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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

加工食品の分かりやすい原産地表示が加工側都合等で混迷中。 

食品添加物を減らせば食の安全共々改善されると思います。 

 

ところで、市販「うなぎ」の原産地表示はどうなのでしょう。 

減り続けている天然うなぎを食べるのは、その完全養殖が 

未完状態では NGと思うのです。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[1] 主題案内を「文末の添付ファイル」でお届けします。 

引続き、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと 【 ～ 海 ～ 】 

海沿いでお暮らしの方はあまり感じないかも知れませんが、 

少し内陸で生活していると時々「海」が見たくなります。 

海は人間の祖先を生み育んだ大自然だからでしょうか。 

千葉では、海の向こうに何も見えない大海原の外房です。 

 

混む前にと 6月中旬、九十九里海岸へ電車とバスで行きました。 

実はずーっと温めていたコースの小さな旅で、千葉県の 

ほぼ西端の流山から東端近い横芝の九十九里海岸までです。 

 

バス終点の横芝屋形海岸付近は何もありませんが、 

歩いて数分の海辺にはトイレとシャワー設備があり、 

小高い展望台の見晴らしは予想通りで早めの昼食でした。 

終点の一つ手前は子ども連れで楽しめる蓮沼海浜公園です。 

 

参考のためコースは、 

豊四季駅～東武野田線～柏駅～JR常磐・成田線～成田駅～京成線～ 

芝山鉄道～芝山千代田駅～空港シャトルバス～横芝屋形海岸(終点) 

帰路は空港シャトルバス終点の成田「空港第 2旅客ターミナル」 

経由でした。往復の交通費は約 2,700円です。 

なお、芝山千代田駅から先の芝山鉄道は海岸まで延伸予定ですが 

全く未定とのことです。 
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今の海水浴シーズンは空港シャトルバスが混むかも知れません。 

千葉交通(株)成田営業所（TEL:0476-22-0783）へお聞きください。 

＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝ 

★ 環境と農の広場・・・・・・・[発行責任] 新美 健一郎 

★ 発信地：千葉県 流山市 

＜明日への助け合い＝環境とエネルギーの保全・食農安全＞ 

＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝ 

お願い：受信不要になりましたらその旨返信願います。 

 

TEL:0476-22-0783）へお聞きください。
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★☆          案内 ☆★ 2017.7.14号 (更新:1回/月程度・不定期)                               文責：環境と農の広場 ／ 新美 健一郎 

【環境全般･ｴﾈﾙｷﾞｰ･観察会･他】編 

いつ?'15 年 

月.日.時 
何を? (表題) 

内容の一部(講師等)含む 

内容は?  登壇者[敬称略] (所属)  

注) 県:千葉県(他欄含)  NW:ﾈｯﾄﾜｰｸ 

どこで? (所在地､ｱｸｾｽ､宛先等)  
集･解:集合･解散 S:地下鉄 

主催､問合せ先など 
(NPO):NPO法人 (一社):一般社団法人 

7.14金 

18:30~ 

市民電力連続講座(有料) 

「進化するソーラーシェアリング」 
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

馬上丈司(千葉ｴｺ･ｴﾈﾙｷﾞｰ)〜農業と太陽光発電の融合・ｿｰﾗｰｼ
ｪｱﾘﾝｸﾞは進化中｡太陽追尾型のｽﾏｰﾄﾀｰﾝが生まれ､ﾒｶﾞｿｰﾗｰ

ｼｪｱﾘﾝｸﾞも｡そんな実験場､千葉から最新情報 

ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ新宿(新宿区立環境学習情報ｾﾝﾀ) 

(新宿区西新宿 2-11-4新宿中央公園
内) 

(NPO)市民電力連絡会 

FAX:03-6380-5244 要申込 
ppn2014info@gmail.com 

7.15土 

9~12 

かかし作り     (雨天翌日順延) 

主催者 HP：http://teganuma-trust.jp 

基本材料及び道具は主催者が準備｡作りたいｷｬﾗｸﾀｰ

やﾃﾞｻﾞｲﾝが決まっている方は材料等持参を 

集：根戸城址 

(我孫子市根戸 1349当日案内板あり) 

(NPO)手賀沼ﾄﾗｽﾄ事務局 

TEL:090−2234−5610 要申込 

7.15土 

13:30~16:30 

マンション管理セミナー・相談会 

対象：浦安市内 分譲集合住宅の居住者 

http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shiminkeizai/jutaku/1012546.html 

森健一(県ﾏﾝｼｮﾝ管理士会)､岸一正(元管理組合法人)〜･管理組合の

役員になったら･ﾏﾝｼｮﾝの窓断熱改修工事(改修工事経験談

からの教訓など)･意見交換会｜別途個別相談あり 

浦安市中央公民館第 3会議室 

(同市 猫実 4-18-1) 

浦安市役所住宅課 

TEL:047-712-6290 要申込 

7.15土 

17~19 

パレット柏 de市民活動交流サロン 

第 1回 奥手賀の魅力について語ろう！ 
http://kashiwanpo.genki365.net/gnkk07/pub/sheet.php?id=74052 

｢奥手賀里山ｸﾗﾌﾞ｣会長の油原祐貴氏から活動紹介のあ

と､奥手賀や里山の魅力について､お茶とお菓子を囲みな

がら語り合い交流を深める。参加費 300円 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ 
(柏市柏 1-7-1−301号 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 市民活動ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾅｰ 

TEL:04-7163-1143 

7.16日 

9~12 

水辺の生きもの観察会 
http://www.nposatoyama.com/event.html 

新川耕地でﾒﾀﾞｶやｶｴﾙを捕まえ観察｡ 
雨天の場合､7月 30日(日)。参加費 200円 

集:流山市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 
(同市 下花輪 191) 

(NPO)NPO さとやま 

TEL:04-7152-6856 要申込 

7.17月祝 
10~12 

ホタル観賞会 
http://business4.plala.or.jp/tob2988/ 

芝崎重(流山ﾎﾀﾙ野)〜ﾎﾀﾙの勉強をしてから､飛んでい
るﾎﾀﾙを見る｡ﾎﾀﾙの紙芝居も 

流山市 東部公民館 

(同市 名都借 756-4) 

同館 

TEL:04-7144-2988 申込不要 

7.17月祝 

10~12 

自然観察会「里山の生き物」 雨天中止 
http://www.park-funabashi.or.jp/and/aevnts.htm 

里山の水辺ほかで生き物などを観察する自然観察 

対象：小学生 

ふなばしｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ公園 

(船橋市金堀町 525) 

左同 

TEL:047-457-6627 7/1より受付 

7.19水 

13:30~16 

ハーブ講習会／柏市民対象 

http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/information/9040/ 

室井れい子他(ｺﾐｭﾆﾃｨ植物医師の会)〜園内で育てたﾊｰﾌﾞで

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｽﾃｨｯｸや子供に安全な虫よけｽﾌﾟﾚｰを作る 

柏市 あけぼの山農業公園 
(柏市布施 2005-2) 

同園 

TEL:04-7133-8877 要申込 

7.19水〜 

21金 10~17 

猛暑対策展 
http://www.jma.or.jp/mente/mousyo/index.html 

“暑さ”対策展示会の決定版! “明確な課題”を持った

“質の高い”来場者との商談実現! 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 

7.19水〜 

21金 10~17 

気象・環境テクノロジー展 
http://www.jma.or.jp/meteo/ 

気象情報が産業界の実際のﾆｰｽﾞに即し､より迅速､正確､

かつ利用し易い形で提供されることを目的とした展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 

7.20木までの 

土日祝日
9~16:30 

ワクワク・虫捕り体験〜昆虫ドーム 
『ワクワクながら』で自然と遊ぼう！ 

http://wakuwaku-nagara.com/昆虫ドーム開園！/ 

まだ発生時期の初期のため数は多くはありませんが､元

気なｶﾌﾞﾄﾑｼを見たり､触ったり､捕まえたりできます｡ 

別途、昆虫講座や夜の森探検なども 

長柄町都市農村交流ｾﾝﾀｰ 
(千葉県長生郡長柄町山之郷 70-15) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:0475-35-0055 要申込 

7.21金(2回) 

10:30~､14~ 

これでみんなもサケ博士！ 理科実験授業 

〜サケの誕生物語と生命の設計図のひみつ 
http://www.maruha-nichiro.co.jp/files/Science Class 2017.pdf 

ｸｲｽﾞ交え､卵や成魚の観察､ｻｹ白子から DNA  実験など

体験します｡食品としてのｻｹや､生物としてのｻｹなど､実

験を通しｻｹにくわしくなりましょう!  

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ(株) 本社 2F 大会議室 

(江東区豊洲 3-2-20 豊洲ﾌﾛﾝﾄ 2F 豊洲

駅徒歩 2分)  

同社 理科実験教室事務局 

TEL: 03-6833-4133 要申込 

7.21金〜23日 

9~16 

夏休み 2017 宿題･自由研究大作戦! 展参加 

何ができるか考えよう! 親子で学ぶ､食と暮らしの安全
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/170629.html 

生活直結の､食品安全や暮らしの安全を､消費者庁､食品

安全委員会､厚生労働省､農水省によるﾐﾆｾﾐﾅｰ､ﾎﾟｽﾀｰ展

示､ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(ｵﾘｼﾞﾅﾙすごろく作り)等を実施 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

農水省ほか／(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-0380 要申込 

7.22土 

7:50~17:30 

第 2回 市民環境講座 

〜 夏休み親子エコツアー 〜[満員] 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/277/009552.html 

つくば市の国立環境研究所と産業技術総合研究所一般公

開を貸し切りﾊﾞｽで見学｡地球温暖化対策はじめ､最先端

の環境技術を体験。小学生以上の親子 

集：流山おおたかの森駅(東口)ﾛｰﾀﾘｰ 流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://teganuma-trust.jp/
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shiminkeizai/jutaku/1012546.html
http://kashiwanpo.genki365.net/gnkk07/pub/sheet.php?id=74052
http://www.nposatoyama.com/event.html
http://business4.plala.or.jp/tob2988/
http://www.park-funabashi.or.jp/and/aevnts.htm
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/information/9040/
http://www.jma.or.jp/mente/mousyo/index.html
http://www.jma.or.jp/meteo/
http://wakuwaku-nagara.com/%E6%98%86%E8%99%AB%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80%E9%96%8B%E5%9C%92%EF%BC%81/
http://www.maruha-nichiro.co.jp/files/Science%20Class%202017.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/170629.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/277/009552.html
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7.22土 

9~17 

2017年度 手賀沼流域フォーラム 

手賀沼に「いのち」のにぎわいを 

〜 手賀沼をもっと知ろう！[Part1] 

9:10水調べ〜調査する8ｶ所の水は､みんな手賀沼へ流れ

て行くよ〜13:50手賀沼船上観察〜14:50手賀沼生きも

の調べ|弁当･飲物･筆記用具･帽子等持参｜小学生以上 

集:松戸六実市民ｾﾝﾀｰ 
(松戸市六高台 3-71) 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽで移動 

同ﾌｫｰﾗﾑ松戸実行委員会･松戸市 

TEL:047-366-7337 要申込 

7.22土 

9:30~12 

里ボ 〜 子どもの自然体験教室 
http://outdoor.geocities.jp/satobony/index.html 

里山の昆虫と植物の夏!(ｸｰﾙﾄﾞﾘﾝｸ交流会あり) 

参加費 100円／家族 小学生以下の家族対象 

大畔の森 

(流山市大畔) 

里山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ流山 

FAX:04-7152-3805 要申込 

7.22土 

9:30~14 

♪風に吹かれて♪ 
http://inzai-cac.org/?p=3497 

東京電機大の風力発電施設見学と周辺散策 約 2.5

ｷﾛ歩行。雨天時は午前中のみ実施 

集･解:北総線千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ中央駅 印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ         

