
 1 

☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

気候変動はますます多く災害が多発しています。 

夜明けが遅くなり日の入りは早くなり季節の移ろいです。 

 

野田市から放鳥されたコウノトリが秋田県仙北市で発見され、 

これでコウノトリが全国で確認されたそうです。朗報です。 

もう一つの朗報は、地元選出議員さんが農水大臣に就任。 

エネルギー含め細かい所を担う市民参加による農林水産業でさらなる発展を。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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、なんでもお寄せください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと 【 ★住まいの省エネは宝の山★ 】 

効果実感の住まいの省エネを皆様におすすめしながら、 

その「なぜ？」に応える言葉が見つからず悩んでいました。 

 

その有力候補がありました。YKKap社パンフレットです。 

～なぜか～ 日本にはなんと 1999年（平成 12年）まで 

「住まいの断熱基準（建築基準法）」が無かったからです。 

 

我が家は中堅住宅メーカー製で平成元年築。 

地震保険での耐震補強リフォーム時に壁を剥がしたら 

上部の薄い断熱材が垂れ下がり無断熱状態でした。トホホ。 

もちろん断熱材を入れ換え、内窓も付けました。 

 

「暑い・寒い」部屋や冬「結露する窓」などありましたら、 

部屋全体が暖かくなる省エネリフォームをお奨めします。 

住まいの省エネは「暮らしを質を向上」させる基礎的実践です。 

年金が次第に少なくなる時代、余裕あるうちがチャンスです。 

＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝ 

★ 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＞ 

＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝ 
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★☆          案内 ☆★ 2017.8.14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?'17 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 

8.17木 

9:30~11:40 

災害時のトイレをどうしよう in流山 

〜講演会・意見交換会・各種トイレ展示会 

★自治会、防災担当者必見!! 

岡山朋子(大正大)〜災害時のﾄｲﾚ問題から被災者と支援者

に必要な情報を考える|[意見交換]どうやって伝える?災

害時のﾄｲﾚ情報｡市民と議員と地域で考える災害時のﾄｲﾚ 

流山市 森の図書館 大会議室 

(同市 東深井 991) 

流山市市議会 市民ｸﾗﾌﾞ 

TEL:04-7150-6099 市議会事務局 

8.17木 

10~、13:30~ 

伝統漁法体験 
 

http://www.river-museum.jp/event/cat88/post-359.html 

ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄを着用し川に入って釣りをする｢立ちこみ釣り｣

体験｡投網を投げてみる体験､熟練講師の実演｡荒川の魚

などを紹介する特設ﾐﾆ水族館を設置する予定｡ 

荒川かわせみ河原 

(埼玉県寄居町小園:特設ﾃﾝﾄが目印) 

埼玉県立 川の博物館 

TEL:048-581-7333 要申込 

8.18金まで 

9~17 

船橋市下水道展 

下水道をもっと知ろう！ 

http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/gesui/003/p053579.html 

下水道のしくみや役割､現在の普及状況や今後の整備計

画などを写真やﾊﾟﾈﾙ､および実演にて紹介｡｢下水道なん

でも相談室｣や､｢下水道ｸｲｽﾞ｣も 

船橋市役所本庁舎 1F美術ｺｰﾅｰ 

(同市 湊町 2-10-25) 

同市役所 下水道総務課 

TEL:047-436-2648 

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出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 

13:30~16:30 

勉強会＆ワークショップ 

「市民主体で自然エネルギーを創る」 
http://yachiyorecc.net/archives/133 

山川陽一(たまｴﾝﾊﾟﾜｰ(株)〜多摩地域での市民主体の自然ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ事業への取組み｜ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ:八千代市での市民主体の

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ事業化ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｜同協議会定例準備会 

八千代市総合生涯学習ﾌﾟﾗｻﾞ 

(同市 ゆりのき台 3-7-3 東葉高速線

｢八千代中央駅｣徒歩 5分) 

やちよ自然ｴﾈﾙｷﾞｰ市民協議会(準備会) 

TEL:090-2408-9049 要申込 
または、左記 URL内から申込 

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 

9~15 
再会「SHIRASE」×「しらせ」 

新旧"しらせ"がそろって一般公開 
http://www.city.funabashi.lg.jp/event/festival/p054371.html 

南極観測の現役砕氷艦｢しらせ｣が 6年ぶりに船橋港へ!

常時同港係留中の先代｢SHIRASE5002｣と新旧砕氷艦揃い

踏み｡他｢ﾁｬﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ SHIRASE2017｣では環境ﾃｰﾏ体験行事 

京葉食品ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ南岸壁 

(船橋市高瀬町 2 ※JR南船橋駅･新習
志野駅から無料ﾊﾞｽ運行) 

自衛隊千葉地方協力本部 

TEL:04-436-2472 ※ 

※ 船橋市 商工振興課 

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 

10~12 

親と子の夏休み！虫と遊ぼう 

参加費 200円、雨天中止 

虫を追いかけ捕まえて観察｡ﾊﾁ対策のため､なるべ

く白い服装で｡長袖長ｽﾞﾎﾞﾝ､ｽﾆｰｶ､帽子､飲物など 

集：9:30北総線大町駅改札口 大町教育の森の会 

TEL:047-333-8199 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 

8.20日 

13:30~14:30 

夏の特別展｢昆虫展 2017｣(9/3迄)関連講演会 

「昆虫食が拓く日本の未来」 
http://www.kagakukanq.com/sp_event/detail.php?time_table_parent_id=308744 

水野壮(食用昆虫科学研究会)〜昆虫を食べたことあります? 栄

養価高く食糧問題を解決する切り札にと注目される｡昆

虫が与えてくれる未来の可能性のお話｡ 受講料 700円 

千葉市科学館 10F 探究実験室 

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

同館 

TEL:043-308-0511 

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 

http://www.river-museum.jp/event/cat88/post-359.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/gesui/003/p053579.html
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://inzai-cac.org/?p=3491
http://yachiyorecc.net/archives/133
http://www.taibusa.jp/eventinfo/event.cgi?id=821015
http://www.city.funabashi.lg.jp/event/festival/p054371.html
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/
http://www.kagakukanq.com/sp_event/detail.php?time_table_parent_id=308744
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/002/p003401.html
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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 

9~17:30 

 

