月月月月 16161616 日日日日（金）（金）（金）（金）    10:3010:3010:3010:30～～～～  

●受付場所：：：：    清泉寮新館フロント前清泉寮新館フロント前清泉寮新館フロント前清泉寮新館フロント前                

                                        ※11 月 16 日 14:00 以降の受付場所は、新館ホール前本部に移行します。 

       遅れていらっしゃる方は、本部へお越しください。           

� 受付にて荷物置き場をご案内しますので、大きなお荷物はそちらへ置くことができます。 

� 1 日目の昼食は各自でお済ませ下さい。また今年度は受付のすぐ近くの新館レストランにて、 

清泉寮カレーを 1人前 1,000 円にて販売いたします。ぜひご活用ください。 

なお営業時間は 11：30 ～ 12：40 までとなります。  

� 遅刻、早退される方は必ず予めご連絡下さい。その際にご到着、ご早退の直前、直後のお食事の 

必要有無もご連絡をいただけますと幸いです。 

� 「ちょっと早めに到着された方のための先取り交流企画」「ちょっと早めに到着された方のための先取り交流企画」「ちょっと早めに到着された方のための先取り交流企画」「ちょっと早めに到着された方のための先取り交流企画」にご参加を希望される方は 

 11:00 前までに受付にお越し下さい。受付にて、開催場所をお伝えします。(自由参加) 
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○○○○    ●●●●    ○○○○    ○○○○    ●●●●    ○○○○    早めに到着された方にはこんなお楽しみがございます！早めに到着された方にはこんなお楽しみがございます！早めに到着された方にはこんなお楽しみがございます！早めに到着された方にはこんなお楽しみがございます！    ○○○○    ●●●●    ○○○○    ○○○○    ●●●●    ○○○○    

    

現地開催事務局では、10時 22 分に清里駅にご到着される電車のご利用をお勧めしております。 

その際、10 時 30 分清里駅発の送迎車をご利用いただくことも可能です。（送迎車は予約不要です。） 

せっかくの清里、ぜひお時間を有効にご活用ください！ 

    

①「ちょっと早めに到着された方のための先取り交流会」①「ちょっと早めに到着された方のための先取り交流会」①「ちょっと早めに到着された方のための先取り交流会」①「ちょっと早めに到着された方のための先取り交流会」11:0011:0011:0011:00    ～～～～    11111111：：：：30303030 予定（自由参加）予定（自由参加）予定（自由参加）予定（自由参加）    

 全国各地からたくさんの方がお越しになる清里ミーティング！「せっかくならできるだけ多くの方と交流を

したい！」「初参加なんだけどうまくみんなと話せるかな？」そんな不安や期待をお持ちの方は是非ご参加

ください。開始前に仲良くなって、ミーティング期間に弾みをつけましょう♪ 

 

 

②②②②    自然歩道の散策・山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターの見学自然歩道の散策・山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターの見学自然歩道の散策・山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターの見学自然歩道の散策・山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンターの見学 

天気が良ければ、自然豊かな清里高原の外歩きも最高です。会場付近には、いくつかの整備がされた遊歩道

があります。運がよければ、野生動物にも会えるかも？？受付で大きなお荷物を置いてからお出かけするこ

とをおすすめいたします。清泉寮向かいのビジターセンター「山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター」にて、

自然物の展示紹介やトレイルマップの配布も行っています。（入館無料） 

 

 

③③③③    やまねミュージアムの見学やまねミュージアムの見学やまねミュージアムの見学やまねミュージアムの見学 

国の天然記念物であるヤマネをテーマにした日本で唯一のミュージアム。 

実際のヤマネは実物展示していませんが、ヤマネ研究員の研究成果を生態写真や標本、 

ぬいぐるみなどを使って、わかりやすくヤマネを紹介しています。 

� 入館料 420 円（ 開館時間：10:00～16:00 休館日：火･水･木 ※ミーティング期間中は営業。）   

清里ミーティング期間中は名札をご提示いただきますと、入館料が 320 円に割引になります 

    受付前・終了後にご入館される方は、清里ミーティング参加の旨、スタッフまでお申出ください。 

    3 日目にはキープスタッフがご案内するオプションツアーもあります。 

 

④④④④    新装新装新装新装 OPENOPENOPENOPEN ジャージーハットでソフトクリームを食べたり、足湯に入ってのんびりしたりジャージーハットでソフトクリームを食べたり、足湯に入ってのんびりしたりジャージーハットでソフトクリームを食べたり、足湯に入ってのんびりしたりジャージーハットでソフトクリームを食べたり、足湯に入ってのんびりしたり 

初日のお昼は、今年も清泉寮カレーを特別価格 1,000 円にてご用意しております。メイン会場すぐ横のレス

トランでのんびりとお食事をお召し上がりいただけます。 

また、この夏からリニューアルオープンしたジャージーハットではお土産や軽食カフェスペース、パンの販

売もございます。ジャージーハットのテラスには足湯もあり、天気がよければ富士山を見ながら開会式まで

の時間をお楽しみいただけます。 
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    ②交通のご案内②交通のご案内②交通のご案内②交通のご案内                                                                                                                                                                            

◆◆◆◆    交通のご案内について交通のご案内について交通のご案内について交通のご案内について    

 

●電車の場合 最終的な乗り継ぎ 

＜往路＞＜往路＞＜往路＞＜往路＞    
★東京方面から中央本線で来られる方は、次の列車が便利です（新宿までの列車は各自ご確認ください） 
  新宿          小淵沢（小海線に乗換）  清里（送迎車に乗換／要予約）  清泉寮   
  08:00（あずさ 5号）→  09:53／09:57（小諸行） →  10:22／10:30(送迎車)  →   10:40 頃着 
  09:00（あずさ９号）→  11:08／11:22（小諸行） → 11:46／12:10(送迎車) →    12:20 頃着 
 