TEL:0476-47-1455 要申込 

7.22土 

14:45~ 

第 24回 (脱原発)集中学習会 

事故から 6年､今と明日の活動を考える 
西尾獏(原子力資料情報室)〜脱原発運動の展望 

(14時から、参加可の同会総会あり) 

市川市ｱｲﾘﾝｸﾙｰﾑ 

(同市 市川南 1-1-1 ﾀﾜｰｽﾞｲｰｽﾄ) 

脱原発・市川市民の会 

TEL:047-302-0014 

7.22土 

19~20:30 

ホタルと夜の虫観察会 
http://www.nposatoyama.com/event.html 

西初石小鳥の森でﾍｲｹﾎﾞﾀﾙやｾﾐの羽化を観察 

雨天の場合､7月 23日(日)。参加費 200円 

集：流山市 初石公民館 会議室 

(同市 西初石 4-381-2) 

(NPO)NPO さとやま 

TEL:04-7152-6856 要申込 

7.23日 

10~12 

第 13回  わんぱく講座・虫と遊ぼう 船橋市に残る森で､いろいろな生き物を探しながら

生物多様性の大切さを考える｡対象：4歳以上 

ふなばし木の子の森 
(船橋市神保町･まこと保育園奥) 

ふなばし木の子の森 

TEL:047-333-8199 要申込 

7.24月 

9~17 

環境講座〜 施設見学・東京湾の人工干潟 
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2017/kenkouza29-02.html 

講師：国交省横浜港湾空港技術調査事務所所員・他 
東京湾の人工干潟実験場とｺﾞﾐ回収船｢べいくりん｣を学ぶ｡  

集・解:JR津田沼駅(ﾊﾞｽﾂｱｰ) 

現地：横浜港湾空港技術調査事務所 

(横浜市神奈川区橋本町 2-1-4) 

県環境研究ｾﾝﾀｰ/環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 7/10迄 

7.25火 

18~19:30 

気象災害に備えよう！危機管理学セミナー 
https://www.mainichi-ks.jp/form/riskc1707/ 

縫村崇行(千葉科学大) 

〜関東の地理的特徴から見た気象災害とその対策 

毎日ﾎｰﾙ 
(千代田区一ﾂ橋 1−1−1 毎日新聞 B1F) 

千葉科学大･｢だいじょうぶ｣ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行委員

会 TEL:03-3212-0850要申込 

7.25火・26水 

9~17:20,17:15 
参考情報 

ISAP(International Forum for Sustainable Asia and the Pacific)2017 
持続可能なアジア太平洋の国際フォーラム 

http://www.iges.or.jp/isap/2017/jp/index.html 

多様な視点･知見を共有し､望ましい将来への共通ﾋﾞｼﾞｮﾝ

とそれを伝えるｽﾄｰﾘｰを共創､社会経済ｼｽﾃﾑ変革に向け､

持続可能性を中心の取組みをどのように進めるか 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 会議ｾﾝﾀｰ 3F 

(横浜市西区みなとみらい 1-1-1) 

(公財)地球環境戦略研究機関・他 

TEL:046-855-3720 申込締切り 

7.26水 

16~20 

東武線 運河駅でホタル観賞会 流山ﾎﾀﾙ野の皆さんが育てたﾎﾀﾙや田んぼの生き物

を鑑賞｡流山市内在住の中川毅氏ｳﾞｧｲｵﾘﾝﾐﾆﾗｲﾌﾞも 

運河駅ｷﾞｬﾗﾘｰ 

(東武線運河駅自由通路内) 

利根運河交流館／月火曜休館 

TEL:04-7153-8555 

7.26水〜 

28金 10~18 

省エネ・節電 EXPO 
http://www.eco-expo.jp/tokyo/ 

省ｴﾈ照明｣｢空調設備｣｢ｴﾈﾙｷﾞｰ管理｣｢省ｴﾈｺﾝｻﾙﾃｨﾝ

ｸﾞ｣をはじめとした省ｴﾈ製品･ｻｰﾋﾞｽが一堂に 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 4-8 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ (株) 

TEL:03-3349-8515 

7.27木 

13:30~16 

ゴーヤーで作る！親子料理教室 
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/

midori/curtain/greencurtain_minkan.html 

みどりのｶｰﾃﾝで代表的な植物のｺﾞｰﾔｰを使用し､親子でﾒﾛ

ﾝﾊﾟﾝ作りに挑戦! どんな味になるかは作ってみてのお楽

しみ! 費用:1組 530円。対象:5歳児〜小学生と保護者 

練馬区石神井公園区民交流ｾﾝﾀｰ 料理

実習室 

(同区 石神井町 2-14-1) 

練馬区役所環境部 みどり協働係 

TEL:03-5984-2418 要申込 

7.28金 

8:15~9:30頃 

東葛歴史ウォークⅦ 〜 手賀沼舟遊Ⅱ 

〜ハスの花を愛でながら戦後手賀沼の変遷

の話を聞こう！ http://teganoumi.blog62.fc2.com 

舟で手賀沼をめぐりながら､戦後手賀沼の変遷の話を聞

きませんか? ﾊｽの花が咲くこの時季ならではのｲﾍﾞﾝﾄ｡家

族､友人…皆様でどうぞ! 

集:8:15､｢㈲手賀沼の小池｣ﾎﾞｰﾄｾﾝﾀｰ 
(我孫子市我孫子新田 22−7−21) 

柏歴史ｸﾗﾌﾞ 

TEL:090-6301-7417 

7.28金 

12:30~17 

県 環境講座 親子で施設見学 

～ 汚れを落とす仕組み 

洗濯でｷﾚｲになる仕組みを実験など通し学ぶﾊﾞｽﾂｱｰ 
http://kanpachiba.com/archives/2242 

集：JR千葉駅東口 NTT前 

現地：ﾗｲｵﾝ(株)千葉工場(市原市) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633  7/14迄 

7.29土 

9:30~16 

農研機構(つくば地区)夏休み公開 
・食と農の科学体験～学ぼう 遊ぼう～ 

http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2017/06/075895.html 

子ども達に農業と科学に係る夏休み宿題のﾋﾝﾄを提供し

親子で学べる体験型ｲﾍﾞﾝﾄ。会場の食と農の科学館は､つ

くば市主催｢つくばちびっ子博士 2017｣の指定施設 

食と農の科学館 会場 

(つくば市観音台 3-1-1) 

＆のうかんけん 会場(同 観音台 3-1-3) 

農研機構 食と農の科学館 

TEL:029-838-8980 

7.29土 

19~20:30 

H29年度 ヘイケホタル観賞会 雨天中止 
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage4.html 

19時からﾎﾀﾙの生態学習紙芝居｡鑑賞無料｡ 
注:自然発生のﾎﾀﾙのため天候等で見られないことがある 

流山市内 新川耕地 ホタル通り 

駐車：県立流山北高校 

流山ﾎﾀﾙ野 

TEL:090-2215-5670 

7.29土 

19:15~21 

手賀の丘探検隊／小学生以上対象 
〜 夜の生き物に会いに行こう！〜 

昼間には見られない生き物の姿｡聞こえてくる森の

音｡そんな夜の世界を探検しよう! 

県立 手賀の丘少年自然の家 

(柏市 泉 1240-1) 

同家 

TEL:04-7191-1923 要申込 

http://outdoor.geocities.jp/satobony/index.html
http://inzai-cac.org/?p=3497
http://www.nposatoyama.com/event.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2017/kenkouza29-02.html
https://www.mainichi-ks.jp/form/riskc1707/
http://www.iges.or.jp/isap/2017/jp/index.html
http://www.eco-expo.jp/tokyo/
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/curtain/greencurtain_minkan.html
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/curtain/greencurtain_minkan.html
http://teganoumi.blog62.fc2.com/
http://kanpachiba.com/archives/2242
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2017/06/075895.html
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage4.html
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8.01火〜04金 

10~17 

下水道､くらしを支え､未来を拓く 

｢下水道展ʼ 17東京｣ 
http://www.gesuidouten.jp/index.html 

本展は､下水道事業管理者である地方公共団体等を対象

ですが､・・・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｿﾞｰﾝを設け､一般市民に対する下

水道事業の理解を深める展示やｲﾍﾞﾝﾄも 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 4･5･6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(公社)日本下水道協会 

TEL:03-6206-0260 

8.03木 

13~17:30 

第 5回 PV(太陽光発電)ビジネスセミナー(無料) 
https://solarjournal.jp/sj-market/12442/ 

村沢義久(環境経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ)〜世界のｿｰﾗｰ最新事情/住宅
用 PV/蓄電池/O&M(保守点検ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)/PV市場分析 

ｺｸﾖ多目的ﾎｰﾙ 
(港区港南 1-8-35) 

ｿｰﾗｰｼﾞｬｰﾅﾙ編集部(株)ｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 

TEL:03-3403-3335 

8.04金 

8~17:30 

県 環境講座 夏休み・親子で体験 

〜 川・里山で生き物探し 〜 
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2017/kenkouza29-04.html 

<自然環境学習>〜ﾎﾀﾙの水路でガサガサ生き物探し･藁な

いなどの体験。対象:千葉県在住の小学 1～6年生とその

保護者。講師:いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ職員 

県 いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 

(いすみ市万木 2050) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば千葉県環境

講座事務局 

TEL:090-8116-4633  7/21迄 

8.04金
13:20~15:30 

第 121回 省エネルギー学習会 

〜 天気図を描いてみよう 
http://www.na-shimin.org/pdf1/gakusyuukai121.pdf 

石井晧(県 地球温暖化防止活動推進員)〜･天気図を描き大気の動

き体感 ･身の回りの天気現象の移り変わりは地球全体の

大気の動きによる｡ｴﾙﾆｰﾆｮなどとの関係性､高層大気･･･ 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 3F 大会議室 

(同市中 110) 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ学習会/温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7155-1073 要申込 

8.05土 

10~16 

国立極地研究所 一般公開 

〜 南極・北極に近づく一日 みんなで行こう! 
http://www.nipr.ac.jp/tanken2017/ 

ﾓﾘﾅｶﾞ･ﾖｳ(ｲﾗｽﾄﾚｰﾀ)✕石沢賢二(極地研)〜ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰがのぞき

こんだ南極基地｜昭和基地とﾗｲﾌﾞ中継!観測隊員に質問

｜ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ｜見る･触る･体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｜探検ﾂｱｰ(予約制) 

国立極地研究所（立川市緑町 10-3） 
交通ｱｸｾｽは左記 URL参照 

同研究所 

TEL:042-512-0655 

8.05土 

19~21 

夏の市野谷の森の観察会 

〜 ライトトラップ観察会 
夜の市野谷の森で、灯りに集まる昆虫を観察。 

懐中電灯持参。雨天時は 8/19(土) 

集:流山市おおたかの森ｾﾝﾀｰ 

(同市 市野谷 621-1) 

(NPO)NPO さとやま 

TEL:090-8559-7261 申込不要 

8.05土〜06日 

10~17 

そら博 2017 
https://www.m-messe.co.jp/event/detail/4442 

いろんな空が体感できる･実験や自由研究ができる･

｢空が大好きな人たち｣大集合･｢そらの博覧会｣ 

幕張ﾒｯｾ 国際展示場 8 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

(株)ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ 

TEL:043-299-2424 

8.06日 

9:30~12 

ワクワク里山体験〜 観察会 ｢昆 虫｣ 
主催者 HP： http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

今野浩太郎(農研機構) 

〜 昆虫たちのふしぎな世界をのぞいてみよう 

集：同会観察会用駐車場 
(土浦市 宍塚(ししづか)1814) 