積水ハウス エコ・ファースト パーク満喫！ 

リサイクラー長官の宝探しと里山の秘密を探れ！ 

https://www.ibaraki-energypark.jp/new/2017/07/-o.html 

･積水ﾊｳｽ ｴｺ･ﾌｧｰｽﾄ ﾊﾟｰｸ※を 1日見学〜帰路道の駅「ま

くらがの里こが」に立ち寄ります｡対象：小学 3～6年生

とその保護者。参加費無料(お弁当付) 

集：新宿駅西口 8:50 

解：同上 17:30 
※古河市北利根 8 

茨城県次世代ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｰｸ推進協議会 

TEL:029-863-6868 

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 

8.25金 

14~16 

バイオテクノロジー教室 講演会 〜 マイクロファク

トリー  微生物によるものづくり、酒から薬まで 

 http://www.nisr.or.jp/biokyoushitsu/biotech2017.html 

尾仲宏康(東大)〜自ら発見した珍しい｢とやま産まれの酵

母｣を使用した日本酒作りや医薬品として有用なﾁｵﾍﾟﾌﾟﾁ

ﾄﾞの発見など､ 微生物を用いたものづくり紹介 

柏の葉ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
(柏市若柴 178-4 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ 148街

区 2三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ柏の葉 2F) 

(公財)野田産業科学研究所 

TEL:04-7123-5975 8/18迄 

8.26土 

9~17:30 

パレット柏 環境フォーラム 

★私たちの環境･〜学ぼう･体験しよう･考えよう 
https://www.palettekashiwa.jp/event/1122/ 

[内容抜粋]柏市近郊の里山紹介と関連市民団体の保全活

動･顕微鏡で生き物観察とﾐﾆｿｰﾗｰｶｰ走行実験などのいろ

いろ科学実験･親子で根戸森の動植物の暮らしを探る･他 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 
(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

左同 

TEL:04-7157-0280 

8.26土 

10:30~16 

ふなば SEA(シー)フェスタ 
〜3Rで海を思いやる！〜 

https://xxxlaputaxxx.wixsite.com/seafes 

[楽しむ]ﾏﾛﾝ(ﾌｰﾄﾞｽﾀｲﾘｽﾄ)〜食のﾄｰｸｼｮｰ･ｴｺﾚｼﾋﾟ紹介｡[食べ

る]ﾎﾝﾋﾞﾉｽ貝酒蒸し､ｽｽﾞｷ料理､からあげ､焼きそば､他｡

[参加する]ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘ､ｷｬﾗｸﾀﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾃｽﾄ､うちわ抽選会 

船橋ﾎﾞｰﾄﾊﾟｰｸ 

(船橋市日の出 1-22先 ららぽｰと近く) 

船橋青年会議所 

TEL:047-494-6422 

8.26土 

13:20~15:30 

第 3回 市民環境講座(受付終了) 

〜 水陸両用プロペラ船を作ろう！ 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/277/009552.html 

牛乳ﾊﾟｯｸを使って太陽光で動く水陸両用ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ船を作り

ます｡自分でﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝしたﾌﾟﾛﾍﾟﾗ船を動かしてみましょ

う｡船体に使う牛乳ﾊﾟｯｸは口を全て開かずにお持ちを 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 4F大会議室 

(同市 中 110) 

流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

8.26土 

13:30~15:30 

自然エネルギー講演会 山崎求博(足元から地球温暖化を考える市民ﾈｯﾄえどがわ)〜市民発電所

を立ち上げて 18年~市民･地域電力の現在･過去･未来~ 

あびこ市民ﾌﾟﾗｻﾞ 第 1会議室 

(我孫子市 我孫子 4-11-1) 
自然ｴﾈﾙｷﾞｰをすすめる我孫子の会 

TEL:04-7185-1853 事務局 

8.26土 

13:30~16:30 

第 36回 運河塾 

〜 海と運河を行き来する生きもの 
http://ungatone.blogspot.jp 

[野田市編]新保國弘(東葛自然と文化研)〜幕府治水家･井沢

弥惣兵衛が関宿を渡った道｜渡邊清美(野田市)〜ｺｳﾉﾄﾘ

放鳥及び街路樹管理ﾏﾆｭｱﾙ｜[利根運河編]2件(省略) 

野田市 南部梅郷公民館･講堂 

(同市 山崎 1154-1) 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:080-6615-0612 申込不要 

8.26土 

14~17 

夏休み特別企画 ｢日本と再生｣試写会と上映

会実行委員会へ参加者大募集 

高校生、大学生無料／一般 1,000円 

14時～主催者あいさつ､福島からのｹﾞｽﾄあいさつ 

14時 20分～16時 上映会 

16時 10分～17時 福島からのｹﾞｽﾄを囲んでの交流会 

鎌ｹ谷市 中央公民館集会室 

(新京成初富駅すぐ､ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ3F) 
(NPO)とんぼｴｺｵﾌｨｽ 

TEL:080-3618-0404 
npotonbo@aqua-k.net 

8.26土 

16:30~19:30 

第 139回 東葛しぜん観察会〜 江戸川土手

で虫とコウモリ、望遠鏡で土星も見よう！ 
http://blog.canpan.info/tok-sizen/ 

夏休みの夕方､昼から夜への自然の変化を感じながらﾊﾞｯ

ﾀやｺｵﾛｷﾞ､ｺｳﾓﾘを観察｡今年は望遠鏡で土星や月も見る｡ 

持ち物：帽子 飲み物 軽食(おやつ) 敷物 ﾗｲﾄ 虫よけ 

集：JR松戸駅西口ﾃﾞｯｷ 
現地:松戸市江戸川土手(松戸駅西口) 

東葛しぜん観察会 

TEL:047-344-8148 要申込 

8.26土〜 

27日 9~17 

水辺フェスタ 赤羽 岩淵 2017 
〜〜 荒川の水辺にぎわう２日間 〜〜 

http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00701.html 

水辺で食べる!水辺で体験!水辺で学ぶ!水辺でくつろぐ｡ 

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅｰ飲食販売､ｱｸｾｽﾃﾞｨﾝｷﾞｰ体験､荒川ﾐﾆｸﾙｰｽﾞ､

吾妻橋～会場ｸﾙｰｽﾞ､防災体験会～岩淵水門と洪水 

北区 岩淵ﾘﾊﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ 

(北区 志茂 5−41先 S南北線 赤羽岩

淵駅徒歩 15分) 