★名古屋方面から中央本線で来られる方は次の列車が便利です（名古屋までの列車は各自ご確認ください） 
     名古屋       塩尻（中央本線に乗換）          小淵沢（小海線に乗換）   清里（送迎車に乗換／要予約） 清泉寮      
07:00（しなの 1号）→ 08:57／09:00（あずさ 8号東京行）→ 09:36／09:57（小諸行）→ 10:22／10:30→ 送迎車→  10:40 頃着 
08:00（しなの３号）→ 09:53／10:09（普通甲府行）      → 10:59／11:22（小諸行）→ 11:46／12:10→ 送迎車→  12:20 頃着              

               

※清里駅から会場の清泉寮までは歩いて 30 分、タクシーで５分ほどです。 

※10:30 発、12:10 発で清泉寮への無料送迎がございます。 

 

＜復路＞＜復路＞＜復路＞＜復路＞※帰りの清泉寮発清里駅行きの送迎車は、13:35(新館発)・15:10(新館･本館発)をご用意しております。    

★東京方面から中央本線で帰られる方は、次の列車が便利です（新宿からの列車は各自ご確認ください） 

   清泉寮         清里（送迎車から乗換）   小淵沢（小海線に乗換）    新宿   

 13:35(新館発送迎車)   → 13:45／13:55（小淵沢行）→ 14:20／14:36（あずさ 20 号）  →  16:34 頃着 

 15:10(新館･本館発送迎車）→ 15:20／15:50（小淵沢行）→ 16:12／16:35（あずさ 26 号）  →  18:34 頃着 
 
★名古屋方面から中央本線で帰られる方は次の列車が便利です（名古屋からの列車は各自ご確認ください） 
    清泉寮      清里（送迎車から乗換）      小淵沢（小海線に乗換）       塩尻（中央本線に乗換）   名古屋   

13:35(新館発送迎車) → 13:45／13:55（小淵沢行）→ 14:20／15:01（あずさ 17 号松本行）→ 15:36／16:03（しなの 18 号）→18:05 頃着 
15:10(新館･本館発送迎車)→15:20／15:50（小淵沢行）→ 16:12／16:22（中央本線長野行） → 17:13／18:30（しなの 22 号）→20:05 頃着                            

 

●お車の場合 

� 東京方面→（中央自動車道）→須玉ＩＣ→（国道 141 号線）→清里    約 2 時間 30 分  

� 名古屋方面→小牧ＪＣＴ→（中央自動車道）→小淵沢ＩＣ→（八ヶ岳横断道）→清里  約 3時間 30 分  

� 清泉寮新館前の駐車場は数に限りがあります。高齢の方やお体に不自由のある方が優先して使用できるよ

う、ご協力をお願いいたします。八ヶ岳自然ふれあいセンター前の大駐車場及び清泉寮本館前の駐車場をご

利用いただけます。 

 

●高速バスの場合 (新宿⇔八ヶ岳・清里直行便) 

行きの便は渋滞に巻き込まれることが多く、開会式に間に合わない可能性が高いため、 

ご利用は帰りの便のご利用のみでお願いします。 

  1 時間以上の大幅な遅れになることもございますのでご注意ください。 

  

� 新宿⇔清里 直通バス（帰り） 

16:45 清泉寮発 → 20:10 頃 新宿駅南口（バスタ新宿）着 

※以下のサイトから予約が可能です 

http://www.highwaybus.net/route/yts-sin.php?id=SE 
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③参加費のお支払いについて                                                                                                  

参加費のお支払いは、「事前振込」「事前振込」「事前振込」「事前振込」となります。お振込みがまだの方は至急お振込みをお願いし

ます。直前のお振込の場合、振込み履歴の分かる控えをお持ちください。 

振り込み期限は  11111111月月月月12121212日（月）日（月）日（月）日（月）    です。 

≪清里ミーティング≪清里ミーティング≪清里ミーティング≪清里ミーティング 2018201820182018 参加費≫参加費≫参加費≫参加費≫    

        ●全日参加：●全日参加：●全日参加：●全日参加：39,00039,00039,00039,000 円円円円((((税込税込税込税込))))        ●●●●1111 泊泊泊泊 2222 日：日：日：日：27,00027,00027,00027,000 円円円円((((税込税込税込税込))))    

        ※ＪＥＥＦ会員／学生は各※ＪＥＥＦ会員／学生は各※ＪＥＥＦ会員／学生は各※ＪＥＥＦ会員／学生は各 5,0005,0005,0005,000 円割引円割引円割引円割引    

 ※お申込フォームの宿泊個室ご利用の方は、以下の追加料金がかかります。 

（シングル（シングル（シングル（シングル 1111 泊泊泊泊 4,3204,3204,3204,320 円、円、円、円、2222 泊泊泊泊 8,6408,6408,6408,640 円円円円、ツイン、ツイン、ツイン、ツイン 1111 泊泊泊泊 1,2961,2961,2961,296 円、円、円、円、2222 泊泊泊泊 2,5922,5922,5922,592 円）円）円）円）    

 シングル・ツイン希望キャンセル待ちの方は、繰り上げ確定の連絡があるまでは、通常料金のまま

お振込ください。お振込後の場合は、追加分を当日現金にてお支払いください。 

※JEEF 会員か非会員かご不明の方は、お振込前に主催事務局までお問い合わせください。 

    

                ＜お振込先＞＜お振込先＞＜お振込先＞＜お振込先＞    

            三菱三菱三菱三菱 UFJUFJUFJUFJ 銀行銀行銀行銀行    新宿支店（店番号新宿支店（店番号新宿支店（店番号新宿支店（店番号 341341341341））））                普通口座普通口座普通口座普通口座    1081619 1081619 1081619 1081619     