(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会 

TEL:090-9640-7194 

8.08火 

14~16 

アースドクターふなばし 10周年記念事業 

〜 宇宙飛行士:山崎直子氏と語る 

【かけがえのない地球】 

宇宙から地球の素晴らしさ危うさなど､実際に感じたこ

と､山崎さんと小中学生による質問ｺｰﾅｰも 
http://genki365.net/gnkf06/pub/sheet.php?id=8485 

船橋市中央公民館 
(同市 本町 2-2-5) 

ｱｰｽﾄﾞｸﾀｰふなばし 

TEL:090-5781-3671 要申込 7/15迄 

8.09水 

13~16:30 

ゴーヤの集い 

〜 緑のカーテンで夏を涼しく 
流山市内のｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝ見学後､市内3小学校と美田自

治会のｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝ取組みを発表｡ｺﾞｰﾔ料理の試食 

集:流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 

(同市 中 110) 

流山市環境政策・放射線対策課 

TEL:04-7150-6083 要申込 

8.10木 

9~17 

2017年度 手賀沼流域フォーラム 

手賀沼に「いのち」のにぎわいを 

〜 手賀沼をもっと知ろう！[Part2] 

9:00松戸市役所(発)〜9:30根木内歴史公園〜11:25手

賀沼公園〜12:20手賀沼親水広場･水の館〜14:30手賀沼

せっけん工場〜17:00松戸市役所(着) 

集：8:50 松戸市役所 駐車場 

(同市根本 387-5) 

同ﾌｫｰﾗﾑ松戸実行委員会･松戸市 

TEL:047-366-7337 要申込 

8.18金 

18:30~ 

市民電力連続講座(有料) 

★再エネと省エネ(節電所)と地域おこし 
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

吉川守秋(ｴｺﾌﾟﾗﾝふくい)〜独自ﾌｧﾝﾄﾞの再ｴﾈと省ｴﾈ(節電所)

と地域おこし｡まさに産官学融合の地域連携｡都会で難し

い地域ｴﾈﾙｷﾞｰ事業を作り している福井の実践に学ぶ 

ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ新宿(新宿区立環境学習情報ｾﾝﾀ) 

(新宿区西新宿 2-11-4新宿中央公園内) 

(NPO)市民電力連絡会 

FAX:03-6380-5244 要申込 
ppn2014info@gmail.com 

8.19土 

9:30~12:30 

三番瀬ひがた散策会 
http://inzai-cac.org/?p=3491 

東京湾最奥部の三番瀬の干潟で､小さな生き物たち

の息吹を感じてみませんか(夏休みの感動体験として最適)  

集：ふなばし三番瀬海浜公園ﾊﾞｽ停前 

9:30 

印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL:0476-47-1455 

8.19土 

15~20 

森と海のミクロワールド 
http://www.taibusa.jp/eventinfo/event.cgi?id=821015 

森の土に棲む生物や､海中で光る生き物｢ｳﾐﾎﾀﾙ｣を

秘密の道具で採集･顕微鏡で観察し､その謎に迫る 

集：南房総市 大房岬自然の家 

(同市 富浦町多田良 1212-23) 

同家 

TEL:0470-33-4561 要申込 

8.19土・20日 

各 13~ 
夏休み子ども環境フェスタ 2017 
http://www.kankyostation.org/wp/2017/06/夏

休み子ども環境フェスタ２０１７/ 

8/19(土)･地球温暖化ｸｲｽﾞ･展示〜子ども達に身近なこと

から温暖化対策を考えてもらうきっかけ｜8/20(日)･昆虫

の話･昆虫や動物の紙芝居･昆虫や植物の顕微鏡観察 

ｲｵﾝﾓｰﾙ柏店 1階 ﾚｽﾄﾗﾝｺｰﾄ 

(柏市豊町 2-5-25) 

(NPO)かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ(平日午後開館) 

TEL:04-7170-7090要申込 

8.20日 

10~15 

私たちの 

三番瀬自然観察・撮影会 (参加費 300円) 
10時〜観察撮影〜昼食｡13時〜作品作りと貝殻工

作｡特典:写真集掲載･贈呈と写真展無料展示 

ふなばし三番瀬海浜公園 
(船橋市潮見町 40) 

三番瀬写真展実行委員会 

TEL:080-4203-1278 要申込 

     

http://www.gesuidouten.jp/index.html
https://solarjournal.jp/sj-market/12442/
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2017/kenkouza29-04.html
http://www.na-shimin.org/pdf1/gakusyuukai121.pdf
http://www.nipr.ac.jp/tanken2017/
https://www.m-messe.co.jp/event/detail/4442
http://www.kasumigaura.net/ooike/
http://genki365.net/gnkf06/pub/sheet.php?id=8485
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://inzai-cac.org/?p=3491
http://www.taibusa.jp/eventinfo/event.cgi?id=821015
http://www.kankyostation.org/wp/2017/06/%E5%A4%8F%E4%BC%91%E3%81%BF%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%97/
http://www.kankyostation.org/wp/2017/06/%E5%A4%8F%E4%BC%91%E3%81%BF%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%97/
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【農林水産・食・畜産・緑・ﾊﾞｲｵﾏｽ・朝市】NEW：新掲載 

いつ'15年.

月.日.時 

何を？(表題) 

内容の一部を含む 

内容は？、講師等(敬称略)、 

略記／県:千葉県(他欄共通) 

どこで?(所在地､交通､宛先､ 応
募先等) 集､解:集合,解散 S:地下鉄 

主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO法人 NW：ﾈｯﾄﾜｰｸ 

6.16金から 

開設 
NEW 

農林水産『見える化』シリーズ 

「まるみえアグリ」サイト開設 
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/170616.html 

農業者に役立つ「資材」「流通」「研究」の｢見える

化｣ｳｪﾌﾞｻｲﾄまとめた｢まるみえｱｸﾞﾘ｣ 
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/index.html 

農水省〜左記への要望等の URL 
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_k

yousou_ryoku/marumie/index.html 

左同 TEL:03-3502-8111代表 

募集中 

NEW 

匝瑳(そうさ)ソーラーシェアリング第一市民発電

所増設機完成!〜太陽光パネルオーナー募集中 
https://www.energy-chiba.com 

市民参加型の市民(太陽光)発電所。どなたでもﾊﾟﾈﾙ 1枚

(25,000円)から市民発電所に参加可能。'17年 5月 17

日現在、約 280枚販売終了､残り約 40枚 

詳細は左記 URL参照 

(千葉県匝瑳市飯塚 1037-1) 

市民ｴﾈﾙｷﾞｰちば合同会社 

TEL:0479-85-6760 
左記 URL内から問合せ可 

7.15土 

9~12 

かかし作り     (雨天翌日順延) 

主催者 HP：http://teganuma-trust.jp 

基本材料及び道具は主催者が準備｡作りたいｷｬﾗｸﾀｰ

やﾃﾞｻﾞｲﾝが決まっている方は材料等持参を 

集：根戸城址 

(我孫子市根戸 1349当日案内板あり) 

(NPO)手賀沼ﾄﾗｽﾄ事務局 

TEL:090−2234−5610 要申込 

7.21金 
13:30~16:30 

NEW 

関東ブロック・農泊シンポジウム 

～農泊が照らす新しい農山漁村の滞在型観光～ 

https://ntour.jp/symposium/index.html 

農泊施策･ｼﾞﾋﾞｴ取組み(農水省)｜講演：上山康博(百戦錬磨)

〜農泊の推進｜討論会･ﾃｰﾏ:農泊ﾋﾞｼﾞﾈｽ化〜登壇者：藤井

大介(大田原ﾂｰﾘｽﾞﾑ)､金野幸雄(ﾉｵﾄ)､齋藤充利(農協観光) 

きゅりあん(品川区立総合区民会館 7Fｲ

ﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ) 

(品川区東大井 5-18-1) 

農水省 関東農政局／(株)農協観光 

TEL:0570-076-888 7/19(水)迄 
callcenter01@ntour.co.jp 

7.21金〜23日 
9~16 

NEW 

夏休み 2017 宿題･自由研究大作戦! 展参加 

何ができるか考えよう! 親子で学ぶ､食と暮らしの安全
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/170629.html 

生活直結の､食品安全や暮らしの安全を､消費者庁､食品

安全委員会､厚生労働省､農水省によるﾐﾆｾﾐﾅｰ､ﾎﾟｽﾀｰ展

示､ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(ｵﾘｼﾞﾅﾙすごろく作り)等を実施 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

農水省ほか／(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-0380 要申込 

7.21金･他6日 

※ 各 13:30~17 

NEW 

テンカちゃん「夏休み自由研究教室」 

★食品添加物を､楽しくわかりやすく説明 

http://jafaa.or.jp/press/pressrelease253.html 

申込みｸﾞﾙｰﾌﾟ単位で､簡単な実験などを通し食品添加物

を楽しく分かりやすく約 1時間で紹介。 

※：7/21(金)、24(月)〜28(金)、31(月) 

日本食品添加物協会 会議室 

(中央区日本橋小伝馬町 4-9 

  小伝馬町新日本橋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 6F) 

(一社)同協会 

TEL:03-3667-8311 要申込 

7.25火 
9:20~(4h程度) 

ねりまのねり歩き 2017特別企画 

ブルー リー摘み・ランチコース(有料) 
https://www.nerima-npo.com/content_detail.asp 

いい汗かいて､ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ摘み(※)とﾚｽﾄﾗﾝLa 利でﾊﾟｽﾀﾗﾝ

ﾁを楽しもう｡やまはち農園では､水車の見学､ゆっくりと

ﾊｰﾌﾞﾃｨとお菓子を｡ (※料金別途要) 

集：都営大江戸線 光が丘駅バｽﾛｰﾀﾘ

ｰ側 口 

ねり歩きｶﾞｲﾄﾞの会／ねりま観光ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3991-8101 7/7迄に左記
URL内容で申込要 

7.25火 

9:45~16 NEW 

東京の畑で東京の農業を学ぶ 

親子で楽しむ わくわく収穫体験 参加者募集 

http://tokyogrown.jp/event/list.php?date=20170725&id=73 

JR西国分寺駅よりﾊﾞｽに乗り､国分寺市や日野市の畑へ 

掛け､夏野菜やﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰの収穫体験。対象:小学生含む親

子 40名(先着順)。参加費 2000円(昼食代･収穫代) 

集：JR西国分寺駅 

解：JR日野駅 

(一社)東京都農住都市支援ｾﾝﾀｰ 

TEL:042-528-5905  7/14迄 

8.22火 

9~14 

H29年度 夏休みセミのぬけがら調査(船橋市) 
行田公園コース 

http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/002/p003401.html 

夏の代表的昆虫のｾﾐのぬけがらを調べ､公園や緑地の自

然度を調べる｡ｾﾐのぬけがらを探し､ｾﾐの種類を学び､標

本をつくる｡ 親子､友達同士､1人でも参加大歓迎 

集：県立行田公園西側ﾒｲﾝ広場 

(船橋市行田 3-5-1) 

船橋市環境政策課 ｾﾐのぬけがら調査係 

TEL:047-436-2450 要申込 

8.23水 

13:30~16 

県環境講座 夏休み･気象キャスターと体験

する『地球温暖化』／小学 1年〜6年生対象 
http://kanpachiba.com/archives/2250 

池田未来(気象ｷｬｽﾀｰ NW)〜気象ｷｬｽﾀｰになり｢2100年未来

の天気予報｣･気温やくらしなど､｢未来年表｣をつくる 

・(実験)CO2の熱吸収を確かめる､(工作)地球儀を作る 

市川市 南行徳市民ｾﾝﾀｰ 3F 

(同市 南行徳 1-21-1) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 要申込※ 
※左記 URL参照 

