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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

寒い日が続き、住まいの燃費が気になります。 

今日の 12月分・電力検針では、昨年比 10％UPでびっくりです。 

 

※以前の内容を訂正します。 

本案内 170814号”ひとこと”、★住まいの省エネは宝の山★ で、 

「Y社パンフレットに～ 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」とありますが、 

（その通り書いてあるのですが） 

正しくは「住まいの”窓”(ペアガラス等)の断熱基準（建築基準法）」でした。 

 

・今朝 5:30の暖房前の外気温 1.7℃、室内温度 13.9℃でした。 

皆様のお宅の朝一温度を教えてください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・本年も情報提供等やホームページ掲載ありがとうございました。・ 

・来年は市民主体の良い年になるよう情報共有でと願っています。・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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 【 ～ 視野 と 複眼 ～】 

 自分もどちらかと言うと技術屋の範疇ですが、 

一般的に技術屋は視野が狭く感じることが多々あります。 

ではそれを常にどう補うかです。 

まずその自覚から始まり、できるだけ広い社会や地域に出掛け、 

いろいろな体験を積み上げていくしかないように思います。 

 

「もんじゅ」のお粗末さや「原発と火山の関係」など、 

大から小まで、狭い視野では思いも及ばぬことがあることです。 

 

視野を広める手段として常に「複眼で見る」も強く感じます。 

順不同ですが、大局にローカルに、学びと実践、ハードとソフト、 
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社会的に個人的に、省エネと創エネ、暑さと寒さ、世界と日本、 

右と左、和と洋、啓発と実践、歴史(過去)と未来、などなど。 

 

結局それらのバランスを、レベルを含めどうとるかだと思います。 

＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝ 

★ 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 ☆★ 2017.12.15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 ?'17or18

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 

12.16土 

13:30~15:30 

成人環境講座 

｢里山保全と動物愛護から考える地球環境問題｣ 
http://blog.canpan.info/earthcon-ma/archive/61 

関啓子(一橋大)〜身近な里山の保全が地球環境問題の克

服にも役立ち､野生動物の保護にも貢献｡野生動物の生息

状況は､地球環境を診断する際の指標 

松戸市民会館 301号室 

(同市 松戸 1389-1) 

ｱｰｽｺﾝ･ﾏﾂﾄﾞ 

TEL:047-344-8152 要申込 

12.17日 

11:30~12:30 

なめじろうとクイズ対決 

中央博「きのこワンダーランド」関連イベント 

きのこ PRに生まれた｢なめじろう｣と､きのこを楽

しく学ぶ｡http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1074 - gyouji 

県立 中央博物館 
(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

12.17日 

13~15 

なんでも修理教室 ／ 柏市民等対象 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p007555.html 

家庭用品の直し方を一緒に学ぶ｡持ち物(対象):おも

ちゃ･時計･ﾗｼﾞｵ･その他家庭用品(1人 2点まで) 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 

(同市 十余二 348-202) 

同館 

TEL:04-7199-5082 

12.17日 

11~16 

関東子ども健康調査支援基金 

◎〜甲状腺エコー検査＠柏〜◎ 

担当医：田中優美子(がん研有明病院) 

http://www.kantokodomo.info 

関東汚染ｽﾎﾟｯﾄの子供たちの健康調査資金を集め健康診

断し､長期に健康を見守るため継続的な検査｡統計的な結

果にこだわらず､検診ﾃﾞｰﾀと画像を保護者･受診者本人に

渡すことにより､長期にわたり本人の健康管理に寄与 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ  

(柏市柏の葉 4-3-1) 

関東子ども健康調査支援基金 

TEL:080-4463-8647※ 

※事前申込み必須 

12.17日& 

'18.1.12金 18~20 

12.18 月
18:30~20:30 

講演会「地域でつくる地域のための 

体験プログラムづくり」 

 講師：若林伸一(自然体験学校 理事長) 
https://www.teganuma-agri.com/講演会-1/ 

自然体験､農業体験などの体験型観光は全国の農山漁村

の活性化手段として広く展開中｡手賀沼ｴﾘｱでも､これら

の体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑや農泊を実際に始めるにあたって､どのよ

うにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作り人を呼び込むか実践者から聞く 

12/17(日)&1/12(金)：手賀近隣ｾﾝﾀｰ 

(柏市柳戸 511-11) 