ﾐｽﾞﾍﾞﾘﾝｸﾞ荒川下流会議・荒川下流河

川事務所 

TEL:03-3902-8745 

8.26土 

他 3日※ 

セグウェイ キャンパスツアーin柏の葉(有料) 
※:9/02(土)､16(土)､30(土) 各 10:00〜､13:30〜 

http://kashi-robo.jp/ - tour 

最先端のｽﾏｰﾄｼﾃｨ､東京大学と千葉大学の 2つのｷｬﾝﾊﾟｽ､

緑溢れる県立柏の葉公園を結ぶ約 5 ｷﾛの道のり(公道)を

巡るｾｸﾞｳｪｲﾂｱｰ｡ 資格:普通自動車免許｡18歳〜約 70歳 

集:柏の葉ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ(UDCK) 
(柏市若柴 178-4柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ 148-4) 

かしわ移動支援ﾛﾎﾞｯﾄ実証実験推進会議 

info@udck.jp 

8.29火 

9~ 

自然観察会 

〜 東京港野鳥公園探鳥会 (雨天中止) 
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 

     

http://kanpachiba.com/archives/2250
https://www.ibaraki-energypark.jp/new/2017/07/-o.html
http://www.diy.or.jp/
http://www.nisr.or.jp/biokyoushitsu/biotech2017.html
https://www.palettekashiwa.jp/event/1122/
https://xxxlaputaxxx.wixsite.com/seafes
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/277/009552.html
http://ungatone.blogspot.jp/
mailto:npotonbo@aqua-k.net
http://blog.canpan.info/tok-sizen/
http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00701.html
http://kashi-robo.jp/#tour
mailto:info@udck.jp
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8.31木 

10:30~11:30 

JST(科学技術振興機構)フェア 2017内セミナーから 

低炭素社会実現に向けた ALCA技術開発紹介 
http://www.jst.go.jp/tt/jstfair2017/presentation/index.html 

[内容抜粋]相分離利用の二酸化炭素の省ｴﾈ分離技術･革

新的蓄電ﾃﾞﾊﾞｲｽ｢水素/空気二次電池･液体燃料を蓄電媒

体とする白金ﾌﾘｰ燃料電池自動車･省ｴﾈﾃﾞﾊﾞｲｽを実現する 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 4 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

国立研究開発法人 科学技術振興機構 

TEL:03-6206-2556 
左記 URL内から要申込 

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) 

国立研究開発法人 科学技術振興機構 

TEL:03-6206-2556 

8.31木 

10~14 

ゴーヤ料理教室 ／ 参加費 700円 

http://ngrym58.official.jp 

高野翠(管理栄養士)〜ﾒﾆｭｰ:ﾀｲｽｰﾌﾟのﾌｫｰ､ｺﾞｰﾔとﾂﾅのｶﾘ

ｶﾘ包み焼｡ ｴﾌﾟﾛﾝ､三角巾､布巾 2枚､筆記用具持参 

京和ｶﾞｽ(株)おおたかの森ｼｮｰﾙｰﾑ 
(流山市東初石 6-186-150) 

流山ｺﾞｰﾔｸﾗﾌﾞ･他 

TEL:04-7154-2327 要申込 

9.01金 

13:30~15:30 

第 122回 省エネルギー学習会 

〜貴方は､脱自家用車生活に踏込めますか? 
新田修(県温暖化防止推進員)～あなたの車の年間経費

はどれくらい？･･20年､50年間では?。他 

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 

9.02土 

13~17 

 

環境市民活動.助成金セミナー 
〜市民団体と助成団体のベストマッチング探る 

http://www.7midori.org/event/seminar/jyosei/2017/tokyo170902.pdf 

助成金 6団体担当者から制度解説と申請方法ﾎﾟｲﾝﾄ説明

があり､質問にも答えてもらえるｾﾐﾅｰ｡日本環境 NPO ﾈｯﾄﾜ

ｰｸ今永氏講演｢事例から学ぶ助成金のﾏｯﾁﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ｣も 

TKP市ヶ谷ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 9F ﾊ ﾝｹｯﾄﾎｰ
ﾙ 9A  (新宿区市ヶ谷八幡町 8番地 TKP

市ヶ谷ﾋﾞﾙ) 

(一社)ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ記念財団 

TEL:03-6238-3872 
seminar17@7midori.org 

9.09土 

9~13 

第 135回 自然観察会      雨天中止 

運河土手･理窓公園に秋の野草を訪ねて 
ﾜﾚﾓｺｳ､ﾂﾘｶﾞﾈﾆﾝｼﾞﾝ､ﾉﾊﾗｱｻﾞﾐ､ﾔﾏﾊｯｶ等の秋の花､ﾊ

ｷﾞ､ｽｽｷ､ｸｽﾞ等秋の七草との出会いを楽しみに 

集：9時 東武野田線運河駅改札口 

解：13時ごろ ふれあい端 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:080-6615-0612 

9.09土 

13~16 

マイホームを買う前に聞いて安心講習会 

〜「安心」を自分で選べるように 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/event/annsinkousyu201709.html 

1)周藤利一(明海大)〜戸建て住宅の賢い建て方･買い方 

2)西邨昭一(県宅建業協)〜ﾁｮｯﾄ待った!!その契約・業者選び

から入居までのﾎﾟｲﾝﾄ 

船橋市中央公民館 

(同市 本町 2-2-5) 

千葉県不動産取引研究会 

TEL:043-223-3238 申込不要 

県土整備部建設･不動産業課 

9.09土 19~ 

10.07土 18:30~ 

ムーンライト ナイトウォーク＆夜の海の生き

物観察    主催者 HP:http://taibusa.jp 

月明かりに照らされながら海辺を歩きます♪ 
また､夜の海の生き物を観察します｡ 参加費 2,500円 

南房総地域の海辺 南房総市 大房岬自然の家 

TEL:0470-33-4561 

9.10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/ 

久松正樹(茨城県自然博物館)〜里山には多くの蜂が｡大

きさ･食べ物･暮らし･子どもの育て方もいろいろ 

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 

9.10日 

13~17:30 

日本植物学会 公開講演会 

〜 植物の生き方・人との共生 〜 
主催者 HP：http://bsj.or.jp 

高校生研究発表･表彰式|[講演ﾃｰﾏ抜粋]秘められた花の力

を映像で解き明かす/鳥､哺乳類､昆虫を利用した種子散

布･･/人と植物の新しい共存･･/野田市の生物多様性･･ 

東京理科大 野田ｷｬﾝﾊﾟｽ講義棟 1F 

K103教室 
(野田市山崎 2641) 