            公益社団法人日本環境教育フォーラム公益社団法人日本環境教育フォーラム公益社団法人日本環境教育フォーラム公益社団法人日本環境教育フォーラム        

                （コウエキシャダンホウジンニホンカンキョウキョウイクフォーラム）（コウエキシャダンホウジンニホンカンキョウキョウイクフォーラム）（コウエキシャダンホウジンニホンカンキョウキョウイクフォーラム）（コウエキシャダンホウジンニホンカンキョウキョウイクフォーラム）     

※口座名をカタカナで入力する際、文字制限の関係上すべて入力できないことがあります。 

    最大文字数まで入力いただければ、途中で名前が切れても問題ありません。 

※恐れ入りますが、振込手数料は各自ご負担下さい。    

※途中からのご参加、あるいは途中のお帰りの場合についての参加費割引はございません。 

  ※事前にご請求書が必要な方は、事務局までお問い合わせください。 

  ※必ず申込者様が分かるように、振込み名義のご記名をお願いいたします。※必ず申込者様が分かるように、振込み名義のご記名をお願いいたします。※必ず申込者様が分かるように、振込み名義のご記名をお願いいたします。※必ず申込者様が分かるように、振込み名義のご記名をお願いいたします。    

例）所属団体からお振込みの際も、申込者様のお名前もご記名頂けますと幸いです。 

  団体名でお振込みをされる場合は、その旨を必ず事務局までご連絡ください。 

    

◆◆◆◆    キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル((((参加申込取消参加申込取消参加申込取消参加申込取消))))についてについてについてについて 

参加をキャンセルされる場合は、必ず事務局（kiyosato@jeef.or.jp）までご連絡下さい。 

既に参加費をお振り込みの場合には、キャンセル料を差し引いた金額を返金いたします。 

 

 

                                               

             

 

 

ご連絡をいただいた日ご連絡をいただいた日ご連絡をいただいた日ご連絡をいただいた日    キャンセル料キャンセル料キャンセル料キャンセル料    

15 日前(11/1）まで キャンセル料なし 

14 日前(11/2)～前日(11/15)まで  10,000 円（税込） 

当日及び無連絡不参加 全額負担 

≪清里ミーティング≪清里ミーティング≪清里ミーティング≪清里ミーティング 2018201820182018 のキャンセル料≫のキャンセル料≫のキャンセル料≫のキャンセル料≫    
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④清里ミーティング 2018 プログラム                               

 

【【【【    1111 日目日目日目日目    】】】】    11111111 月１月１月１月１6666 日（金日（金日（金日（金））））        

時間 内容 会場 

10:30～    受付開始受付開始受付開始受付開始    新館フロント前    

11:00～11:30    ちょっと早めに到着された方のための先取り交流企画ちょっと早めに到着された方のための先取り交流企画ちょっと早めに到着された方のための先取り交流企画ちょっと早めに到着された方のための先取り交流企画        

（自由参加）    

受付にてお伝えします 

    

【昼食は、各自でお済ませ下さい。同封の会場周辺の資料をご参照下さい。】 

        新館レストランにて清泉寮カレーライス（1,000 円）もお召し上がりいただけます。 

13:00～13:30 開会式開会式開会式開会式    新館ホール 

13:30～14:30 休憩休憩休憩休憩・ワークショップ準備・ワークショップ準備・ワークショップ準備・ワークショップ準備     

14:30～16:00  

 

 

 

 

 

体験型ワークショップ・１体験型ワークショップ・１体験型ワークショップ・１体験型ワークショップ・１ 

① SDGs に果たす ESD の役割 各会場（当日配布資料でお

伝えします） ② 自然観察で知る生物多様性、命のあり方、人という生物 

③ 学生版清里ミーティング実施に向けた作戦会議 

④ 棚田米を土鍋で炊いて、味わい、お米の魅力を探る 

⑤ JOLA ～アウトドアで「未来のための人づくり」～ 

16:00～１7:00    休憩・チェックイ休憩・チェックイ休憩・チェックイ休憩・チェックインンンン     

17:00～18:30 ●全体会・１●全体会・１●全体会・１●全体会・１    「「「「SDGsSDGsSDGsSDGs がもたらす共創の可能性がもたらす共創の可能性がもたらす共創の可能性がもたらす共創の可能性」」」」 

新しい分野や人をつなぐハブのような役割として、SDGs をベー

スに新たな協働プロセスを生み出し続けている 3 名をゲストに

招きます。SDGs に向けて「今起きていること」と「これから起こそ

うとしていること」について、ご紹介いただきます。 

環境教育も含めた社会教育的な立場から、持続可能な社会の

実現に向けたひとづくり（＝未来を変える教育）のために必要な

ことは何かを探ります。 

 

【ファシリテーター】 

  川嶋 直（公益社団法人日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ理事長） 

【スピーカー】 

関 正雄 氏  （損害保険ジャパン日本興亜株式会社） 

上田 壮一  氏（一般社団法人 Think the Earth） 

辰野 まどか 氏（一般社団法人ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（GiFT）） 

    

    

新館ホール    

18:30～20:30 夕食夕食夕食夕食（時間差入店にご協力ください） 

※20:00 頃より新館ホールは交流会の会場設営をいたします    

新館レストラン 

新館ホール 
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20:30～23:00 

 

情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会    

            最初の時間はみなさまのご参加をお願いします。 

   その後フリータイムとなります。 

● 「人と組織の紹介処（コンシェルジュデスク）」開設 

● 「環境教育リクルート」コーナー開設  

   雇い手と働きたい人のマッチングタイムも行います！ 

● 軽食、お飲み物をお出しする「Bar」も OPEN します 

※ 翌日の早朝ワークショップに参加を希望される方は、 

21：30 までに情報ボードにあるサインナップ用紙への 

ご記入をお願いします。 

※ 本年は一般の宿泊客もいらっしゃる可能性があります。22:00 

以降に新館ロビーを利用される際は、ご配慮をお願いします。 

新館ホール 

 