12/18(月)：ﾊﾟﾚｯﾄ柏 

(柏市柏 1-7-1-301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

手賀沼ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ事業推進協議

会 

TEL:04-7193-0331要申込 ※ 
※左記 URL内から申込み 

12.18月 

10~11:40 

H29年度 循環型社会形成推進 研究発表会 
https://www.env.go.jp/press/104817.html 

環境研究総合推進費(資源循環領域)活用した H28年度終

了研究と当年度の研究内容･成果を広く一般に周知普及 

中央大 駿河台記念館 6F 610号室 

(千代田区神田駿河台 3-11-5) 

環境省／(一財)日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 

TEL:044-288-4937 要申込 

12.18月 

13:20~16:20 

H29年度 循環型社会形成推進 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
https://www.env.go.jp/press/104817.html 

｢循環型社会形成に資するﾘｻｲｸﾙ品質の向上等のた

めの技術開発｣ ・前記含む内容詳細は左記 URL内参照 

中央大 駿河台記念館 6F 610号室 

(千代田区神田駿河台 3-11-5) 

環境省／(一財)日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 

TEL:044-288-4937 要申込 

12.19火 

18:30~20 

持続可能な森林経営のための 

フォレストパートナーシッフﾟ ｾﾐﾅｰ 
http://www.env.go.jp/press/104880.html 

海外森林保全研修に参加した企業や企業と大学がﾀｲｱｯﾌﾟ

した森林保全活動に長年取り組んできた講師交え､企業

との連携を目指す NGOや NPOとの意見交換 

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 国連大学ﾋﾞﾙ

1F) 

環境省／地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-5825-9735 
gef@gef.or.jp 

12.23土祝 

14~17 

自然エネルギー白書をひもとく会 2017 

講師：松原弘直(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研究所) 

｢ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｶﾌｪ｣の一環｡ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｶﾌｪとは､ｶﾌｪでお茶し

ながら気軽にｴﾈﾙｷﾞｰ問題を話す。参加費 500円 

ﾄﾚｼﾞｬｰﾘﾊﾞｰﾌﾞｯｸｶﾌｪ 
(千葉市中央区登戸 1-11-18) 

(NPO)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ千葉の会 
renewable.energy.chiba@gmail.com 

'18.1.05金 

13:30~15:30 

第 126回 省エネルギー学習会 

暖房機器(ｶﾞｽ機器､石油機器)の効率を検証する 
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h30/H300105No126.pdf 

ｶﾞｽ､石油機器の消費量が kWで表示されているのはご存

知ですか?｡ kW表示されているので電気ｽﾄｰﾌﾞとの比較が

可能｡自宅の暖房機器を比較します 

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 

1.07日 
9:30~12 

月例テーマ観察会「冬の野鳥」 

講師：福田篤徳(日本野鳥の会 茨城県) 

宍塚の里山では､冬､たくさんの鳥が｡鳥は空を飛び､

水に浮かび､もぐるものも｡しっかり観察します 

集：同会観察会用駐車場 
(土浦市 宍塚 1887隣) 