8.24木〜 

26土 ※ 

9:30~17 

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2017 
※一般公開日：25日(金)･26日(土) 

http://www.diy.or.jp 

大工道具､金物､補修材､塗料･塗装用品､ｲﾝﾃﾘｱ･収納用

品､ｴｸｽﾃﾘｱ､日用消耗品､ｶｰ用品､ﾍﾟｯﾄ用品､ﾘﾌｫｰﾑ関連他､

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰで扱う幅広い商品を集めた住生活総合展示会 

幕張ﾒｯｾ 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

日本ﾄﾞｩ･ｲｯﾄ･ﾕｱｾﾙﾌ協会 

TEL:03-3256-4475 

8.29火 

9~ 

自然観察会 

〜 東京港野鳥公園探鳥会 
南下するｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘなど｡ﾖｼｺﾞｲ､ｻｻｺﾞｲ､豊かな自然の

中でｾﾐやﾁｮｳも｡弁当､飲み水､帽子､雨具など持参 

集：9時 船橋駅 さっちゃん像前 
(JR線・東武線 同駅自由通路内) 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

8.31木〜 

9.01金 

JST(科学技術振興機構)フェア 2017 
科学技術による未来の産業創造展 

http://www.jst.go.jp/tt/jstfair2017/index.html 

将来の社会･経済に貢献する革新的基礎研究事例や産学

連携による製品化事例など展示し、JST担当者も会場内

常駐､企業向け各種支援制度等紹介や相談に応じる 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 4 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

JST産学連携展開部
ttevent@jst.go.jp 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/170616.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/index.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/index.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/index.html
https://www.energy-chiba.com/
http://teganuma-trust.jp/
https://ntour.jp/symposium/index.html
mailto:callcenter01@ntour.co.jp
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/170629.html
http://jafaa.or.jp/press/pressrelease253.html
https://www.nerima-npo.com/content_detail.asp
http://tokyogrown.jp/event/list.php?date=20170725&id=73
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/002/p003401.html
http://kanpachiba.com/archives/2250
http://www.diy.or.jp/
http://www.jst.go.jp/tt/jstfair2017/index.html
mailto:ttevent@jst.go.jp
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7.26水 

15~17 

バイオマス産業社会ネットワーク第 167回 研

究会(有料) http://www.npobin.net/apply/ 

勝又靖博(御殿場市)･鈴木宏政(株)ﾘｺｰ)〜木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

の熱利用｢御殿場ﾓﾃﾞﾙ｣(ﾁｯﾌﾟﾎﾞｲﾗ)とは(仮題) 

地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ 
(渋谷区神宮前 5-53-70国連大学 1F) 

同 NW ／ mail@npobinn.net 

TEL:047-389-1552 要申込 

7.27木 
11:30~17 NEW 

スマート農業推進フォーラム 

2講演と企業等の情報提供 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/170707.html 

福原昭一(ﾌｸﾊﾗﾌｧｰﾑ)〜ICT活用大規模経営稲作複合経営|西

谷内智治(西谷内農場)〜岩見沢地域 ICT利活用|黒木史仁(宮

崎県農政水産部)〜ﾃﾗｽﾏｲﾙ等民間企業連携農業 ICT推進｜他 

一橋大学 一橋講堂  

(千代田区一ﾂ橋 2−1−2) 

農水省生産局技術普及課 

TEL:03-6744-2111 7/21迄 

左記 URL内から申込 

7.29土 
9:30~16 

NEW 

農研機構(つくば地区)夏休み公開 
・食と農の科学体験～学ぼう 遊ぼう～ 

http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2017/06/075895.html 

子ども達に農業と科学に係る夏休み宿題のﾋﾝﾄを提供し

親子で学べる体験型ｲﾍﾞﾝﾄ。会場の食と農の科学館は､つ

くば市主催｢つくばちびっ子博士 2017｣の指定施設 

食と農の科学館 会場 

(つくば市観音台 3-1-1) 

＆のうかんけん 会場(同 観音台 3-1-3) 

農研機構 食と農の科学館 

TEL:029-838-8980 

7.31月 
14~15:30 NEW 

親子で学ぶヒートアイランドと熱中症対策教室 
http://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/event/2017/heat-necchuu0731.html 

依田司(気象予報士)〜ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞと熱中症の原因や対策な

ど､ｸｲｽﾞや実験で楽しく学ぶ。小学 3年〜6年生対象 

千葉市文化ｾﾝﾀｰ ｾﾐﾅｰ室 
(同市中央区中央 2-5-1千葉中央ﾂｲﾝﾋﾞ

ﾙ 2号 5F) 

県環境生活部環境政策課政策室 

TEL:043-223-4649 7/19迄 

8.01火まで 

9~17(8.01は13時

まで) NEW 

関東農政局｢消費者の部屋｣7月特別展示 

米粉の利用拡大と米飯学校給食推進の取組 

～米消費拡大に向けて 

(ｱ)知っていますか米粉のこと(ｲ)米粉の用途別基準､ﾉﾝ

ｸﾞﾙﾃﾝ表示(ｳ)米粉利用拡大の取組(米粉料理教室やｲﾍﾞﾝﾄで

の PR､事業の紹介など)(ｴ)米飯学校給食などをﾊﾟﾈﾙ展示 
http://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/seikatsu/170627.html 

さいたま新都心合同庁舎 2号館 

1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

(同市 中央区新都心 2-1) 

農水省関東農政局消費・安全部消費

生活課 

TEL:048-740-0362 

8.03木 
10~12 

NEW 

みりん学講座(夏休み自由研究向・有料) 

〜 みりんタレでしゃぶしゃぶソーメンを食べよう 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8999/034634.html 

大瀬由生子･川浦智子(日本糀文化協会)〜左記ﾒﾆｭｰほか、みり

んﾃﾞｻﾞｰﾄを作る｡流山のみりんについてのお話も。 

対象：小学生以上 

流山市 南流山ｾﾝﾀｰ 調理実習室 

(同市南流山 3-3-1) 

同市立 博物館 

TEL:04-7159-3434 要申込 

8.05土・06日 

9~13 NEW 

とうもろこし収穫体験 (雨天中止) 

※生育状況により日程変更あり 
http://www.no-side-kashiwa.com/harvest/1708_tomorokoshi.html 

申込み分を収穫し､採れたて新鮮なとうもろこしの一粒

一粒の甘みを味わって｡当日は野菜の直売予定 

入場料(1組)500円･体験料(5本)750円 

大山農園 

(柏市手賀 252-3付近) 

(株)農菜土 

TEL:04-7168-8686 要申込 

8.07月(他薦)or 

21月(自薦)まで 

NEW 

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ農山漁村の宝(第 4回)優良事例

募集～見つけよう!今､元気なﾑﾗの取組 
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/170615.html 

農山漁村の豊かな自然や食､産物など､埋もれていた資源

の活用により､都市と農村の交流､6次産業化､移住･定住

推進など、農林水産業や地域活力創造に繋がる取組み 

詳細は左記 URL参照 農水省 農村政策部都市農村交流課 

TEL:03-3502-5946 

8.08火 

10~12 NEW 

地元果物を使ったジャム作り教室(有料) 
★摘みたてのブルー リーで！(流山市民対象) 

谷口優子(ｶﾅﾙﾌｧｰﾑ)〜流山産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰたっぷりのｼﾞｬﾑ作り

体験｡無 or減農薬野菜を使ったｻﾗﾀﾞとﾍﾞｰｸﾞﾙの試食も 
流山市 北部公民館 
(同市美原 1-158-2) 

流山市農業振興課 

TEL:04-7150-6086 要申込 

8.09水 

12:45~16:45 

NEW 

H29年度「農村を元気にする総合的な実証研

究」ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 農村を元気にする研究開発とは 
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2017/06/076038.html 

3地域での取組みを紹介､農村を元気に活力有る農業と農

村を次世代に継承する研究開発とは何かを参集者と共に

考え､同機構発革新的な研究創 と成果の社会実装促進 

日比谷ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(千代田区日比谷公園 1-4千代田区
立日比谷図書文化館地下 1階)  

農研機構本部 経営戦略室 

TEL:029-838-8346 要申込 

8.24木 
15~17 NEW 

バイオマス産業社会ネットワーク第 168回 研

究会(有料) http://www.npobin.net/apply/ 

小島健一郎(ﾍﾟﾚｯﾄｸﾗﾌﾞ)〜住宅の省ｴﾈ基準におけるﾍﾟﾚｯ

ﾄｽﾄｰﾌﾞの性能評価と燃料 

地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ 
(渋谷区神宮前 5-53-70国連大学 1F) 

同 NW ／ mail@npobinn.net 

TEL:047-389-1552 要申込 

8.24木〜 

26土 ※ 

NEW 

国際オーガニック EXPO 2017 
・オーガニックの新たな市場開拓を目指して 

https://organic-expo.jp/index.php 

ｵｰｶﾞﾆｯｸの正しい認識のため､有機 JASはじめ認証制度の

促進や支援を展示･ｾﾐﾅｰ通じて啓発｡ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌｰﾄﾞ･同ｺｯﾄ

ﾝ･同ﾋﾞｭｰﾃｨｹｱ･ﾅﾁｭﾗﾙ製品｡ ※一般消費者は 26日(土)のみ 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 

(横浜市西区みなとみらい 1-1-1) 

同展実行委員会/(株)ｽﾍﾟｰｽﾒﾃﾞｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ 

TEL:03-3512-5675 

8.27日 NEW 

13:30~15:30 

県民の安全と健康な暮らしのための総合講座 

テーマ：食の安全と栄養 
小治健太郎(大妻女子大) 

〜 保健機能食品(ﾄｸﾎ等)を知っていますか? 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

左同 

TEL：04-7140-8615 要申込 

9.09土まで H29年度 前期「緑のおもしろ講座」(有料) 
http://www.chiba-shinrin-instructor.com/kat

udo-annai/2017/omosiro-koza2017Aposter.pdf 

千葉市都市緑化植物園を中心に､近 の自然･地域文化

などを楽しみながら学ぶ講座｡一味違った自然を見つけ

ましょう｡日程・内容等は左記 URL参照 

千葉市都市緑化植物園 

(同市 中央区星久喜 278) 

県 森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会 

TEL:080-5048-4390 要申込 

9.30土まで 2017年・宍塚米オーナー募集 

ぜひ､あなたも里山の保全活動を支援しませんか 
http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

里山の谷津田は生き物の生息域として重要｡ｻｼﾊﾞの生息

環境を守ろうと め､谷津田耕作農家を支援し､美味し

いお米が食べられ里山保全に寄与 

募集の詳細は左記HP内または右記

まで問合せ 

(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会 

TEL:029-821-3519 
s-tetsumix@jcom.home.ne.jp 

http://www.npobin.net/apply/
mailto:mail@npobinn.net
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/170707.html
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2017/06/075895.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/event/2017/heat-necchuu0731.html
http://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/seikatsu/170627.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8999/034634.html
http://www.no-side-kashiwa.com/harvest/1708_tomorokoshi.html
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/170615.html
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2017/06/076038.html
http://www.npobin.net/apply/
mailto:mail@npobinn.net
https://organic-expo.jp/index.php
http://www.chiba-shinrin-instructor.com/katudo-annai/2017/omosiro-koza2017Aposter.pdf
http://www.chiba-shinrin-instructor.com/katudo-annai/2017/omosiro-koza2017Aposter.pdf
http://www.kasumigaura.net/ooike/
mailto:s-tetsumix@jcom.home.ne.jp
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10.22日まで 

全 7回※ 

食育体験教室〜田んぼでお米を作ろう!(全 7回) 

http://saitama-midorinomori.jp/?p=13556 

※ 5/14,28,7/2,8/6,9/3,10/1の各日曜日(有料) 