- 8 - 

【【【【    2222 日目日目日目日目    】】】】    11111111 月月月月 17171717 日（土日（土日（土日（土））））    

時間 内容 会場 

7:00～8:00    早朝ワークショップ早朝ワークショップ早朝ワークショップ早朝ワークショップ （自由参加） 

 ※ ご参加希望の方は、新館ホール付近の情報ボードにサインアップ用紙を設置しますので、 

    16 日の 2１:30 までのご記入をお願いいたします。  

    会場はその際用紙に記載いたします。 ※詳細は 13 項をご参照ください    

1 ロシアからの旅人と再会しよう 各会場 

2 ヨーガと瞑想 各会場 

3 山珊瑚で根付を作ってみましょう 各会場 

4 清里朝散歩 各会場 

7:30～8:30   朝食 新館レストラン/新館ホール 

9:00～11:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

対話型ワークショップ対話型ワークショップ対話型ワークショップ対話型ワークショップ            （昼食 ・・・お弁当を各ワークショップ会場に配ります） 

⑥ SDGs for School 未来の教育デザイン 各会場（当日配布資料でお

伝えします） ⑦ エコヴィレッジ、災害に強いオフグリッドの居場所作り 

⑧ 研修「設計」のススメ 

⑨ 公害の経験から考えるＳＤＧｓ達成に向けた課題 

⑩ 災害支援と自然学校の役割 

⑪ 美しい棚田を未来につなぐ 11 年の環境教育の実践 

⑫ ＥＳＤによる地域創生の可能性 

⑬ エコ・自然塾 

⑭ 野外フェス×環境教育の可能性をさぐる作戦会議 

11:30～13:00 休憩・昼食・移動 （「お弁当」をワークショップ午前の部の会場で配布いたします。）  

※午前中のワークショップ不参加の方は、新館ホールの受付本部にてお受け取りください。 

13:00～15:00 ●全体会２●全体会２●全体会２●全体会２    「「「「パートナーシップで未来を変える！パートナーシップで未来を変える！パートナーシップで未来を変える！パートナーシップで未来を変える！」」」」    

ESD＋SDGs のために、多様なステークホルダーとパートナーシッ

プを組むことはとても重要です。全体会 2 では、他者と「競争」する

のではなく、多様なステークホルダーと「共創」できる人材を生み出

す教育のヒントを探ります。 

ステークホルダーを巻き込み、画期的な取り組みに挑戦している

大場さん・山藤さん・田村さんと、パートナーシップの事例や取り組

みを多く発信するメディアの立場である藤田さんをゲストに招きま

す。常識をひっくり返すような新しい実践事例、パートナーシップを

組むに至った経緯を伺います。 

【ファシリテーター】 

中野 民夫 氏 

（東京工業大学／公益社団法人日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ理事） 

【スピーカー】 

藤田 香  氏（株式会社日経 BP） 

大場 隆博 氏（NPO 法人しんりん） 

山藤 旅聞 氏（都立武蔵高等学校・附属中学校教員） 

田村 陽至 氏（ドリアン）    

新館ホール 
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15:00～15:30 休憩・移動休憩・移動休憩・移動休憩・移動        

15:30～17:00 

  

体験型ワークショップ体験型ワークショップ体験型ワークショップ体験型ワークショップ・・・・２２２２    

⑮ フルスイングの発酵ワークショップ 各会場（当日配布資料で

お伝えします） ⑯ 読本「森里川海大好き！」を活かした環境教育へ 

⑰ 森カフェ GEMS マタギさんと算数-自然の恵み山御膳 

⑱ 歌の力、体感ワークショップ 

⑲ UNCO ゲーム開発のためのβ版体験ワークショップ 

⑳ 教員向けエコ×エネ体験ツアーの手応えと可能性 

㉑ 森で元気に！キープの「森林療法」ちょこっと体験☆ 

㉒ ハラオチ納得！ジオガシキッチン教室 

㉓ 「地域を活かした教育力」 

㉔ 「九州・沖縄で暮らし続ける！」地域に根ざす SDGs 

17:00～17:30 休憩・移動 

17:30～18:30 ●ポスターセッション●ポスターセッション●ポスターセッション●ポスターセッション 

「さんかくん」を使って、同時多発的にポスター発表。 

予め用意したポスターを張っても、マステで KP 法をしても、模造紙

を張って Live 板書しても OK！ 

発表する側も見る側も自由なスタンスで情報交換していきます。 

新館ホール 

 

18:30～20:30 夕食夕食夕食夕食（時間差入店にご協力ください） 

※20:00 頃より新館ホールは交流会の会場設営をいたします 

新館レストラン 

新館ホール 

19:00 ★翌日の「当日募集ワークショップ」実施者エントリーの締め切り  

20:40～23:00 情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会    ※全体での時間はございません 

● 「人と組織の紹介処（コンシェルジュデスク）」開設 

● 「環境教育リクルート」コーナー開設 

   雇い手と働きたい人のマッチングタイムも行います！ 

● 軽食、お飲み物をお出しする「Bar」も OPEN します    

★21:30 翌日の「当日募集ワークショップ」参加者エントリーの  

締め切り 

※本年は一般の宿泊客もいらっしゃる可能性があります。22:00 以

降に新館ロビーを利用される際は、ご配慮をお願いします。    

新館ホール 
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【【【【    3333 日目日目日目日目    】】】】    11111111 月月月月 18181818 日（日日（日日（日日（日））））    

時間 内容 会場 

7:30～8:30    朝食    新館レストラン    

8:30～9:00    

 