(公社)日本植物学会 

TEL:03-3814-5675 

9.11月 

13:30~15:30 

流山市ゆうゆう大学 H29年度第 2回公開講演会 

〜自助･近助･共助で作る､災害に強い街づくり 

山村武彦(防災ｼｽﾃﾑ研)〜災害被害を最小限にくい止

めるための互近助の力とは!命を守る準備と行動他 

流山市文化会館 ﾎｰﾙ 

(同市 加 1-16-2) 

同館 

TEL:04-7158-3462 申込不要 

9.11月 10:20

〜12火 15:55 

第 6回 地中熱設計講座(有料) 
 

http://www.geohpaj.org/archives/6720 

性能予測ﾂｰﾙ｢Ground Club｣を使った設計演習を中心に､

従来は 1日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでしたが､第 4回より設計の考え方

等の講義を充実させ､2日間のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで開催 

日大･文理学部 図書館 3Fｵｰﾊﾞﾙ･ﾎｰﾙ 

(世田谷区桜上水 3-25-40) 

(NPO)地中熱利用促進協会 

TEL:03-3391-7836要申込 

9.12火 

12~17:30 

県 環境講座 施設見学会 

〜南極体験の経験を活かした住まいづくり 
http://kanpachiba.com/archives/2279 

南極地域観測隊住居棟技術を活かした環境にやさしい住

まいづくりを学びます｡ 

講師：(株)ﾐｻﾜﾎｰﾑ総合研究所所員 

集・解：JR津田沼駅前 県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 8/29迄 
要申込：左記 URL参照 

9.13水〜15金

10~17 

EVEX(EV･PHV普及活用技術展)2017 
http://www.evex.jp 

EV･PHVの｢普及｣｢活用｣｢技術｣に特化した専門展示

会。｢自動運転技術･ｺﾈｸﾃｯﾄﾞｶｰ｣特設ｿﾞｰﾝも 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1-3 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

同展実行委員会 

TEL:03-3503-7660 

9.15金 

18:30~ 

市民電力連続講座(有料) 

〜 新時代を拓く"宝塚すみれ発電" 
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

井上保子(宝塚すみれ発電)〜地域の乳業事業者と連携し､FIT 

から自家消費型発電事業への展開｡豪快に､かつ繊細に､

地域との連携を図ってきた経験を共有させていただく｡ 

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 

9.20水 

9~17 

リーダー養成講座 

～ はじめの一歩 この指とまれ (初心者向け) 

https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2017/kenkouza29-00-1.html 

八木雄二(東京港ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)〜現場体験から団体運営のﾉｳﾊ

ｳ､現場活動の手法を学ぶ｡対象:県在住のﾘｰﾀﾞｰとして活

動している､これからﾘｰﾀﾞｰになる人。昼食各自持参 

集：JR津田沼駅南口 千葉工大前 

現地：都立東京港野鳥公園 

(大田区東海 3-1) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL：090-8116-4633 9/6迄 

http://www.jst.go.jp/tt/jstfair2017/presentation/index.html
http://www.jst.go.jp/tt/jstfair2017/index.html
http://ngrym58.official.jp/
http://www.7midori.org/event/seminar/jyosei/2017/tokyo170902.pdf
mailto:seminar17@7midori.org
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/event/annsinkousyu201709.html
http://taibusa.jp/
http://www.kasumigaura.net/ooike/
http://bsj.or.jp/
http://www.geohpaj.org/archives/6720
http://kanpachiba.com/archives/2279
http://www.evex.jp/
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
mailto:ppn2014info@gmail.com
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2017/kenkouza29-00-1.html
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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'17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 

8.07月(他薦)・ 

21月(自薦)まで 

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 

8.16水 
10~12  

NEW 

柏のやさいが主役だよ！ 

〜 こどもクッキング 〜 
https://www.palettekashiwa.jp/event/1234/ 

柏産の野菜をつかってお料理にﾁｬﾚﾝｼﾞ! 千産千消を体験

しましょう。ﾒﾆｭｰ：くまさんの夏野菜ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ｜黄色の

ｺｰﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭ｜ｽｲｶｾﾞﾘｰ。参加費：2,000円 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 多目的ｽﾍﾟｰｽ A 

(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 

TEL:04-7157-0280 

8.24木 
15~17 

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 ※ 

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 

8.25金まで 

NEW 

H29年度 地産地消等優良活動表彰 募集 

地産地消･国産農林水産物･食品の消費拡大 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/170714_16.html 

部門:地域振興､交流促進､消費拡大｡ 
対象:団体(企業､法人､任意団体､NPO､協議会等)又は個人 

応募先:北海道から沖縄までの全国 9 ﾌﾞﾛｯｸ宛 

募集の詳細は左記 URL参照 

 

農水省／(一社)JC総研基礎研究部食

農ﾁｰﾑ 

TEL:03-6304-1229 

8.25金まで 

NEW 

第 10回 地産地消給食等メニューコンテスト 
・学校給食､社員食堂､外食･弁当等に地場産食材活用 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/170714_15.html 

部門:左記 3部門 
対象:学校給食ｾﾝﾀｰ､各給食提供事業者 

応募先:北海道から沖縄までの全国 9 ﾌﾞﾛｯｸ宛 

募集の詳細は左記 URL参照 

 

農水省／(一社)JC総研基礎研究部食

農ﾁｰﾑ 

TEL:03-6304-1229 
     

9.23土 

13:30~15 

九都県市主催 

｢らんま先生のeco実験パフォーマンスショー｣ 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p054885.html 

講師:らんま先生(eco実験ﾊﾟﾌｫｰﾏｰ)〜実験を交えた再生可能ｴﾈ

ﾙｷﾞｰの講話。対象：埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県在

住･在勤･在学で小学生以上の方(小学生は保護者同伴必須) 

日本科学未来館 未来館ﾎｰﾙ 

(江東区青海 2-3-6) 