当たり前に食べているお米､どうやってできるの?お米を

育てるから食べるまで体験｡米作りの大変さ楽しさ､食の

大切さに気付く体験教室｡収穫後のお米は持ち帰り｡  

さいたま緑の森博物館 

(入間市 宮寺 889-1) 

同館 

TEL:04-2934-4396 要申込 

随時募集 農作業を手伝ってみませんか？ 

｢アグリサポート｣の登録者随時受付け 

ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ(援農制度)は､労働力が必要な農家と､農作

業をしたい方がそれぞれ登録する農業振興制度 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/li

fe/9298/10857/010860.html ←詳細 URL 
流山市農業振興課 

TEL:04-7150-6086 

 

【朝市・露店市・市場・援農・就農・農業研修・農学・農園・農林地 】NEW：新掲載 ＜お願い＞変更や誤りあればお知らせください。 

随時 家族みんなで楽しめる!サポート付き体験農園 

流山おおたかの森・久兵衛体験ファーム 
https://www.sharebatake.com/farms/nagareyama 

料金：3㎡:4,908円〜／10㎡:7,315円〜(税抜･月当た

り)(別途入会金 10,000円)／注：当農園は園主が経営する

農園利用方式体験農園で､自由な作付できない 

流山市東初石 5-16東側の畑 (株)ｱｸﾞﾘﾒﾃﾞｨｱ 

TEL:0120-831-296 

毎週水 

14:30~15:30 

17:30~18:30 

柏人への道(農×食×人) 路地裏マルシェ 他 
〜消費者と農家を繋ぐ"食"の懸け橋 

昨年 11月から夜の部も 

駅前空き地活用と柏産農産品の情報発信を目的｡生

産者が直接販売する鮮度と安心をお届け 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/fanfun/bloghakunchu/bloghakunchu2/ 

昼の部：柏市柏 5空き地※ 

夜の部：柏駅東口 
(※柏駅東口徒歩 10分 柏市役所手前) 

同ﾏﾙｼｪ実行委員会 

TEL:04-7167-1143 柏市農政課 

毎週 

火〜金 

印西市 ★ 農産物の移動販売 ★ 
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html 

｢とれたて産直館印西店｣が地元産お米や旬の野菜･

果物など移動販売車で各地巡回 

火：木下東集会所〜金：木刈 5丁

目集会所 詳細左記 URL参照 

JA西印旛 直販部店舗課 

TEL:0476−48−2218 

毎週土[通年]  

7:30〜8:30 

流山市農家生活研究会の朝市 野菜、季節の果物、花 など 流山市文化会館駐車場 
(同市加 1-16-2) 

同会 朝市部会

TEL:04-7158-1762 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html 
月〜土[通年] 

8:45〜11:45 
同上 同上 東葛病院駐車場  

(流山市下花輪 409) 

同上 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html 

10月〜7月 

8:45〜9:45 

コスモス会 ふれあい朝市(毎日) 同上 流山市名都借 320 同会 TEL:04-7144-2820 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html 

第 1･3日曜 

8〜15 

長全寺門前市 (荒天中止) 
http://monzenichi.com/member/member.php 

柏産の野菜、市内商店・事業所の商工品の販 売な

ど。 

長全寺境内  

(柏市柏 6-1-9) 

同市運営委員会事務局 

TEL:04-7169-9090 

毎週土曜 

8:30〜11 

南流山の朝市 地元野菜､ 花の ､ふるさと産品など販売 南流山駅(南口) 駅前公園 

(JR・TX 南流山駅すぐ) 

流山市商工課  

TEL:04-7150-6085 

第 4土曜 

8:30~12:30 
うんがいい!朝市 (雨天中止) 
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/ 

近隣農家の新鮮野菜、地域商店の惣菜、流山 

ふるさと産品など。詳細は左記 URL参照 

運河水辺公園 

 (東武線 運河駅 徒歩 2分) 

利根運河交流館 

TEL:04-7153-8555 

毎週 土 

8~12 
八街土曜市 
〜 店の人と気軽に話せる雰囲気が魅力 

肉や魚､総菜からお茶･お花まで､地元専門店の

人気商品が勢揃い｡ 

JA いんば八街支所 倉庫 
(八街市八街ほ 235) 

八街商工会議所 

TEL：043-443-3021 

水曜除く毎日 

6~11 

勝浦 朝市 (元旦は休み) 

〜 日本三大朝市のひとつ ＊ 

＊400年を超える歴史をもつ勝浦名物で､70軒ほど

の店が地元自慢の品を並べて賑わう 

1〜15日：(勝浦市)下本町通り 
16〜月末：(同)仲本町通り 

勝浦市観光商工課 

TEL：0470-73-6641 

第 3土曜日 

9~14  

NEW 

印西市「川の停車場」 

産直軽トラ市＆フリーマーケット (雨天中止) 

主催者 HP：http://www.inzaikankoukyokai.com 

地元で採れた新鮮野菜の産直市やﾌﾘﾏなど楽しさい

っぱい｡川辺を散歩しながらお立寄を。 
★4月〜11月：遊覧船による「ぶらり川めぐり」あり 

｢川の停車場｣第 2発着所 
(印西市発作地先 六軒大橋[国道 356 ﾊﾞ

ｲﾊﾟｽ]西側) 

(NPO)印西市観光協会/月･水･金 

TEL:0476-42-7530 

第 3日曜 

6~9 

のだ朝市 

〜 食を通して地域の活性化を 

地元で採れる野菜や手作り惣菜などを安価で販売。

 店者も随時募集。地域の交流の場 

中華料理｢幸楽｣前 駐車場 

(東武線 愛宕駅近く) 

同市実行委員会･野田の食を盛り上げる会  

TEL:04-7125-2731 

毎週土曜 

7~8※ 

かまがや朝市 

※11月〜4月は AM 8時〜9時 
鎌ヶ谷育ちの｢たっぷり太陽 たっぷり愛情｣受け､ 

収穫したての新鮮･安心･安全な野菜が並ぶ 

鎌ケ谷市役所駐車場 

(同市 新鎌ケ谷 2-6-1) 

同市朝市組合 事務局 

TEL:047-443-4010 JAとうかつ中央 

     

http://saitama-midorinomori.jp/?p=13556
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
https://www.sharebatake.com/farms/nagareyama
http://www.city.kashiwa.lg.jp/fanfun/bloghakunchu/bloghakunchu2/
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html
http://monzenichi.com/member/member.php
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.inzaikankoukyokai.com/
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毎週日曜日

8~12 
大原漁港 港の朝市 
〜 その場で・自分でバー キュー 

新鮮な海産物や野菜･干物･地域産品･商工品 
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/ 

大原漁港または荷捌(にさばき)所 
(いすみ市大原 11574) 

港の朝市運営委員会 

TEL:0470-62-1191同市商工会 

第 1･3日曜日
8〜12  NEW 

ちくら漁港朝市(南房総市)  海産物､旬の野菜･果物など販売｡ 

買った食材を焼いて味わうﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅｰも 

千倉漁港荷捌き所 
(南房総市千倉町平舘 763-11付近) 

千倉地域づくり協議会『きずな』 

TEL:0470-44-1113 

実施中 新しい農地貸借の仕組みがスタート 

〜 意欲ある農業の担い手に農地＊ 

＊集約するため農地中間管理機構が設置され、 

農業振興地域対象に同機構が農地貸借進める 

以下 URL参照 
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html 

(公社)千葉県園芸協会 

TEL:043-223-3011 

お知らせ 
2017年 6月現在 

更新 

耕作放棄地対策 
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/kousak

uhouki.html 

 刈など同地利用者対象に再生経費の一部を助成 

☆10a当たり 25,000円の助成など 
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806 

県 農地･農村振興課 
詳細は左記 URL参照 

左同 

TEL：043-223-2862 

 

長期開催・募集・展示会・他 [ 分野共通(農・食関連除く) ] NEW:新掲載 

いつ '15年 

月.日 
何を(表題) 内容 

県:千葉県 (他欄共通) 

どこで・どこへ (所在地、交通、

宛先、応募先等) 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO法人 

7.01土 

NEWオープン 

ふなばし三番瀬(さんばんぜ)環境学習館 
http://sambanze.jp 

http://sambanze.jp/facility/ 

｢知る｣｢考える｣｢学ぶ｣の 3つのｿﾞｰﾝで構成され､三番瀬

の魅力を体感しながら､三番瀬や環境について家族や友

だちと楽しく学べる施設 

同館 

(船橋市潮見町 40) 

同館／毎週月曜日休館 

TEL:047-435-7712 

7.10月から 

NEW 
参考情報 

 

家庭で使用中の白熱電球２個以上と､

LED電球１個を交換。 

★LED電球 100万個配布予定 
 

東京都は､家庭の省ｴﾈ対策推進のため､地域の家電店で､

都民の皆様が持参した白熱電球 2個以上と LED電球 1個

を交換し､省ｴﾈｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行う事業を開 。 

詳細は下記 URL参照 ｸｰﾙ･ﾈｯﾄ東京 

TEL:0570-066-700 

TEL:03-6704-4299(携帯) 
https://www.tokyo-co2down.jp/individual/ecoother/LED-family/index.html 

7.14金〜31月 

 

Panasonic NPOサポート ファンド 
〜NPO/NGOが持続的に発展できるよう、組織基盤

の強化を応援(分野：環境・子ども・アフリカ) 

http://news.panasonic.com/jp/topics/153189.html 

環境分野は､国内で先進的取組み NPOや､新興途上国で活

動NGOを対象､第三者の多様で客観的視点を取入れ､組織

の優先課題を  し解決の方向性を見 す｢組織診断｣､

組織運営上の課題解決｢組織基盤強化｣の取組み支援 

詳細は左記 URL参照 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(株)／ 

(NPO)地球と未来の環境基金 

TEL:03-5298-6644 

7.15土〜 

9.03日 

第 54回企画展「アマゾンはいま」 

この夏､博物館がジャングルになる！ 
主催者 HP： http://www.gmnh.pref.gunma.jp 

日本の約 20   の南米ｱﾏｿﾞﾝに生息する魚類を生体

で､  類､鳥類､ 虫類は 製で展示しｱﾏｿﾞﾝｼﾞｬﾝｸﾞﾙを

演 ｡環境  は藤原幸一氏写真が現実を訴える｡ 

群馬県立自然史博物館 
(富岡市上黒岩 1674-1) 

同館 

TEL:0274-60-1200 

7.15土〜 

9.03日 

NEW 

大東京湾展 〜生物多様性の恵み〜 

 

http://sambanze.jp/2017/07/03/the_great_tokyobay/ 

同湾の成立ちや歴史､生息する多様な生きもの､同湾利用

実態など､先進的な体験展示､実物標本などで紹介｡ﾅﾋﾞｹﾞ

ｰﾀｰ･VR海底散歩･元祖!江戸前回転寿司やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

ふなばし三番瀬環境学習館 

(船橋市潮見町 40) 

同館 

TEL:047-435-0828 

7.15土〜 

9.03日 

NEW 

しながわ水族館×早川いくを 夏の特別展 

愛の へんな いきもの展 

～ 口あんぐりの子孫の残し方〜 

http://www.aquarium.gr.jp/topics/index.html - ainohen 

生き物の様々な子孫の残し方をﾃｰﾏとし､人間の世界とは

違った生き物達の様々な子孫の残し方を｢性転換｣｢求愛

行動｣｢産卵習性｣｢雄の生き方｣などｼﾞｬﾝﾙにわけて展示｡

「へんないきもの｣著者早川氏書き下ろし文で解説 

しながわ水族館[しながわ区民公園内] 

(品川区勝島 3-2-1) 
http://www.aquarium.gr.jp/guide/access.html 

同館 

TEL:03-3762-3433 

7.15土〜 

9.03日 

NEW 

H29年度特別展「神になったオオカミ～秩父山

地のオオカミとお犬様信仰」／ 関連ｲﾍﾞﾝﾄあり 
http://www.river-museum.jp/exhibition/plan/29.html 

日本国内では明治末期に絶滅したとされるｵｵｶﾐを､動物

の視点から､神として祀られた｢お犬様｣の視点から紹介｡

秩父山地における人と動物との関わりに触れてみたい 

埼玉県立 川の博物館本館 

(大里郡寄居町小園 39) 

同館 

TEL:048-581-7333 

7.15土〜 

9.18月祝 

NEW 

夏期特別企画 この夏、世界の亀が大集結!! 