チェックアウト 

★荷物は新館玄関または八ヶ岳自然ふれあいセンターへ    

 

9:00～10:30 当日募集ワークショップ当日募集ワークショップ当日募集ワークショップ当日募集ワークショップ    

★2 日目 19：00 まで実施者エントリー募集！ 

各会場 

10:30～11:00  移動 

11:00～12:00 ●●●●全体会３全体会３全体会３全体会３    「「「「アイディアは地球を変えるアイディアは地球を変えるアイディアは地球を変えるアイディアは地球を変える」」」」    

変化はほんの小さなアイディアから生まれます。 

これを使えば何かできそう！あそこと組めばこんなことができる！ 

スタッフも交じってアイディアを生み出すダイナミックな対話セッショ

ンを行います。 

【ファシリテーター】 

鴨川 光 

（公益社団法人日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ／ｼﾞｬﾊﾟﾝ GEMS ｾﾝﾀｰ） 

新館ホール     

12:00～12:30 閉会式閉会式閉会式閉会式     

12:30～13:45 さよならパーティーさよならパーティーさよならパーティーさよならパーティー（立食）    新館レストラン 

14:00～15:00 オプション企画オプション企画オプション企画オプション企画    

会場であるキープ協会の施設を紹介するツアーを行います。 

（事前申込み不要。期間中に参加募集します。各定員 20 名程度） 

 ①①①①    ポール・ラッシュ記念館ポール・ラッシュ記念館ポール・ラッシュ記念館ポール・ラッシュ記念館見学ツアー見学ツアー見学ツアー見学ツアー    

   キープ協会の創設者ポール・ラッシュの歴史が詰まった   

記念館を学芸員の解説付きでご案内します。 

 ②②②②    やまねミュージアム見学ツアーやまねミュージアム見学ツアーやまねミュージアム見学ツアーやまねミュージアム見学ツアー（※入館料実費３２０円） 

   世界で唯一のヤマネミュージアムをミュージアムスタッフの解

説付きでご案内します。 

③③③③    聖ヨハネ保育園聖ヨハネ保育園聖ヨハネ保育園聖ヨハネ保育園見学ツアー見学ツアー見学ツアー見学ツアー    

  キープ協会が運営する清里聖ヨハネ保育園。森を活用した 

新園舎やフィールド、日常保育の様子をご紹介します。    

各会場 
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⑤ポスターセッション＆ポスター展示                                 

●ポスターセッション会場：清泉寮新館「新館ホール」 11 月 17 日（土） 17：30 ～ 18：30 

●常設会場： 清泉寮新館「黙想館」  

 

 （氏名五十音順・敬称略  11 月 7 日現在） 

NoNoNoNo    実施者実施者実施者実施者    県名県名県名県名                    

1 穴吹 夏子 神奈川県 

団体名  独立行政法人環境再生保全機構（ＥＲＣＡ） 

タイトル  ＥＲＣＡを知ってほしい！地球環境基金のご紹介 

2 大野 さゆり 愛知県 

団体名  NPO 法人 あそびっこネットワーク 

タイトル  子どもの「あそび場」から地域と社会を変える 

3 笠倉 秀貴 静岡県 

団体名  海辺の環境教育フォーラム 2018 実行委員会 

タイトル  海辺の環境教育フォーラム 2019 in 伊豆 

4 加藤 超大 東京都 

団体名  公益社団法人日本環境教育フォーラム（JEEF） 

タイトル  環境ユース海外派遣研修 in インドネシア 

5 川嶋 直 東京都 

団体名  公益社団法人日本環境教育フォーラム（JEEF） 

タイトル  ポスターセッションも KP 法 

6 
倉田緑 

松山満紀 
宮城県 

団体名  NPO 法人しんりん 

タイトル  未来へ繋ぐ森  ハイブリッド林業 

7 小山 文大 東京都 

団体名  大森 海苔のふるさと館 

タイトル  歴史×環境 大森 海苔のふるさと館での取組み 

8 金 由貴子 北海道 

団体名  公益財団法人札幌市公園緑化協会 

タイトル  葉っぱ+透明シート+絵本＝みんなで作る巨大絵巻 

9 佐藤 孝治 東京都 

団体名  公益財団法人 損保ジャパン日本興亜環境財団 

タイトル  CSO ラーニング（環境インターンシップ）のご紹介 

10 

菅沼慶太 

佐々木吉昭 

土佐憲夫 

秋田県 

団体名  白神山地 3 本の矢 

タイトル  白神山地知っているつもり！？ で何したい？ 

11 関 博充 宮城県 

団体名  NPO 法人みちのくトレイルクラブ 

タイトル  「みちのく潮風トレイル」を歩こう 
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NoNoNoNo    実施者実施者実施者実施者    県名県名県名県名                    

12 高木 幹夫 神奈川県 

団体名  日能研 

タイトル  日能研×ＳＤＧｓ・・・教室の木質化 

13 瀧上 舞 山梨県 

団体名  公益財団法人キープ協会 

タイトル  キープ×行政 北杜市幼児環境教育プロデュース事業 

14 谷 祐樹 愛知県 

団体名  岐阜県立森林文化アカデミー 

タイトル  猛禽類のインタープリテーションプログラムを考える 

15 長谷川 潤 神奈川県 

団体名  NPO 法人イクメンクラブ 

タイトル  三重県尾鷲市の山と海を生かした「わんぱく子育て」 

16 藤木 勇光 埼玉県 

団体名  次世代エネルギーワークショップ推進委員会 

タイトル  次世代エネルギーWS(若手社会人編)参加者募集 

17 松尾 章史 静岡県 

団体名  ろうきん森の学校（富士山地区） 

タイトル  ろうきん森の学校～富士山地区のこれまでとこれから～ 

18 村上 友和 神奈川県 

団体名  株式会社自然教育研究センター 

タイトル  野外フェス×環境教育 

19 宮森 由美子 東京都 

団体名  環境省国立公園利用推進室 

タイトル  日本の国立公園を満喫しよう！ 

20 森 雅浩 東京都 

団体名  有限会社ビーネイチャー 

タイトル  Be-Nature：人材募集 

21 森田 茉莉子 北海道 

団体名  NPO 法人霧多布湿原ナショナルトラスト 

タイトル  北海道の極地！浜中町での環境教育！ 

 