 

九都県市／(株)JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ法

人営業相模原支店 

TEL:042-701-2161 要申込 

9.23土 

19~21:15 

夜の自然を満喫♪〜 ウミホタル観察ツアー 
http://taibusa.jp/eventinfo/event.cgi?id=813223 

神秘の光♪ｳﾐﾎﾀﾙ｡採取して､観察して､ｳﾐﾎﾀﾙの生態に
迫ります｡ 参加費:2,000円/名 

南房総地域の海辺 南房総市 大房岬自然の家 

TEL:0470-33-4561 

9.26火 

9~ 

自然観察会 

〜 葛西臨海公園探鳥会 (雨天中止) 
ｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘなど期待。 
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 

10.01日 

10~13 

ガレージセール 
〜 掘り出し物がいっぱい 

衣類、食器、おもちゃ、書籍などの日用品が 33店 
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/025078.html 

流山市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗ

ｻﾞ館 (流山市下花輪 191) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

10.07土〜 

09月祝 2泊 3日 

野外教育指導者／指導者を目指す方のための 

アウトドアゲーム指導法講習会 
http://www.zaidan-kyoiku.or.jp/education/outdoor_game/ 

五感を働かせ想像力を高める活動で､子どもたちに､自然

の美しさ不思議さを感じとらせ､知的好奇心や探求心を

芽生えさせ､ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝし協調して課題解決力をつける 

国立乗鞍青少年交流の家 

(岐阜県高山市岩井町 913-1) 

(公財)日本教育科学研究所 

TEL:03-3273-6552 

10.09月祝 

10~16 

エコメッセ 2017inちば 
つながれ ひろがれ 千葉最大の環境活動見本市 

http://www.ecomesse.com 

進め!COOL CHOICE 持続可能な社会の実現を目指して交

流を深め､情報を共有し普及･啓発･交流活動として子ど

もから大人まで楽しみながら参加できる 

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 他 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会 

TEL:080-5374-0019 

10.09月祝 
6:50~, 9~, 

12:30~(3部制) 

エコメッセ 2017inちば 

〜 当日ボランティア約 70名を大募集！ 
http://www.ecomesse.com 

早朝搬入手伝い|屋内作業|屋外作業|着ぐるみ|半日でも

1日でも可｡＊開催日以外､実行委員として参加されたい

方もご連絡を｡対象は高校生以上｡交通費 1,000円支給 

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 他 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会 

TEL:080-5374-0019 

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/170615.html
https://www.palettekashiwa.jp/event/1234/
http://www.npobin.net/apply/
mailto:mail@npobinn.net
https://organic-expo.jp/index.php
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/170714_16.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/170714_15.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p054885.html
http://taibusa.jp/eventinfo/event.cgi?id=813223
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/025078.html
http://www.zaidan-kyoiku.or.jp/education/outdoor_game/
http://www.ecomesse.com/
http://www.ecomesse.com/
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8.26土 
10:30~16 

NEW 

ふなば SEA(シー)フェスタ 
〜3Rで海を思いやる！〜 

https://xxxlaputaxxx.wixsite.com/seafes 

[楽しむ]ﾏﾛﾝ(ﾌｰﾄﾞｽﾀｲﾘｽﾄ)〜食のﾄｰｸｼｮｰ･ｴｺﾚｼﾋﾟ紹介｡[食べ

る]ﾎﾝﾋﾞﾉｽ貝酒蒸し､ｽｽﾞｷ料理､からあげ､焼きそば､他｡

[参加する]ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘ､ｷｬﾗｸﾀﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾃｽﾄ､うちわ抽選会 

船橋ﾎﾞｰﾄﾊﾟｰｸ 

(船橋市日の出1-22先 ららぽｰと近く) 

船橋青年会議所 

TEL:047-494-6422 

8.27日 

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 

8.31木まで 
9~17 
(31日は 13時迄) 

NEW 

関東農政局｢消費者の部屋｣特別展示 
〜農業･農村の持つ多面的機能 ～農業･農

村のいろいろな働きと農業用水の大切さ〜 

http://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/seikatsu/170725.html 

(1)農業･農村の多面的機能･洪水を防ぐ･土砂崩れや土の

流出を防ぐ･河川の流れを安定させ地下水を涵養･生物の

すみか･農村の景観保全､文化伝承(2)多面的機能を支え

る取組事例と地域の共同活動支援(3)農業用水の大切さ 

さいたま新都心合同庁舎 2号館 1F ｴ

ﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

(さいたま市 中央区新都心 2-1) 

同局 農村振興部農村環境課 

TEL:048-740-0514 

同 消費・安全部 消費生活課 

TEL:048-600-0362 

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､近郊の自然･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 

9.13水〜15金
10~17 

NEW 

アグリ･ビジネス･ジャパン 2017 
『農×食』ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ展〜新たな価値の創造 

http://www.agri-business.jp/index.html 

2020年・東京五輪の食材調達基準や農業就業人口の著し

い減少は､その後の日本農業の大きな転換点を示唆｡生産

から実需までをつなぐﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝが今､求められている 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 2 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

ｱｸﾞﾘ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ実行委員会 

TEL:03-3503-7611 

9.13水〜15金

10~17 NEW 
フードセーフティジャパン(FSJ)2017 

http://www.f-sys.info/fsj/ 

食の安全･安心の製品･ｻｰﾋﾞｽ専門展｡異物混入､ﾌｰ

ﾄﾞﾃﾞｨﾌｪﾝｽ､食中毒､食品表示への対策･対応等・・ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1-3 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一財)食品産業ｾﾝﾀｰ・他 1 

TEL:03-3503-7827 同展事務局 

9.14木 

15~17 NEW 

バイオマス産業社会ネットワーク第 169回 研

究会(有料) http://www.npobin.net/apply/ 

三柴 淳一(FoE Japan)〜 ﾍﾞﾄﾅﾑ産ﾊﾞｲｵﾏｽのﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

の現状と日本への輸入(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 

9.15金 
13:15~15 
NEW 

森林講座 

〜面白い！森を育てる微生物ワールド 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html 

森には多種多様な微生物が棲み､樹木をはじめとする様々

な生き物と関わりあい､森を育てています｡そのような小

さな生き物たちの姿を紹介していきます｡ 

多摩森林科学園 森の科学館 

(八王子市廿里町 1833-81) 