「亀 〜 世界の大カメ展 〜」 
http://www.aquaworld-oarai.com/news/22178 

今年の夏休みｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ･大洗に世界のｶﾒが大集合!巨大な

ﾘｸｶﾞﾒとのふれあい撮影会やｴｻやりなど､ｲﾍﾞﾝﾄも盛りだ

くさん｡さあ!みんなで茨城の海へ GO!! 

ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ･茨城県大洗水族館 
(同県東茨城郡大洗町磯浜町 8252-3) 

同館 

TEL:029-267-5151 

     

http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/kousakuhouki.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/kousakuhouki.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
http://sambanze.jp/
http://sambanze.jp/facility/
https://www.tokyo-co2down.jp/individual/ecoother/LED-family/index.html
http://news.panasonic.com/jp/topics/153189.html
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/
http://sambanze.jp/2017/07/03/the_great_tokyobay/
http://www.aquarium.gr.jp/topics/index.html#ainohen
http://www.aquarium.gr.jp/guide/access.html
http://www.river-museum.jp/exhibition/plan/29.html
http://www.aquaworld-oarai.com/news/22178
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7.17月祝まで 

9~17 NEW 

第 33回 植物画コンクール入選作品展 
http://www.kahaku.go.jp/event/2017/07botanical/ 

全国 2,454作品中 106作品が文科大臣､科博館長､

筑波実験植物園長､佳作等各賞に。部門別展示 

国立科学博物館 

(台東区上野公園 7-20) 

同館 

TEL:03-5777-8600 

7.19水〜 

10.29日 10~17 

日本の家〜1945年以降の建築と暮らし 
ﾛｰﾏ､ﾛﾝﾄﾞﾝを巡回した展覧会､ついに東京で開幕! 

http://www.momat.go.jp/am/exhibition/the-ja

panese-house/ - section1-1 

日本の建築家 56組による 75件の住宅建築を､400点を超

える模型､図 ､写真､映像などを通して紹介する壮大な

試み｡時系列ではなく､ﾃｰﾏごとの展示になっているので､

｢日本の家｣の特徴を深く理解いただける｡ 

東京国立近代美術館 1F 

(千代田区北の丸公園 3-1) 

同館 

TEL:03-5777-8600 

7.22土〜 

8.17木 全 20回 

NEW 

サマースクーリング親子で見学会 

親子で学び、楽しめる環境学習バスツアー 

https://www.tokyokankyo.jp/kengaku/summer.html 

夏休み､小中学生を対象に親子で学び楽しめる。30 ﾒｰﾄﾙ

の頂上から見渡せる360度のﾊﾟﾉﾗﾏ｡埋立処分場を大型ﾊﾞ

ｽで巡る無料見学会。 

集・解：東京ﾃﾚﾎﾟｰﾄ駅 

(江東区青海 1-2-1) 

東京都環境公社 見学担当 

TEL:03-3570-2230 

7.22土〜 

9.03日 NEW 

H29年度 収蔵資料展 夏休み海の学びスペシャル 

〜 エビざんまい 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60 

ｴﾋﾞは食用としてもおなじみで房総半島にもさまざまな

種類が分布｡本展では､ｴﾋﾞという身近な生きものを通し､

千葉県の豊かな自然と甲殻類の多様性を紹介 

県立中央博物館分館 海の博物館 

(勝浦市吉尾 123)  

同館／8月中は休館なし 

TEL:0470-76-1133 

7.22土〜 

9.10日[1期] 

H29年度 企画展 

子どももたのしい きのこワンダーランド 
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1074 

美味しいきのこが地球環境も支えている!? 実は､森はき

のこがいないと生きていけない｡きのこの世界がまるご

とわかるﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ! めずらしいきのこも大集合! ほか  

県立 中央博物館 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

7.23日まで 

NEW 

アンデルセン公園 子ども美術館 企画展 

超高解像度人間大昆虫写真【life-size】 
http://www.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201706/index.htm 

作者:橋本典久 
〜 野山で採集した昆虫を人間大に拡大ｺﾋﾟｰし､肉眼で見

えない細部を観察｡ 

子ども美術館 展示室 1･2 

(船橋市金堀町 525) 

ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ公園 子ども美術館 

TEL:047-457-6661 

7.30日まで 牧野式植物図への道Ⅰ 
〜 種の全体像を描くために 

http://www.makinoteien.jp 

日本の近代植物分類学の礎を築いた一人の牧野富太郎

は､植物図の名手でもあり､牧野自筆植物図を展示するこ

とで､｢牧野式植物図｣完成までの変遷を紹介 

練馬区立 牧野記念庭園記念館 

(練馬区東大泉 6-34-4) 

同館・高知県立牧野植物園 

TEL:03-6904-6403 

7.31月 

消印有効 

NEW 

(公財)日野自動車グリーンファンド 

H29年度 助成事業 ／ 対象事業概要は右記 
https://www.hino.co.jp/csr/greenfund/promotion.html 

1) ｢自然環境保全｣に資する樹木や 花の植樹の実施 

2) ｢同｣活動の実施 3) ｢同｣に資する調査や研究の実施 

4) ｢同｣に資する教育や諸啓発活動の実施 

詳細は左記 URL参照 同ﾌｧﾝﾄﾞ 事務局 

TEL:042-586-5369 

7.31月まで 第 22回 エコメッセ 2017 in ちば (10月 9日開催) 

 展団体募集／ ﾃｰﾏ:進め!COOL CHOICE 
http://www.ecomesse.com 

募集:200区画/広さ:2m×2m/区画)/1区画料金:企業･行

政 2万円､市民活動団体･大学 8千円､高校･学生団体 1区

画無料､2区画目から 8千円/ ※ 

幕張ﾒｯｾ国際会議場 

(千葉市美浜区中瀬 2−1) 
※他詳細は左記 URL参照 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会事務局 

TEL:080-5374-0019 

8.03木まで 

NEW 

｢絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律施行令の一部を改正する政令

(案)｣ パブリックコメント＊ 

＊(国内希少野生動植物種の指定及び解除) 

[要旨]指定動植物種:ﾍﾗｼｷﾞ､ﾁｮｳﾋ､ｼﾏｱｵｼﾞ|指定解除動植

物種:ｵｵﾀｶ／ http://www.env.go.jp/press/104252.html 

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ詳細は左記 URL参照 環境省自然環境局野生生物課 

FAX:03-3581-7090 
shizen-kishoshu@env.go.jp 

8.06日まで ナマズが暴れた!? 安政の大地震展― 

大災害の過去・現在・未来 

http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/exhibition.php 

日本を中心に世界各地の大災害と復興の歩みを歴史資料

から明らかに｡ 熊本大地震から 1年､困難を乗り越えた

先人の声にあらためて耳をかたむけてみます 

東洋文庫 ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

(文京区本駒込 2-28-21) 

(公財)東洋文庫 

TEL:03-3942-0280 

8.12土まで ビオトープ管理士 資格試験 (有料) 

試験日：9月 24日(日) 
http://www.biotop-kanrishi.org 

｢ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ管理士｣は､地域で受け継がれた自然や歴史､文

化など貴重な財産と､国際的な動向を踏まえたまちづく

り･くにづくりを実践できる技術者 

詳細は左記 URL参照 (公財)日本生態系協会 

TEL:03-5954-7106 

8.14月 必着 全日本【鳥】フォトコンテスト in JBF2017 

人にも鳥にも優しい撮影を心がけよう！ 
http://www.birdfesta.net/jbf/b1.html 

野鳥写真の公募展｡鳥の写真を通じ､鳥や自然全般への興

味･関心を深め､環境教育の理解いただき､力作を｡ 

ﾃｰﾏ:1.生態･行動部門､2.環境部門(問題提起含む) 

詳細は左記 URL参照 我孫子市役所手賀沼課 

TEL:04-7185-1484 

8.18金 必着 

NEW 

第 23回 日韓国際環境賞募集〜 ＜対象＞

日韓含む東ｱｼﾞｱ地域の環境保全貢献の個

人､団体ほか ＜推薦方法＞毎日新聞読者(自

薦･他薦)や毎日新聞社全国通信網｡＊ 

＊＜推薦・審査基準＞(1)影響･被害が国境を越え､地球規

模にまで広がる環境問題の解決を目指す斬新な実践､教

育､研究活動(2)国際的な取り組みが必要とされるｱｼﾞｱ地

域内の環境･公害問題の解決に向け､顕著な実績を上げた

詳細は左記 URL参照 毎日新聞社 日韓国際環境賞事務局 

TEL:03-3212-0724 
myeco@mainichi.co.jp 

http://www.kahaku.go.jp/event/2017/07botanical/
http://www.momat.go.jp/am/exhibition/the-japanese-house/#section1-1
http://www.momat.go.jp/am/exhibition/the-japanese-house/#section1-1
https://www.tokyokankyo.jp/kengaku/summer.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1074
http://www.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201706/index.htm
http://www.makinoteien.jp/
https://www.hino.co.jp/csr/greenfund/promotion.html
http://www.ecomesse.com/
http://www.env.go.jp/press/104252.html
mailto:shizen-kishoshu@env.go.jp
http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/exhibition.php
http://www.biotop-kanrishi.org/
http://www.birdfesta.net/jbf/b1.html
mailto:myeco@mainichi.co.jp
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https://mainichi.jp/articles/20170616/ddm/012/040/139000c 
援助､協力活動(3)市民生活や地域社会が直 する環境問

題の改善､または循環型社会の構築を目指す取り組み 

8.20日 

消印有効 

イオン環境財団 第 27回 環境活動助成先公募 
ﾃｰﾏ:生物多様性保全と持続可能な利用のために 

https://www2.aeon.info/josei/ 

活動分野：A.植樹・B.森林整備・C.砂漠化防止・D.里地､

里山､里海の保全・E.湖沼･河川の浄化・F.野生生物の保

護・G.絶滅危惧生物の保護 助成総額：1億円 

詳細は左記 URL参照 (公財)ｲｵﾝ環境財団 

TEL:043-212-6022 

9.03日まで 

NEW 

企画展 相模の海  [まだまだ奥が深いぞ!] 