 

    

◆ポスターセッション追加募集のお知らせ◆ポスターセッション追加募集のお知らせ◆ポスターセッション追加募集のお知らせ◆ポスターセッション追加募集のお知らせ    

    

現在、ポスターセッションの実施枠にまだ余裕がございます。 

11 月 12 日（月）まではお申し込みをお受けできますので、ご希望の方はぜひ開催事務局までご連絡ください。 

せっかくの機会ですので、ご自身の活動を紹介する場として、色々な方々と交流をする場としてご活用ください。    
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⑥早朝ワークショップ ※自由参加                                  

２日目（２日目（２日目（２日目（17171717 日）日）日）日）7777：：：：00000000～８：～８：～８：～８：00000000    

１日目（16 日）に新館ホール付近の情報ボードに、参加希望用紙を掲示いたします。 

ご希望のワークショップにお名前をご記入下さい。（（（（16161616 日の日の日の日の 2222１１１１::::３０まで・先着順）３０まで・先着順）３０まで・先着順）３０まで・先着順） 

会場・集合場所は掲示の際に併せてご案内します。 

 

 

①①①①    ロシアからの旅人と再会しようロシアからの旅人と再会しようロシアからの旅人と再会しようロシアからの旅人と再会しよう    

実施者 安西 英明 【公益財団法人 日本野鳥の会】 定員 20名 会場 野外 

内容 
ツグミなどの渡り鳥を探しながら、鳥が食べる木の実や虫を探し、多様な生物、命のあり方、つなが

り、この惑星の奇跡を感じてみませんか？ 

    

    

②②②②    ヨーガと瞑想ヨーガと瞑想ヨーガと瞑想ヨーガと瞑想    

実施者 
中野 民夫 

【国立大学法人東京工業大学リベラルアーツ研究教育院】 
定員 20名 会場 室内 

内容 
清里高原の朝のすがすがしい時間に、シンプルなヨーガでゆったりと身体を調え、呼吸を調え、心を

調えて、静かで穏やかなひと時を楽しみましょう。 

    

    

③③③③    山珊瑚で根付を作ってみま山珊瑚で根付を作ってみま山珊瑚で根付を作ってみま山珊瑚で根付を作ってみましょうしょうしょうしょう        

実施者 小林 伊久子 【バジリコ（食の研究グループ） 定員 12 名 会場 室内 

内容 
遥かインド洋の海の珊瑚が、ヒマラヤ造山運動により、ネパール方面の地表に現れたのです。その山

珊瑚で赤い可愛い、根付を作ってみましょう。 

    

    

④④④④    清里朝散歩♪清里朝散歩♪清里朝散歩♪清里朝散歩♪    

実施者 キープ協会 実習生 【公益財団法人 キープ協会】 定員 ２0 名 会場 野外 

内容 

ちょっと早起きしてお散歩しませんか？ 

朝日を浴び、澄んだ空気を吸い込みながら、清里の朝を満喫しましょう。ご案内するのはキープ協会

の実習生。11 月中旬の朝は冷え込みますので、暖かい服装でお越しください。 
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⑦宿泊に関するご案内                                                

 

 ●清里は、標高 1400 メートルの高冷地のため、11 月中旬はかなり冷え込みます。長袖とフリースの上に厚

手のジャンバー、厚手の靴下、帽子や手袋も必要です。日中 10℃前後、夜は 0℃前後になることもありま

す。（室内は暖かく保たれています） 

 ●各会場及び森の中は禁煙です。喫煙は灰皿のある所でお願いします。屋外で喫煙される場合は携帯灰皿を

ご持参下さい。 

●部屋割りは、男女別室で事前情報を元にお部屋割りをいたしております。 

  可能な限り同団体の方は同室としています。また、近い年代の方と同室となります。 

※2017 年 9 月より清泉寮は全室禁煙になっています。喫煙時は共有の喫煙コーナーをご利用ください。 

●名札に宿泊部屋が記入してあります。 

清泉寮新館・本館の方と、キャビン・コテージの方とがいらっしゃいます。 

●各部屋の鍵は原則としてお渡ししません。扉に鍵はかかりませんので、貴重品は清泉寮フロントに 

 お預け頂くか、各自で管理願います。個室利用の方で必要な方は、フロントにてお受け取りください。 

●清泉寮新館ラウンジ（フロント前）と各ホール（本館ホール、アンデレホール、ハンターホール）周辺で

は無線ＬＡＮ（Wi-Fi）が使用できます。 

●お部屋からの外線電話はお使いいただけません。 

携帯電話をお持ちでない場合は、本館案内所前、またはふれあいセンター外の公衆電話をお使い下さい。 

 ●お部屋は基本的に休むための場とします。歓談される方は情報交換会などの場をご利用下さい。 

 ●各部屋に置いてある湯飲みなどの備品は部屋の外に持ち出さないで下さい。 

 ●お車でお越しの方は山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター南側の大駐車場、又は清泉寮本館駐車場をご利