同館 

TEL:042-661-1121 要申込 
shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp 

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

環境を守ろうと始め､谷津田 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 

10.04水〜06

金 10~17 

NEW 

セーフティ＆テクノロジー ジャパン(食品開発

展 2017) 
http://www.hijapan.info/index.php 

食の安全､品質向上を目指す分析･計測･衛生管理､環境､

包装･物流､製造技術紹介。分析計測､安全衛生､粉体液体

食品製造技術､環境技術､包装技術など 5大技術｜他 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 1･3･4 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

UBM ﾒﾃﾞｨｱ(株) 

TEL:03-5296-1017 

10.04水〜06

金 10~17 

NEW 

アグロ・イノベーション 2017 
・農産物の生産､加工､流通､販売の､技術･＊ 
http://www.jma.or.jp/ai/ja/visitor/index.html 

＊ｻｰﾋﾞｽを広く訴求､｢安全､安心､高品質な農作物の安定

的な供給｣｢消費者の趣向･生活様式に合わせた販売手法

実現｣｢日本産農産物の新たな販路の開拓｣の実現を支援 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 7 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 

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 

開設 

(6.16金から) 

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 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 

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 

https://xxxlaputaxxx.wixsite.com/seafes
http://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/seikatsu/170725.html
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.agri-business.jp/index.html
http://www.f-sys.info/fsj/
http://www.npobin.net/apply/
mailto:mail@npobinn.net
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html
mailto:shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp
http://www.kasumigaura.net/ooike/
mailto:s-tetsumix@jcom.home.ne.jp
http://www.hijapan.info/index.php
http://www.jma.or.jp/ai/ja/visitor/index.html
http://saitama-midorinomori.jp/?p=13556
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://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
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随時受付中 

NEW 

つくば市農業サポーター 
 

http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14272/14344/008657.html 

農家が農作業時の人手不足でお困りの際に,農業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

(“農業ｻﾎﾟｰﾀｰ”)として農作業のお手伝いをしていただ

く｢農業ｻﾎﾟｰﾄ事業｣を実施 

内容の詳細は左記 URL参照 
 

つくば市経済部農業政策課農業政策係 

TEL:029-883-1111(代表) 

 

 

【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。 

8月は休み 

NEW 

船橋漁港の朝市 

〜船橋の人と､船橋のものを､船橋で 
http://gyoko-asaichi.com/index.html 

魚貝類だけではなく､船橋産農作物･加工物販売や､地元

船橋のお店もたくさん｡出店者は皆､農業も漁業も盛んな､

地元船橋を愛する人々､近隣地域の方も是非足をお運び 

船橋漁港 

(船橋市湊町 3-16-1近辺) 

同朝市事務局 

TEL:047-433-1125 

8月は休み 

NEW 

船橋漁港の朝市内 

〜 お魚さばき方教室(有料) 

http://gyoko-asaichi.com/index.html 

船橋漁港で揚がった鮮魚をさばいてみませんか? 

ﾌﾟﾛの料理人､船橋漁港の漁師が先生になり､お魚のさば

き方を 1からお教えします｡ 

船橋漁港 

(船橋市湊町 3-16-1近辺) 

同朝市事務局 

TEL:047-433-1125 

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､草花の ､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 

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 

http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14272/14344/008657.html
http://gyoko-asaichi.com/index.html
http://gyoko-asaichi.com/index.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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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。

出店者も随時募集。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 

毎週日曜日

8~12 
大原漁港 港の朝市 
〜 その場で・自分でバーベキュー 

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 

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 

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

uhouki.html 

草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 

 

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

いつ '17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 

随時受付中 

NEW 
(17.08掲載) 

エネルギーなんでも相談と支援 
対象：中小企業・個人事業主 

http://enekei.jp/eneoverview/ 

省ｴﾈや太陽光・ﾊﾞｲｵﾏｽ・小水力・風力等発電の専門家を

擁し､これら専門家を中心のﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰが皆さまか

らの問い合わせ等に対応 

詳細は左記 URL参照 (一社)ｴﾈﾙｷﾞｰから経済を考える経営

者ﾈｯﾄﾜｰｸ会議(略称:ｴﾈ経会議) 

TEL:0465-24-5180 

随時受付中 

NEW 
(17.08掲載) 

省エネに取り組む事業者を応援！ 

CO2CO2スマート宣言事業所登録募集 

抜粋：ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ｺｰｽ※は､省ｴﾈ･節電など､一定の地球温暖化

対策に取り組んでいる事業所が登録。※他 2 ｺｰｽあり 
詳細は左記 URL参照 県 環境生活部循環型社会推進課温

暖化対策推進班 

TEL:043-223-4139 https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/co2co2smart/office/course.html 

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 

8.16水〜 

9.03日 NEW 

ちばのお宝再発見！「里山の自然誌」 
https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/kouza/ 

県立中央博物館との連携で､ちばの魅力を提供する

ｷﾞｬﾗﾘｰ展示｡同館収蔵品を｢ちばのお宝｣として紹介 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 1F ｷﾞｬﾗﾘｰ 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8615 

8.17木まで 

全 20回 

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 

8.18金 必着 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｡＊ 

 

https://mainichi.jp/articles/20170616/ddm/012/040/139000c 

＊＜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

援助､協力活動(3)市民生活や地域社会が直面する環境問

題の改善､または循環型社会の構築を目指す取り組み 

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 

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 

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://enekei.jp/eneoverview/
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/co2co2smart/office/course.html
http://www.birdfesta.net/jbf/b1.html
https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/kouza/
https://www.tokyokankyo.jp/kengaku/summer.html
https://mainichi.jp/articles/20170616/ddm/012/040/139000c
mailto:myeco@mainichi.co.jp
https://www2.aeon.info/josei/
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8.27日まで 

NEW 

展示会 ／ 別途 31日まで[天然ガスとヨウ素展]あり 

大学や企業などが最先端技術を紹介します 
https://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/ 

内容抜粋:世界動かすﾊｰﾄを造る･生命設計図 DNA･ﾎﾋﾞｰが

育てる未来技術･特定外来生物ｶﾜﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ･千葉の食を科

学･ﾄﾞﾛｰﾝｼﾐｭﾚｰﾀ体験･災害に備える･化学で彩り快適提案 

県立 現代産業科学館 

(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL:047-379-2005 

8.30水 必着 

NEW 

ドイツで見る、シュタットヴェルケと交通革命 

最先端エネルギー事業を“体感するツアー” 