〜 最新の生物相調査の成果 
http://www.kahaku.go.jp/event/2017/jambio/jambio_sagami.pdf 

相模湾と相模灘の相模の海は､黒潮と親潮や相模ﾄﾗﾌに向

かって急峻で複雑な海底地形により､熱帯･亜熱帯系の生

物や冷水系生物､深海生物など多様な海産生物が棲む 

国立科学博物館 

(台東区上野公園 7-20) 

同館 

TEL:03-5777-8600 

9.04月 必着 第 3回 学生住宅デザインコンテスト 
http://www.mainichi-j-contest.jp/index.html 

ﾃｰﾏ:木に寄り添う家/審査基準:｢ﾃｰﾏ｣｢独自性｣｢実

現可能性｣｢環境配慮｣/条件:木造 66㎡以上の住宅 

詳細は左記 URL参照 毎日新聞社・HINOKIYA 

TEL:03-6265-6815 10時〜17時 

9.05火 
消印有効 

 

毎日農業記録賞(2017年 第 45回)作品募集 
 

http://www.mainichi.co.jp/event/mainou/ 

｢農｣や｢食｣､｢農に関わる環境｣への思い､体験､提言｡｢一

般部門｣と｢高校生部門｣｡いずれもｸﾞﾙｰﾌﾟ応募可｡A4判

4000文字程度｡ 

詳細は左記 URL参照 毎日新聞社 

TEL:03-3212-0190 10時〜17時 

9.13水  

消印有効 

NEW 

第 42回 みどりの絵コンクール 幼児･小学生対象 

https://www.muef.or.jp/muef/ または 

https://mainichi.jp/articles/20170520/ddm/012/040/075000c 

｢みどりの絵｣部門(4歳〜小学6年)遊び･体験から親しんだり､

絵本などの空想から自然|｢わたしが守りたい身近な自

然｣部門(小学生のみ)自分が暮らす地域の守り残したい自然 

詳細は左記 URL参照 (公財)三菱 UFJ環境財団 

TEL:03-5730-0337 

9.15金まで 
消印有効 

NEW 

第 2回 全国子ども和食王選手権 

「a和食お絵かき部門」と「b和食王部門」 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/wasyoku/170612.html 

a:｢和食｣や｢郷土料理｣に関するお絵かきと､一言ｺﾒﾝﾄ ※ 

b:3名1ﾁｰﾑで協力し｢和食｣や｢郷土料理｣のお絵かきまた

は写真と､その料理を選んだ理由のおすすめｺﾒﾝﾄ ※ 

※対象 a:小学 1年〜3年生 b:小学 4

年〜6年生 

詳細は左記 URL参照 

農水省 TEL:03-3502-5516 

ﾛｹｰｼｮﾝﾘｻｰﾁ(株) TEL:03-5244-9487 

9.18月まで 
9:30~17 

NEW 

第 69回企画展 昆虫大研究プロジェクト 
★あなたも研究者 みんながつくる昆虫展 
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/121/index.html 

地球上の昆虫種は 300万とも 500万ともいわれ,種の多

様性は他動物郡の追随許さず,地球上最も繁栄の生き物

でしょう｡｡｡1万点超える標本展示ほか､関連行事多数! 

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾊﾟｰｸ 茨城県自然博物館 

(茨城県坂東市大崎 700) 
 

左同 

TEL：0297(38)2000 

9.25月まで 

NEW 

10月 9日開催こども環境会議ちば 参加者募集 
対象:県内｢こどもエコクラブ｣活動中のこども 

http://kanpachiba.com/archives/2255 

･ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ～みんなで友達になろう ･お互いのｸﾗﾌﾞの活

動紹介! ･みんなの｢すごいね!｣を知ろう ･発表したｸﾗﾌﾞ

にｴｺﾒｯｾｰｼﾞを贈ろう／講師：こどもｴｺｸﾗﾌﾞ全国事務局 

詳細は左記 URL参照 
10月 9日(月祝)会場:幕張ﾒｯｾ国際会議

場/ｴｺﾒｯｾ 2017ちば内 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 

9.27水まで 

NEW 

第 61回 全国 学芸･サイエンスコンクール 
〜 得意な分野でチャレンジしよう！ 

https://www.obunsha.co.jp/gakkon/ 

部門:[ｻｲｴﾝｽ]理科自由研究､自然科学研究､社会科自由研

究､人文社会科学研究､[ｱｰﾄ等]絵画､書道､小説､詩､読書

感想文､作文/小論文､[環境分野]:写真､ﾎﾟｽﾀｰ/ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

対象は分野部門毎に異なる。 

詳細は左記 URL参照 

(株)旺文社 同ｺﾝｸｰﾙ事務局 

TEL:03-3266-8002 

9.29金 必着 緑のカーテン体験談＋写真 募集 

・自慢の緑のｶｰﾃﾝを県HPに載せてみませんか? 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/toshikouen/curtain/jouhou.html 

体験談の内容や様式は自由ですが､200字程度にま

とめ写真を添えﾒｰﾙ又は郵送で。 

詳細は左記 URL参照 県県土整備部都市整備局公園緑地課 

TEL:043-223-3996 
kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp 

9.30土まで 

NEW 

自然しらべ 2017 
〜〜 うなぎ目線で川・海しらべ！〜〜 

http://www.nacsj.or.jp/shirabe/2017/05/1598/ 

うなぎが帰れる環境を残したい｡そんな気持ちで川や干

潟をしらべよう｡ｽﾏｰﾄﾌｫﾝやﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ､筆記用具､参加ﾏﾆｭ

ｱﾙを持って かけよう。気をつけよう!(注意事項)あり 

詳細は左記 URL参照 (公財)日本自然保護協会自然しらべ係 

TEL:03-3553-4102 
shirabe2017@nacsj.or.jp 

9.30土 

消印有効 

NEW 

高校・高校生のエコ活動全般コンテスト 

eco-1(エコワン)グランプリ 
http://www.eco-1-gp.jp/youkou.html 

地域を特定しないで取組むことができる普及性高いｴｺ活

動の《普及･啓発部門》と､地域固有の問題に着目した専

門性高いｴｺ活動の《研究･専門部門》の 2部門 

詳細は左記 URL参照 (公財)ｲｵﾝﾜﾝﾊﾟｰｾﾝﾄｸﾗﾌﾞ／eco-1 ｸﾞﾗﾝ
ﾌﾟﾘ運営事務局(毎日企画ｻｰﾋﾞｽ) 
TEL:03-6265-6813 

10.01日まで 

NEW 

特別展 深海 2017 ★★もっと深く★★★ 
〜～最深研究でせまる"生命"と"地球"〜〜 

http://shinkai2017.jp (有料) 

ﾀﾞｲｵｳｲｶの遭遇から 4年｡ ･深海を星空のように彩る発光

生物がいっぱい! ･深海の巨大生物が結集! ･深海を調べ

てみよう!･深海に囲まれた日本 ･見えてきた巨大災害 

国立科学博物館 

(台東区上野公園 7-20) 

同館 

TEL:03-5777-8600 

'18.2.28火まで 

受付中 

 

H29年度 柏市エコハウス 促進総合補助制度 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondan

ka/shimin/p040546.html 

家庭に｢省ｴﾈ｣｢創ｴﾈ｣｢見える化｣｢蓄ｴﾈ｣設備を導入し､｢ｴｺ

ﾊｳｽ化｣するための費用の一部を補助｡本年度より制度内
詳細は左記 URL参照 

 

柏市 環境政策課 

TEL:04-7167-1695 

https://mainichi.jp/articles/20170616/ddm/012/040/139000c
https://www2.aeon.info/josei/
http://www.kahaku.go.jp/event/2017/jambio/jambio_sagami.pdf
http://www.mainichi-j-contest.jp/index.html
http://www.mainichi.co.jp/event/mainou/
https://www.muef.or.jp/muef/
https://mainichi.jp/articles/20170520/ddm/012/040/075000c
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/wasyoku/170612.html
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/121/index.html
http://kanpachiba.com/archives/2255
https://www.obunsha.co.jp/gakkon/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/toshikouen/curtain/jouhou.html
mailto:kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp
http://www.nacsj.or.jp/shirabe/2017/05/1598/
mailto:shirabe2017@nacsj.or.jp
http://www.eco-1-gp.jp/youkou.html
http://shinkai2017.jp/
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p040546.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p040546.html
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年間・定期・募集・情報提供＆    等 コーナー／年間や半期などのスケジュールイ ントです。NEW:新掲載  ＜お願い＞変更や誤りあればお知らせください。 

いつ？ 主催者・イ ント名・HP等 概要 イ ント等の一覧 URL 主催・問合せ 

年間 

 

物作りを通しリサイクルを考えましょう！ 

(我孫子)「ふれあい工房」 
http://www.abiko-fureaikoubou.com/index.html 

ごみの減量や資源化拠点と､市民の自主的活動の場。高

齢者がｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞになり､ﾘｻｲｸﾙ指導などの交流･社会参加

で循環社会､共同まちづくり､社会福祉向上を目的 

左記 URL内｢ｲﾍﾞﾝﾄ情報｣参照 我孫子市 ふれあい工房 

我孫子市青山 450 

TEL:04-7186-5500 

年間 多摩森林科学園・森林講座 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html 

森林総合研究所の研究成果を研究者が分かりやすく解

説。森林･林業や木材への興味をさらに深めていただく｡

皆様のご参加をお待ちしております｡ 

左記 URLに同じ 多摩森林科学園 

東京都八王子市廿里町 1833-81 

TEL:042-661-1121 

年間 小水力発電に関わるニュース集 
http://j-water.org 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰの取り組みとして､小水力発電に関する

専門情報をお届けするｻｲﾄ 

左記 URLに同じ 全国小水力利用推進協議会 

TEL:03-5980-7880 

年間 

 

ちば環境情報センター イ ント情報 

〜ちば環境情報ｾﾝﾀｰと､ちば･谷津田＊ 
http://www.ceic.info 

＊ﾌｫｰﾗﾑのｲﾍﾞﾝﾄに加え､ｾﾝﾀｰにお寄せいただいたｲﾍﾞ

ﾝﾄ情報を紹介｡ なお､参加人数など制限や変更ある

場合もあり､事前に必ずご確認を｡ 

http://www.ceic.info/event/ ちば環境情報ｾﾝﾀｰ 
千葉市中央区中央 3-13-17 

TEL:043-223-7807 

年間 我孫子市 鳥の博物館 

てがたん(手賀沼周辺の自然観察会) 

〜 ｢てがたん｣は､博物館前に広がる＊ 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/ 

＊手賀沼の自然の中で､鳥とそれにかかわる生き物たち

を観察する散歩感覚自然観察会｡毎月ﾃｰﾏを決め自然の見

どころ紹介｡鳥のﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｶﾞｲﾄﾞも｡ﾌｨｰﾙﾄﾞ熟知ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯ

ﾌが観察ｻﾎﾟｰﾄし誰でも気軽に参加できる 

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mu

s/info2/tegatan/index.files/tegatan201

6.pdf 

左記同 

我孫子市高野山 234-3 

TEL:04-7185-2212 

容が変更に 

'18.2.28火まで 

受付中 

 

(船橋市) 1太陽光発電機器､2太陽熱利用機器､3

地中熱利用機器､4 ｴﾈﾌｧｰﾑ､5蓄電池等設置補助 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p029346.html 

目的：環境への負荷の低減や地球温暖化防止を推進 

補助額:(1)2万円/kW(10kW未満､上限 9万円)｡(2)一律 5

万円｡(3)一律 10万円｡(4)前同｡(5)前同｡ 

詳細は左記 URL参照 船橋市 環境政策課 

TEL:047-436-2465 

'18.3.09金まで
受付中 

(流山市)住宅用省エネルギー設備設置補助金 

☆燃料電池･ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電･太陽熱利用設備 

補助額上限：家庭用燃料電池 10万円｜定置用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄

電池 10万円｜太陽熱利用設備(強制循環型のみ)5万円 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10

838/10841/034234.html ←詳細参照 
流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

'18.3.30金まで

受付中 

(流山市)住宅用省エネルギー設備設置補助金 

★太陽光発電設備･電気自動車充給電設備 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/034234.html 

補助額上限:太陽光発電[既築]･2.5万円/kW､上限 10万

円｡(HEMS※付+2万円)|同新築･1.5万円/kW､(同+1万円)｡

電気自動車充給電設備 5万円。(※:ｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ) 

詳細は左記 URL参照 流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

'18.3.30金 

まで 

H29年度(流山市)集合住宅･事業所用 

★太陽光発電設備設置奨励金 

奨励金額：2.5万円/kW 上限 30万円 

対象集合住宅：流山市内の分譲&賃貸共同住宅 

詳細は以下 URL参照 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html 

流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

随時 太陽光発電施工は流山市内事業者で 

〜 実質負担額は 91万円(3kW)から 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ導入希望者の相談や施工を受付け｡