用下さい。清泉寮新館駐車場は、ご高齢の方や足の不自由な方を優先してご利用いただきますので、ご理

解の程、よろしくお願いいたします。 

●タオル、歯ブラシなどのアメニティは各部屋に準備しております。 

●チェックアウトは 3 日目の朝食後になります。チェックアウト後のお荷物は、清泉寮新館か八ヶ岳自然ふ

れあいセンターの荷物置き場に置いていただけます。 

●清泉寮本館客室はスチーム暖房になっています。早朝、蒸気が入る際に多少音がすることがございます。 

 予めご了承ください。 

●当日、お部屋についてお困りのことがございましたら清泉寮フロントまでお申し付け下さい。 

【外線】０５５１－４８－２１１１ 

【内線】フロント ： ５ 
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○入浴について 

●清泉寮新館の大浴場の入浴時間は 15:00～23:30、6:00～9:00 です。 

 24:00 には大浴場は消灯いたします。時間に注意してご利用ください。 

  新館以外のお部屋の方も、清里ミーティングにご参加の方はどなたでもご利用いただけます。    

●本館・アンデレの共同風呂の入浴時間は 16:00～24:00 です。 

 （キャビンの浴室は 24時間使用できます。） 

●浴衣やパジャマでの食堂・売店等のご利用はご遠慮下さい。 

 

○その他 

●清泉寮フロントは 7:00～22:00 の時間帯にオープンしています。 

コピー（白黒 A4・1面 10 円／カラーA4・1 面 50 円）や FAX（50 円）などのサービスも行っています。 

 ●名札は期間中、必ず見えるところにお付け下さい。 

  スタッフは黄色の名札をしています。またそれぞれにスタッフジャンパーを着ています。 

 ・JEEF スタッフ･･･ 「シルバー」のスタッフベスト 

 ・KEEP スタッフ･･･ 「緑」のスタッフジャンパー 

 ・ボランティアスタッフ･･･ 「白」のスタッフジャンパー 

参加者の名札は、参加回数によって色分けしています。当日会場にてご確認ください。 

日本環境教育フォーラムの会員の方は、名札に目印のシールを付けさせて頂きます。 

声をかけるときの目印にして下さい。 

 ●急遽、早退されることになった方は、必ず事務局（受付本部）までお知らせ下さい。 

 

○持ち物 

●洗面用具（歯ブラシは備え付けのものがございます。必要なものはお持ちください） 

●寝間着（備え付けのものもございます） 

●着替え 

※11 月の清里はかなり冷え込みます（日中 10℃前後、夜は０℃前後となることがあります）。 

どうぞ暖かい服装＆手袋・帽子などをお持ち下さい。 

●懐中電灯 

（会場とキャビンなど宿泊施設が離れている場合があり、夜間の移動に必要です） 

●マイカップ （交流会などでご使用ください。レストランでのご使用はご遠慮ください） 

●プロフィール集 

  今年は電子媒体ご希望の方へは、プロフィール集も「電子媒体のみ」です。 

  紙媒体が必要な方は、清里ミーティング HPより各自印刷願います。 

  （当日配布されるのは「追加分」にプロフィールのみです。） 

●名刺やちらし・パンフレット等交流のために必要なもの（自由配布コーナーもあります） 

●その他、ご自身で必要と思われるもの 

※交流を促進する各種差し入れ歓迎いたします♪ 
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⑧その他のご案内                                                   

 

●【３日目】11 月 18 日（日）  当日募集ワークショップ（90 分）について 

  最終日 9:00～10:30、当日募集ワークショップの時間があります。ミーティング開催中 2日目（17 日）の 

19:00 までにテーマを募集いたします。ポスターセッションやワークショップをさらに深めるもよし、何かのテーマ、

何かのメンバーで話し込むもよし、「この指とまれ」方式で、それぞれに分かれて過ごす時間です。 

 実施希望者：2日目（17 日）19:00 までに本部受付にエントリー用紙をご提出ください。        

 参加希望者：実施が決まったワークショップは新館ホール前の情報ボードへ 2日目夕食後に掲載します。 

       参加希望用紙も同じ場所に掲示しますので、2日目（17 日）21:30 までにお申込ください。    

 

●本部に関して 

 新館ホール付近に事務局本部を設置いたします。スタッフが常駐しますのでお困りの際はお越しください 

 なお、1日目の 14:00 以降の受付はすべて本部で行います。遅れて到着される方は新館ホールを目指してお越しく

ださい。また、本部の対応時間は、8:308:308:308:30    ～～～～    22:00 22:00 22:00 22:00 までとなります。 

運営時間外でのご到着・ご早退を予定されている方はその旨を必ず事前にご連絡ください。 

 

●写真撮影について 

 「この人と話がしたいんだけど、顔がわからない」。そんな方のために、主会場である清泉寮新館ホールでは、受

付にて撮影させていただいた顔写真を名前つきで会場に掲示する予定です。お話をしたい相手を探す際にご活用

ください。またこれらの顔写真はミーティング終了後に名簿として整理をし、みなさまに配信いたします。期間

中にお会いした方々を確認する際にお役立てください。 

顔写真の撮影や名簿への掲載を希望なさらない場合は事務局まで事前にご連絡ください。 

 

●バーの開店について 

     １日目と２日目の夜、情報交換会の時間には清泉寮新館ホール内に「バー」を開店し、アルコールなどのお飲み

物と簡単なおつまみを販売いたします。また交流会にはぜひ「お国自慢」の差し入れなどお持ちいただき、交流

を深めてください！ 
 
 

●食事制限のある方 

 食事制限（ベジタリアン・アレルギー・宗教上の理由等）のある方は事前にご相談下さい。可能な範囲で対応を

させて頂きます。食材の発注、準備の関係がありますので、早めにご連絡を頂けますと幸いです。 

 当日の申告につきましては、対応が難しくなります。必ず事前の申告をお願いします。 

 