～｢再生エネによる地産地消｣の鍵はここにある 

実施日:10/22(日)〜29(日)6泊 8日 

http://www.jrri.jp/pamphlet.pdf 

世界のｴﾈﾙｷﾞｰは､再生ｴﾈを軸に急激に変化｡ｴﾈﾙｷﾞｰ革命を

ﾘｰﾄﾞするﾄﾞｲﾂでは『ｼｭﾀｯﾄｳﾞｪﾙｹ』を基盤に､最先端の『交

通革命』や『熱供給』などの再生ｴﾈ事業が拡大｡各地で

行われている実証とは違う“実際の取り組み”を現場で

体感｡ 旅行本体費用：498,000円 

詳細は左記 URL内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ参照 日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ総合研究所 

TEL:090-1045-9837 
 

近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ(株) 

TEL:03-6730-3220 

8.31木まで 

NEW 

つくば ちびっ子博士 2017 
★｢ちびっ子博士ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ｣持ちｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰしな

がら各研究機関等の展示・ｲﾍﾞﾝﾄ見学･体験 
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14654/016931.html 

21世紀を担う子供達が,研究機関等において最先端技術

や自然科学に触れることにより,科学技術に対する関心

を高め,夢と希望に満ちた未来を考える手がかりになる

ことを目的。参加資格：全国の小中学生 

詳細は左記 URL内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等参照 つくば市･同教育委員会･筑波研究学

園都市交流協議会 

TEL:029-883-1111内線 4721 

8.31木まで 

NEW 

夏休み自由研究 ガラスの昆虫たち (有料) 

小さなガラスの昆虫たちの世界を観察しよう 

http://www.ciao3.com/event/insect_glass/index.html 

本物そっくりｶﾞﾗｽのｶﾌﾞﾄﾑｼやｸﾜｶﾞﾀ､ﾁｮｳ､ﾄﾝﾎﾞなど約 500

匹が大集合｡大涌谷望む大自然のなかで､ｶﾞﾗｽの昆虫たち

を観て楽しめ､夏休みの自由研究に役立ちます 

箱根ｶﾞﾗｽの森美術館 

(神奈川県足柄下郡箱根町仙石原

940-48) 

同館 

TEL:0460-86-3111 

9.03日まで 
9~17 

NEW 

夏の特別展 

〜昆虫展 2017知る!なる?学ぶ昆虫ワールド 
http://www.kagakukanq.com/sp_info/detail.php?information_id=1754 

地球の生き物でその数の 3分の 2以上占めるといわれ昆

虫｡私たちに身近な小さな生き物ですが 4億年以上も独

自進化の昆虫は驚くべき能力が｡ 関連講演会：8/20(日) 

千葉市科学館 

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

同館 

TEL:043-308-0511 

9.03日まで 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 

9.03日まで 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 

9.03日まで 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 面積の南米ｱﾏｿﾞﾝに生息する魚類を生体

で､哺乳類､鳥類､ 虫類は剥製で展示しｱﾏｿﾞﾝｼﾞｬﾝｸﾞﾙを

演出｡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 

9.03日まで 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 

9.03日まで 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 

9.03日まで 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 

9.03日まで 

NEW 

企画展示 URUSHIふしぎ物語 

〜 人と漆の 12000年史〜U R U S H I 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○縄文時代〜現代､12000年に及ぶ日本列島

の漆文化を総合的にとりあげる初めての＊ 
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html 

＊展覧会｡H25年度から 27年度に行った､美術史学･考古

学･文献史学･民俗学･植物学･分析科学など文理融合の

展示型共同研究｢学際的研究による漆文化史の新構築｣に

よる成果を初めて発表｡国宝･重要文化財含む超一級の漆

工芸品や､近年の発掘成果による多彩な出土品､民俗資料

などを多数展示 

国立歴史民俗博物館 企画展示室 A･B 

(佐倉市城内町 117) 

同館・浦添市美術館 

TEL:03-5777-8600 

https://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/
http://www.jrri.jp/pamphlet.pdf
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14654/016931.html
http://www.ciao3.com/event/insect_glass/index.html
http://www.kagakukanq.com/sp_info/detail.php?information_id=1754
http://www.kahaku.go.jp/event/2017/jambio/jambio_sagami.pdf
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60
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
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html
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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 

9.08金まで 

NEW [流山市
内・市民対象] 

第 10回 緑のカーテン写真コンテスト 家庭･店舗･事業所･学校で緑のｶｰﾃﾝを作っている方 詳細は左記 URL参照 
＜いずれも応募作品は市役所 1F市民

ｷﾞｬﾗﾘｰ等で展示＞ 

流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 第 8回 ゴーヤレシピコンテスト 栄養豊富なｺﾞｰﾔの実をおいしくいただくための簡単ﾚｼﾋﾟ 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html いずれも入賞者には"賞状"と"ながぽんﾎﾟｲﾝﾄ"進呈 

9.08金まで 

NEW 

緑のカーテンコンクール 
〜 みなさん!｢地球に優しいこと｣何かや＊ 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p050566.html 

＊っていますか? ｺﾞｰﾔ･ｱｻｶﾞｵ･ﾌｳｾﾝｶｽﾞﾗなどつる性植物

で｢緑のｶｰﾃﾝ｣育てれば､ｸｰﾗｰ利用を抑え家計に優しく電

力使用減らし CO2排出量減らし｢地球に優しいこと｣に 

応募の詳細は左記 URL参照 船橋市 環境政策課 

TEL:047-436-2465 

9.10日まで 
10~17 

NEW 

TBS｢世界遺産｣放送 20周年記念企画 

「世界遺産」20年の旅 展 
http://www.bpcj.or.jp/event/blog/2017/06/post20170615.html 

番組20年の歩みを振返り､世界遺産を知り尽くした､TBS

『世界遺産』ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰやﾃﾞｨﾚｸﾀｰなどの視点で､番組と

世界遺産の魅力を伝える｡ 8/26(土)13:30〜 公開ｾﾐﾅｰ 

放送ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 展示ﾌﾛｱ 

(横浜市中区日本大通 11横浜情報文化

ｾﾝﾀｰ内) 