(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会 

TEL:090-9640-7194 

1.07日 

10~15 

体験 冬鳥に会いに行こう！ 

講師：間野吉幸(我孫子野鳥を守る会) ほか 
http://kanpachiba.com/archives/2365 

冬の手賀沼は昔からたくさんの渡り鳥が飛来し有名｡手

賀沼湖畔の遊歩道を歩きながら冬鳥の観察を行い､手賀

沼の生態系と鳥とのつながりについても学ぶ 

集:我孫子市 鳥の博物館 駐車場  

(我孫子市 高野山 234-3) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 12/24迄 

1.13土 

9:30~11:30 

さとやま塾「流山のオオタカ どう守る？」 

★ 流山市がｵｵﾀｶを市の鳥に制定しようと＊ 
http://www.nposatoyama.com/event.html 

*していますが､保護対策はまだ不十分｡ｵｵﾀｶなど猛禽類

現状､野田市(ｺｳﾉﾄﾘ)や千葉市(ｺｱｼﾞｻｼ)の保護条例･保護

対策の紹介､流山市へのｵｵﾀｶ保護策要望など､紺野竹夫

氏､野田市職員の方々からのお話を予定｡ 参加費 200円 

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:04-7159-2526 要申込 

http://blog.canpan.info/earthcon-ma/archive/61
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1074#gyouji
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p007555.html
http://www.kantokodomo.info/
https://www.teganuma-agri.com/%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A-1/
https://www.env.go.jp/press/104817.html
https://www.env.go.jp/press/104817.html
http://www.env.go.jp/press/104880.html
mailto:gef@gef.or.jp
mailto:renewable.energy.chiba@gmail.com
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h30/H300105No126.pdf
http://kanpachiba.com/archives/2365
http://www.nposatoyama.com/event.html
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1.13土 

13~16:20 

H29年度 水俣病経験の普及啓発 ｾﾐﾅｰ 
「水俣病の経験を引き継ぐために」 

http://www.env.go.jp/press/104901.html 

水俣病から得た教訓を国内外に伝えるため､H8年度から

水俣病経験の普及啓発ｾﾐﾅｰを実施､H15年度からは特に教

育関係者､環境･教育学ぶ学生等を対象にｾﾐﾅｰを開催 

東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ･ﾎｰﾙ 

(渋谷区神宮前 5-53-67) 

環境省／(一社)環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議 

TEL:03-5468-8405 要申込※ 
※:info@epc.or.jp 

1.13土 

16~17 

サイエンス・カフェ｢くわしく知りたい!三番瀬｣ 
第 2回:船橋三番瀬のなぞ(2) 

http://www.sambanze.jp/2017/11/21/event_20180113/ 

滝口昭二(郷土歴史地理研究者)〜干潟の砂はどこから来たか〜 

三番瀬の地理や歴史を知りたいという人にぴったり! 

飲み物片手に気軽に学べる。参加費 400円(飲物付) 

ｶﾌｪ･ﾚｽﾄﾗﾝ三番瀬｢Four Seasons｣ 

(船橋市潮見町 40) 

ふなばし三番瀬環境学習館 

TEL:047-435-7711 1/6まで 

1.16火 

13~15:30 

H30年度 千葉シニア自然大学 学校説明会 

特別講座 13時〜 学校説明会 14:30〜 
北澤哲弥(江戸川大)〜自然を学ぶことはなぜ大切か
〜 持続可能な社会に向けて 〜 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ研修室 
(柏市柏の葉 4-3-11) 

(NPO)千葉自然学校 

TEL:043-227-7103 

1.17水〜19金 

10~18 

第 9回 EV･HEV 駆動システム技術展 ～EV 

JAPAN～ http://www.evjapan.jp/ja/Home/ 

電動車両の中枢技術であるﾓｰﾀ･ｲﾝﾊﾞｰﾀ､二次電池､

充電に関するあらゆる技術が一堂に出展 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(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:03-5302-3141 

1.18木 

10~ 

自然観察会 

大町自然公園探鳥会 

案内:ｶﾜｾﾐ､ｼﾛﾊﾗ､ｱｶﾊﾗ等に期待｡ 

持物:観察用具､弁当､飲み水､帽子､敷物､雨具 

集：10時 同公園北口 

(市川市 大町 284) 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

1.19金 

13~17 

小形風力発電普及セミナー2018 (有料) 

https://www.jswta.jp/new_case/1283.html 

同発電の適正な普及を目的に､小形風力発電業界の動向

や様々な課題解決に向けた取り組み紹介､小形風力発電

導入の成功事例も 

TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ PREMIUM秋葉原 ﾎｰﾙ 2B  

(千代田区外神田 1-7-5 ﾌﾛﾝﾄﾌﾟﾚｲｽ秋

葉原 2F) 

(一社)日本小形風力発電協会 
office@jswta.jp 

1.20土 

13~17 

第 2回 イオン未来の地球フォーラム 
いま次世代と語りたい未来のこと 

持続可能な消費と生産 
http://aeon-futureearth.jp 

細田衛士(慶大)〜持続可能な消費と生産を考える|八木

信行(東大)〜漁業の持続可能性に関する国際機関での取

り組み|三宅香(ｲｵﾝ(株)〜ｲｵﾝにおける持続可能な調達と

消費の取り組み｜ﾊｲﾝ･ﾏﾚｰ(総合地球環境学研)他ﾊﾟﾈﾗｰ登壇 

東大 安田講堂 

(文京区本郷 7-3-1本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ内) 