現地調査を行い最適な発電ｼｽﾃﾑを提案｡ 

詳細は下記 URLまたは問合せを 
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875 

流山太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ活用ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7158-6111商工会議所内 
貸 受付中 (放射線) 算線量計の貸 し 

〜 生活で受ける放射線量の目安に 
個人が携行する日常生活環境で､どの程度の 

放射線量を受けているか調べる測定器です 

流山市 環境政策･放射能対策課 
[電話で予約要] 

同課 

TEL:04-7168-1005 

通年 

予約制 

ｽﾄｯﾌﾟ温暖化!ながれやま 前講座 

 〜家庭で手軽にできる CO2削減〜 

地域団体(自治会､市民団体､学校等)に､地球規

模の話･節電･太陽光発電など旬の情報を 前 

各団体で指定した会場 
(会場費は申込者負担) 

流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

貸 受付中 ﾜｯﾄｱﾜｰﾒｰﾀｰ最長 10日間無料貸  

〜 ｺﾝｾﾝﾄ利用の小型消費電力計 

家電品の消費電力量や CO2排 量など数 で 

わかり節電が実感できる｡(流山市内対象) 

流山市環境政策･放射能対策課 同課 TEL:04-7150-6083 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html 

実施中 廃食油の回収・利用にご協力願います 

〜 石油由来の CO2削減、環境保全へ 
回収対象油種､回収団体･場所､他詳細 URL： 
http://www.ckz.jp/onndannka/consortium.html 

左記 URL参照 ちば廃食油燃料利用促進ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

TEL:043-246-2184(幹事団体) 

http://www.abiko-fureaikoubou.com/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html
http://j-water.org/
http://www.ceic.info/
http://www.ceic.info/event/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.files/tegatan2016.pdf
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.files/tegatan2016.pdf
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.files/tegatan2016.pdf
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p029346.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/034234.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/034234.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/034234.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html
http://www.ckz.jp/onndannka/consortium.html
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年間 市民のための環境公開講座 
http://www.sjnkef.org/kouza/index.html 

環境教育を総合的に推進する日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ､損保ｼﾞ

ｬﾊﾟﾝ日本興亜環境財団､損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)が

共同開催する環境問題について考える公開講座 

http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2017/ 左記各団体／事務局

TEL:03-3349-9598  

年間 県民 環境講座 
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouz

aikeika.html 

1.子ども向け・7/28〜10/9(4回) 

2.一般県民向け・7/9〜1/7(8回) 

3.リーダー養成講座・9/20〜11/12(3回) 

左記 URL参照 
 

※:http://kanpachiba.com 

県 環境研究ｾﾝﾀｰ 

TEL:0436-24-5309 

※申込みは左記 URL 

年間 国立歴史民俗博物館 

くらしの植物苑 観察会 
http://www.rekihaku.ac.jp/index.html 

毎月講師を交えて､｢観察会｣を実施｡申し込み不要. 

参加無料。時間:13:30～15:30(8月:10時～12時) 

集合:苑内の東屋前 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions

/schedule/index.html 
佐倉市城内町 117 

TEL：03-5777-8600 

年間 (認 NPO)宍塚(ししつか)の自然と歴史の会 
http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

〜 土浦市宍塚に､ため池を中心に雑木林＊ 

＊などが囲むように100 ﾍｸﾀｰﾙ､つくば市側の天王池を含

めると約 200 ﾍｸﾀｰﾙの里山がある｡東京から筑波山の麓ま

でで最も広い里山｡ ★2016年･宍塚米ｵｰﾅｰ募集中 

http://sisitsukakouhou.blogspot.jp 同会 

TEL/FAX：029-857-1555 
sisitsuka@muf.biglobe.ne.jp 

再生ｴﾈ･省ｴﾈ

関連支援 

県／窓口：千葉県内各市町村 

http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chi

kyuukankyou/ne/shien-ippan.html - ken 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ･省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備設置支援(住宅用) 

注：すでに公募の締切り､制度の廃止･新設や補助

率･補助額の変更等の可能性あり 

 県内の各市町村担当部署／県環

境生活部循環型社会推進課 

TEL：043-223-4139 

年間等 (松戸市) ２１世紀の森と広場 
〜 千駄堀の自然を守り育てる総合公園 
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-g

uide/kouen_ryokuka/top/index.html 

本広場は広さが東京ﾄﾞｰﾑ11個分(50.5ﾍｸﾀｰﾙ)もある大き

な公園｡緑豊かな園内は山､林､池､田園など様々な自然に

触れ合える環境｡★見どころ：千駄堀池･野 園･光と風の広

場･みどりの里･縄文の森･生命の森･親緑の丘・つどいの広場 

http://www.city.matsudo.chiba.jp/

shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/

yoteihyou/index.html 

松戸市街づくり部公園緑地課 

21世紀の森と広場管理事務所 

松戸市千駄堀 269 

TEL:047-345-8900 

年間 東京都立東京港野鳥公園 
http://www.wildbirdpark.jp/index.html 

〜 野鳥や水辺の生きもの､多くの動植物を

守り､生きものでにぎわう公園｡埋立地に＊ 

＊期せずして再生した東京湾岸の自然が多くの都民の希

望で保全｡毎年､ｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ類､ｶﾓ類・水鳥や小鳥類､ｵｵﾀｶな

どが訪れ､年間 120種類前後､開園以来 226種類(2015年

3月現在)の野鳥を観察 

http://www.wildbirdpark.jp/event_

info.html 
大田区東海 3-1 

同公園管理事務所 

TEL:03-3799-5031 

年間 (NPO)NPOさとやま観察会  
http://www.nposatoyama.com 

人と自然のふれあいをﾃｰﾏに､流山市｢市野谷の森｣中心に

活動｡毎月第 1日曜に野鳥･野 ･昆虫の自然観察会｡あな

たも私たちとさとやまの自然とふれあってみませんか 

http://www.nposatoyama.com/event.

html 
同会事務局 
jimukyoku@nposatoyama.com 

年間 東葛しぜん観察会 

http://blog.canpan.info/tok-sizen/ 

千葉県東葛飾地区で身近な自然の観察をしている自然観

察指導員の集まり｡自然に親しみ､自然の中での体験を通

じて自然から様々なことを学ぶ｡ 

左記 URLに同じ 同会事務局 

TEL/FAX：047-343-8041 
mishima-h@titan.ocn.ne.jp 

年間 千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

http://chibawildbird.web.fc2.com 

昭和 49年に自然保護運動を進めて来た人たちにより誕

生｡会員は 200人程で､鳥を見て楽しむこと､鳥や自然を

知ること､守ることの 3つが活動の柱｡ 

http://chibawildbird.web.fc2.com 左記 URL参照 
scene.sato@jcom.home.ne.jp 

年間 日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

http://www.chibawbsj.com/ 

探鳥会は初心者中心の野鳥観察会｡県内七ｶ所で定例探

鳥会､そのほか県内で四季折々に鳥や植物などの観察会

を行っている｡ 

http://www.chibawbsj.com 左記 URL参照 

TEL:047-431-3511(土･15〜18時) 

年間 千葉県いすみ環境と文化のさとセンター 
http://www.isumi-sato.com 

ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ(生態園･昆虫広場･ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場･湿性生態園)

中心に､小動物の広場(松丸)､ふるさとの森(松丸)､万木

の丘(万木)､ﾄﾝﾎﾞ沼(高谷)､ﾎﾀﾙの里(山田)､照葉樹の森

(鴨根)､昆虫広場(細尾) など 

 いすみ市万木 2050 

TEL:0470-86-5251 

年間 埼玉県立 川の博物館 

http://www.river-museum.jp/index.html 

体験教室やおまつり､親子で楽しめる工作､ｳｫｰｷﾝｸﾞ

など様々なｲﾍﾞﾝﾄ 

http://www.river-museum.jp/event/

calendar.html 
埼玉県大里郡寄居町小園 39 

TEL:048-581-7333（代表） 

http://www.sjnkef.org/kouza/index.html
http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2017/
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouzaikeika.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouzaikeika.html
http://kanpachiba.com/
http://www.rekihaku.ac.jp/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/schedule/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/schedule/index.html
http://www.kasumigaura.net/ooike/
http://sisitsukakouhou.blogspot.jp/
mailto:sisitsuka@muf.biglobe.ne.jp
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.html#ken
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.html#ken
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/index.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/index.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/yoteihyou/index.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/yoteihyou/index.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/yoteihyou/index.html
http://www.wildbirdpark.jp/index.html
http://www.wildbirdpark.jp/event_info.html
http://www.wildbirdpark.jp/event_info.html
http://www.nposatoyama.com/
http://www.nposatoyama.com/event.html
http://www.nposatoyama.com/event.html
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://blog.canpan.info/tok-sizen/
mailto:mishima-h@titan.ocn.ne.jp
http://chibawildbird.web.fc2.com/
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.chibawbsj.com/
http://www.chibawbsj.com/
http://www.isumi-sato.com/
http://www.river-museum.jp/index.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
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年間 国立科学博物館 筑波実験植物園 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php 

筑波山の南裾にひろがる緑ゆたかな自然あふれる

植物園。国立科学博物館が植物の研究を推進する

ために設置した機関 

左記 URL内からﾁｪｯｸ 茨城県つくば市天久保 4-1-1 

TEL:029-851-5159 

年間 

 

農水省 本省(霞ヶ関) 

「消費者の部屋」特別展示 
http://www.maff.go.jp/j/heya/ 

消費者の皆さまとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを深めるため､農水

省北別館 1階に設けられ､行政や食生活などの情報

提供を｡特別展示では延べ 200万人超える来場 

http://www.maff.go.jp/j/heya/tenz

i/index.html 
同省 

TEL:03-3591-6529（一般相談） 

TEL:03-5512-1115（子ども相談） 

年間 

 

流山おもちゃ病院〜 おもちゃの診察･治療 
http://nagareyamaomocha2.blogspot.jp 

皆さんの家に れたおもちゃはありませんか?  

子どもたちの物を大切にする心を育てる 

http://schedule49.blog.fc2.com 同病院 

TEL:04-7158-4407 

毎月 
いろいろ開催 

流山市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館 

リサイクル講座等 

 同館 
(同市下花輪 191) 

同市環境部 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

毎月 
いろいろ開催 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 

リサイクル教室等 

同市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p007555.html 

同館  
(柏市十余二 348-202) 

同館  

TEL:04-7199-5082 

お願い:｢環境｣｢農｣｢食｣｢省ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢自然ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢科学｣｢防災･減災｣などの活動やｲﾍﾞﾝﾄ､それらを支える情報をお寄せください｡また､本情報の転送は自由です｡  

注1:参加対象が市内在住など限定されるものも含まれます｡ｲﾍﾞﾝﾄ例としてご覧ください｡ 注2:詳しくは検索をおすすめします｡   注3:応募など準備に時間のかかるものは早め､通常

ｲﾍﾞﾝﾄは概ね 1ヶ月先まで掲載します｡ 注 4:日程･内容が変更される場合があり､ご確認ください｡   注 5:できるだけ多種多様情報を掲載したく､同一団体さんの掲載数を限らせてい

ただく場合あります｡ 注6:主催者と問合せ･申込み先が異なる場合があります｡ 注7:参加費1,000 円程度まで｢有料｣記載しませんが､それ以上は極力記載するようにします｡参加の

場合ご確認ください｡ 注 8:締切日が過ぎても参加可能な場合あります｡ 注 9:注目情報は受付期限を過ぎても掲載する場合あります｡ 

 

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境とエネルギー保全・食農安全 〜★〜☆〜 
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