放送ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 

TEL:045(222)2828 

9.10日まで 
[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 

9.10日まで 

NEW 

10/1(日)開催リサイクルフェア 2017 

リボン館フリーマーケット出店者 (柏市民対象) 
販売品:衣類･雑貨･古本など(危険物･食品･薬･化粧

品･植物など不可)｡柏市民による非営利団体や家族 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ駐車場 

(柏市十余二 348-202) 

同ﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 

TEL:04-7199-5082 

9.10日まで 

NEW 

くらしの植物苑 特別企画 季節の伝統植物 

〜 伝統の朝顔 
江戸時代以降に作り出されてきた朝顔とは思えな

い変わった花形･葉形の｢変化朝顔｣を展示 

国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑 

(佐倉市城内町 117) 

同館 

TEL:03-5777-8600 

9.13水  

消印有効 

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 17時 

まで NEW 

「リサイクル作品コンテスト」出品者募集 
10月 1日開催リサイクルフェア(柏市民対象) 

不用品利用の自作ｵﾘｼﾞﾅﾙ作品(後日返却)｡一人 2点ま

で｡ｻｲｽﾞ:1m四方以内。工夫した説明文添付 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館へ持参 

(柏市十余二 348-202) 

同館 

TEL:04-7199-5082 

9.15金まで 
消印有効 

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 

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 

9.18月祝まで 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 

9.25月まで 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 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 

     

http://www.mainichi-j-contest.jp/index.html
http://www.mainichi.co.jp/event/mainou/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p050566.html
http://www.bpcj.or.jp/event/blog/2017/06/post20170615.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1074
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://www.aquaworld-oarai.com/news/22178
http://kanpachiba.com/archives/2255
https://www.obunsha.co.jp/gakkon/
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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 

ちば元気ファンド 

～今､かなえよう 育てよう 私たちの思い 
http://www.ken-net.gr.jp/about_fund/ 

地域で活動している市民団体や NPOを支援 

部門:市民活動･市民事業部門  助成上限 30万円 

ﾋｱﾘﾝｸﾞ:10月中旬｡公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ:11月 13日 

詳細は左記 or下記 URL参照 
http://www.ken-net.gr.jp/about_fund/2015youkou/ 

市民ﾈｯﾄﾜｰｸ千葉県 

TEL:043-201-1051 

9.30土まで 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

ｱﾙを持って出かけよう。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 

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 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 

10.08日まで 

NEW 

生物多様性って何？展 2017 

〜 地球にはたくさんの生物が暮らしてい＊ 

*る｡生物どうしのつながりや､人との関わりを知り､

生物を守るためにできることを展示を通じ考える 

えこっくる江東 

(江東区潮見 1-29-7) 

左同(環境学習情報館) 

TEL:03-3644-7130 

10.29日まで 

NEW 

企画展示 

航空×空気×気象～天気のふしぎを科学する 
http://www.aeromuseum.or.jp/event.htm 

一般的なお天気のしくみや､実際の飛行機の運航にお天

気がどのように関わっているのか､実験装置や解説ﾊﾟﾈﾙ､

観測機器の実物で紹介 

航空科学博物館 2F 展示室 

(千葉県山武郡芝山町岩山 111-3) 

同館 

TEL:0479-78-0557 

10.29日まで 

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､図面､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 

11.26日まで 

NEW 

第 78回企画展 

★鳥･酉･鶏･とり－酉年はトリで楽しむ 
〜酉年にちなみ､人と鳥がどのように関わ＊ 

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info1/kikakuten.html 

＊りを持ってきたのか､鳥に対する様々な｢視点｣をﾃｰﾏに

展示。ﾆﾜﾄﾘの多様な品種や標本や､鳥が描かれた図譜な

どを通して､野生動物としての｢鳥｣､暦の｢酉｣､家禽の

｢鶏｣､芸術の対象の｢とり｣の 4 ｺｰﾅｰで紹介 

我孫子市 鳥の博物館 

(我孫子市高野山234-3) 

 

同館 

TEL:04-7185-2212 

'18.1.08月祝 

まで 

NEW 

民俗特集展示 

〜 国立公園 今昔 〜 
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html 

戦前期から地域の観光業や自然保護のあり方に大きな影

響を与えた国立公園。｢保護地域｣の関心や価値の移り変

わりを､絵葉書､ﾁﾗｼ､土産物などの資料から読み解く 

国立歴史民俗博物館 第 4展示室 

(佐倉市城内町 117) 

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

容が変更に 

詳細は左記 URL参照 

 

柏市 環境政策課 

TEL:04-7167-1695 

'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 

     

https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/toshikouen/curtain/jouhou.html
mailto:kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp
http://www.ken-net.gr.jp/about_fund/
http://www.ken-net.gr.jp/about_fund/2015youkou/
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.aeromuseum.or.jp/event.htm
http://www.momat.go.jp/am/exhibition/the-japanese-house/#section1-1
http://www.momat.go.jp/am/exhibition/the-japanese-house/#section1-1
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info1/kikakuten.html
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p040546.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p040546.html
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
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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ベントです。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・イベント名・HP等 概要 イベント等の一覧 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 イベント情報 

〜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 

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 

'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 
貸出受付中 (放射線)積算線量計の貸出し 

〜 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!ながれやま出前講座 

 〜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出前 

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 

貸出受付中 ﾜｯﾄｱﾜｰﾒｰﾀｰ最長 10日間無料貸出 

〜 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排出量など数値で 

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.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.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 (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･野草園･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･野草･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） 

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 

     

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
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php
http://www.maff.go.jp/j/heya/
http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html
http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html
http://nagareyamaomocha2.blogspot.jp/
http://schedule49.blog.fc2.com/
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募集中 
NEW 

リサイクル講座の講師を募集中！ 

･年齢､性別､経験問いません! (謝礼あり) 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28895/028540.html 

趣味で作成していたﾘﾒｲｸ､DIY､ﾘｻｲｸﾙの作品を､市民の皆

さんに広めてみませんか? おしゃれで楽しい作品作りの

ｱｲﾃﾞｱをお持ちの方､お待ちしています! 

条件や募集内容詳細は左記 URL参

照 

流山市環境部 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

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 〜★〜☆〜 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28895/028540.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p007555.html