(公財)ｲｵﾝ環境財団 

TEL:043-212-6022 要事前登録※ 

※左記 URL内から応募 

1.23火 

10~12 

市民大学 まなび屋 

〜 手賀沼の歴史 
高野博夫(柏市文化課) 

〜開拓と新田開発の歴史  参加費 500円 

日本生命柏ﾋﾞﾙ 2F ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 
(柏市中央 1-1-3) 

(NPO)ﾊﾟｰﾄﾅｰとうかつ 

TEL:04-7148-0396 

1.23火 

13:30~16:30 

市民活動団体マネジメント講座 (第 4回) 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/zigyou/h29manejimentokouza1.html 

菅文彦(ｺｰｽﾞ･ｱｸｼｮﾝ)〜団体の活動への理解と共感を得

るｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･ﾌﾞﾛｸﾞ･SNS講座 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 柏市民交流ｾﾝﾀｰ多目的 A 

(柏市柏 1-7-1-301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

県/ちば市民活動･市民事業ｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ 

TEL:043-303-1688 1/18迄 

1.28日 

13~16 

講演と映画上映 みんなでクールチョイス 

気象キャスターのみんなで楽しく考えよう! 

地球温暖化〜実験で異常気象と温暖化を知ろう 

(1)流山ｸｰﾙﾁｮｲｽ(井崎流山市長他)(2)実験と講演:川崎亜

有子(気象予報士)(3)映画｢ｱｲｽ･ｴｲｼﾞ(氷河期)2｣[ｱﾆﾒ] 

★雲や竜巻をつくる実験★先着で地元野菜やｺﾞｰﾔ種贈呈 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 多目的ﾎｰﾙ 

(同市 中 110) 

流山市環境政策･放射線対策課/温暖

化防止ながれやま･流山ｺﾞｰﾔｸﾗﾌﾞ 

TEL:04-7150-6083 予約不要 

1.28日 

9:30~13 

ガレージセール  雨天決行 
掘り出し物がいっぱい。ご来場を 

書籍､衣類､食器､おもちゃなどの日用品 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/1014026/1016740.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

内(同市 下花輪 191) 

同市役所環境部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

2.03土 

10~12 

手賀沼船上探鳥会／柏市民対象 
http://www.kankyostation.org/wp/2017/11/「手賀沼船上探鳥会」ご案内/ 

遊覧船に乗り手賀沼の冬鳥を､浅間茂先生の解説を

聞きながら観察｡ ※ 申込み期間:1/16(火)〜26(金) 

集･解：手賀沼公園(ﾎﾞｰﾄｾﾝﾀｰ小池前) 

(JR我孫子駅 南口徒歩 10分)  
(NPO)かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ[平日 13〜17時] 

TEL:04-7170-7090 要申込※ 

2.03土・04日 

9~18 

チェーンソー作業従事者特別教育講習(有料) 

https://www.kasumigaura.net/ooike/ 

1日目:学科〜伐採､ﾁｪｰﾝｿｰ､振動障害とその予防､

法令｡2日目:点検整備含む実技教育 

同会 里山情報館 
(所在地等は右記へ問合せ) 

(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会 

TEL:090-3200-1322 要申込 

2.03土~4日 

18日 計 3日 

東青･自然体験活動 指導者養成研修(有料) 

★ｱｳﾄﾄﾞｱを楽しみたい方々､指導者養成＊ 

http://www.tougane-youth.jp/info/5264 

＊研修とぎょうぎょうしいですが､野外活動の基本を学

びます｡子ども会､公民館等社会教育､学校の先生､保育園

等福祉関係､個人的に興味ある方など｡自然体験活動指導

ﾘｰﾀﾞｰの資格も取得可。講師:佐藤繁一(国際自然大学校) 

県立 東金青年の家 

(東金市松之郷 270) 