●キャンセル・遅刻早退について 

 やむを得ずキャンセルされる場合は、可能な限り早くお知らせください。当日までの日数でキャンセル料金が変

わります。また、遅刻早退をされる方も必ず予定「○日○○時到着（早退）予定」と「前後の食事の必要有無」

をお知らせください。 
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●荷物の発送について 

事前にワークショップ備品やポスター展示物などを郵送希望の方は「清里ミーティング現地開催事務局気付」と

明記の上、下記までお送りください。 

〒407－0301 山梨県北杜市高根町清里 3545 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター宛 

11 月 14 日（水）必着 になるようにお送りください。 

 

 

●プロフィール集について 

 プロフィール集は、参加される皆さま同士の交流の一助となるように作成したものです。 

  事前にご確認いただき、当日も必ずお持ちください。 

� 表紙にお名前をお書き下さい。（参加者全員が同じものを持っております） 

� 必ずご自分のプロフィールをご確認下さい。表記上の誤り・誤字等がありましたら、お手数でも現地開催

事務局までご連絡下さい。当日正誤表にて皆さまにご連絡させていただきます。 

� 乱丁、落丁がありましたら、ご連絡ください。当日会場にてお取替えいたします。 

� このプロフィール集の情報をご利用される場合には、情報の出処がこのプロフィール集であることを必ず

明記して下さい。     

 ※今回お送りしたプロフィールは 11 月 5日までにお申込みいただいた方の分をとりまとめております。 

以降のお申し込み分は当日配布資料とともに配布いたします。 

 

●ワークショップ希望調査について 

 今回の事前資料では、各ワークショップの参加決定通知リストの配布はございません。 

当日資料にてご確認くださいませ。尚、11 月 7日までにご希望を提出いただいた方の分は、全て第１希望にて 

ご用意が整っておりますので、ご安心ください。 

 

ご返信がまだの方は、至急清里ミーティング現地開催事務局 ＜kiyosato@keep.or.jp＞までお送り下さい。 

  ※定員のあるものは、先着順となります。予めご了承ください。 

 

●フォーラムショップについて 

 期間中、清泉寮新館ホール前におきまして“フォーラムショップ”を開店いたします。 

書籍、グッズ等、一般の店では手に入らないものも多数あります。是非ご利用下さい。  

 

※現金のみのお取り扱いです。 

 

  ○出店予定 （お申込順） 

◇ジオガシ旅行団 

◇特定非営利活動法人しんりん 

◇BEANS BEE 

◇青年海外協力隊 環境教育 OV 会 

◇ちえの木の実（日能研×JEEF） 

◇つがる野自然学校 

◇NPO 法人 棚田ＬＯＶＥＲ’ｓ 

◇（公財）キープ協会 

◇お金要らず IP 

主な開店時間 

11 月 16 日（金） 18：30～23：00 

11 月 17 日（土） 17：00～23：00 

11 月 18 日（日）  7：30～14：00 

※各出店者によるセルフ出店となります。 

プログラムの進行上、上記時間でのご利用をおすすめし

ますが、上記以外の時間でもご利用可能な場合もござい

ます。詳しくは各ショップにご確認ください。 
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***************** ウェブ上で最新情報・資料を公開していますウェブ上で最新情報・資料を公開していますウェブ上で最新情報・資料を公開していますウェブ上で最新情報・資料を公開しています    **************** 

 

 事前にお送りする資料や当日配布する資料を、順次掲載していきます。 

 必要に応じてホームページ上からダウンロードしてご確認ください。 

 

●●●●    資料のダウンロードは公式ホームページから資料のダウンロードは公式ホームページから資料のダウンロードは公式ホームページから資料のダウンロードは公式ホームページから    

   ホームページ ： http://www.jeef.or.jp/activities/kiyosato/shiryo/    

    

●●●●    最新の情報は、ホームページから！最新の情報は、ホームページから！最新の情報は、ホームページから！最新の情報は、ホームページから！    近況は近況は近況は近況は    ツイッター、フェイスブックからご覧ください！ツイッター、フェイスブックからご覧ください！ツイッター、フェイスブックからご覧ください！ツイッター、フェイスブックからご覧ください！    

・ホームページ          ： http://www.jeef.or.jp/activities/kiyosato/ 

 ※右のＱＲコードからもホームページをご覧いただけます。 

 

以下はいずれもアカウント名 「清里ミーティング」です。 

・ツイッター           ： http://twitter.com/kiyosatomeeting 

                       フォローよろしくお願いします！ 

・フェイスブック         ： http://www.facebook.com/kiyosatomeeting 

                      みなさまの「いいね！」をお待ちしております！ 

 

********************* 参加のお申込は、まだ間に合います！参加のお申込は、まだ間に合います！参加のお申込は、まだ間に合います！参加のお申込は、まだ間に合います！    ******************** 

お仲間や知り合いの方で、清里ミーティングに興味をお持ちの方はいらっしゃいませんか？ 

まだお申込が間に合います!!  

お申込は、11111111 月月月月 12121212 日（月日（月日（月日（月））））で締め切らせていただきます。 

  是非、いろいろな方にご紹介ください！ 

***************************************************************************************************    

≪お問合せ先≫≪お問合せ先≫≪お問合せ先≫≪お問合せ先≫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プログラム、ご宿泊に関するお問い合わせはこちらへ＞ 

◆清里ミーティング現地開催事務局 （公益財団法人キープ協会内）   

 担当：佐藤・坂川・村井 

 〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里 3545  TEL:0551-48-3795 FAX:0551-48-2990 

  E-mail：kiyosato@keep.or.jp 

 

 ＜会計(お支払、領収書・請求書の発行)、ご協賛等に関するお問い合わせはこちらへ＞ 

◆清里ミーティング主催事務局（公益社団法人日本環境教育フォーラム内）  

 担当：垂水・鴨川 

 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-38-5 日能研ビル 1階 

  TEL：03-5834-2897  FAX：03-5834-2898 

  E-mail： kiyosato@jeef.or.jp 

   