左同 

TEL:0475-54-1301 

2.07水 

14~16 

H29年度 石炭エネルギー講演会 (一般有料) 
http://www.nef.or.jp/topics/20171201.html 

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁および著名な講師により､最新の石炭

ｴﾈﾙｷﾞｰ事情について講演。詳細は左記 URL参照 

TKP新橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ(ﾎｰﾙ 1A) 

(港区西新橋 1-15-1) 

(一財)新ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6810-0361 2/3まで 

http://www.env.go.jp/press/104901.html
mailto:info@epc.or.jp
http://www.sambanze.jp/2017/11/21/event_20180113/
http://www.evjapan.jp/ja/Home/
https://www.jswta.jp/new_case/1283.html
mailto:office@jswta.jp
http://aeon-futureearth.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/zigyou/h29manejimentokouza1.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/1014026/1016740.html
http://www.kankyostation.org/wp/2017/11/%E3%80%8C%E6%89%8B%E8%B3%80%E6%B2%BC%E8%88%B9%E4%B8%8A%E6%8E%A2%E9%B3%A5%E4%BC%9A%E3%80%8D%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.kasumigaura.net/ooike/
http://www.tougane-youth.jp/info/5264
http://www.nef.or.jp/topics/20171201.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'17or18

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 

12.16土 

9~15  NEW 

みかんの収穫 SOS !! 
小田原市上曽我地区温州みかんの収穫応援 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300562/p327323.html - mikan-syuukaku 

収穫応援部隊にも人手不足の波は容赦なく押し寄せてい

ます。★お土産は､大人 1人にお渡しする袋に､ご自分で

収穫したみかんを入れてお持ち帰り。雨天中止 

集：9時 ﾄﾑｿｰﾔの森 
(小田原市 上曽我みかん畑付近) 

駐車場：曽我みのり館第 2駐車場 

曽我山応援隊 
sogayamaouentai_odawara_kanag@mbr.nifty.com 

12.16土 

10~15 

おいしい たのしい 

ちばユニバーサル農業フェスタ 2017クリスマス 
http://blog.canpan.info/souzounet/ 

県内の農地を守ることを目的として､農業者､地域住民､

障がい者､高 者､子どもなど､さまざまな人々が農業を

通じ出会い､交流し､はたらきあう､新農業のかたち 

四街道市 文化ｾﾝﾀｰ 

(同市 大日 396) 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:043-270-5601 

12.16土 

13~14:50 

県 衛生研究所 公開講座 (参考情報) 
https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/event/koukaikouza2017.html 

1渡邉さやか(食品化学研究室)〜食物ｱﾚﾙｷﾞｰを防ぐ食品表示 

2中村正樹(細菌研究室)〜肺炎について-細菌検査の立場から 
千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 3F大研修室 

(同市 中央区弁天 3-7-7) 

同研究所 

TEL:043-266-6723 12/13迄 

12.17日& 

'18.1.12金 18~20 

12.18 月
18:30~20:30 NEW 

講演会「地域でつくる地域のための 

体験プログラムづくり」 

 講師：若林伸一(自然体験学校 理事長) 
https://www.teganuma-agri.com/講演会-1/ 

自然体験､農業体験などの体験型観光は全国の農山漁村

の活性化手段として広く展開中｡手賀沼ｴﾘｱでも､これら

の体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑや農泊を実際に始めるにあたって､どのよ

うにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作り人を呼び込むか実践者から聞く 

12/17(日)&1/12(金)：手賀近隣ｾﾝﾀｰ 

(柏市柳戸 511-11) 

12/18(月)：ﾊﾟﾚｯﾄ柏 

(柏市柏 1-7-1-301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

手賀沼ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ事業推進協議

会 

TEL:04-7193-0331要申込 ※ 
※左記 URL内から申込み 

12.25月まで H30年度(第 2回) 食育活動表彰 
ボランティア部門(抜粋)〜都道府県等の大学* 
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/171003.html 

*長推薦〜(1)食生活改善推進員･食生活改善推進員構成

団体(市区町村含)(2)大学(短大含)､高専･専門学校生､大

学等学生主体団体(3)食育推進ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の個人･団体 

応募詳細は左記 URL参照 農水省消費･安全局消費者行政･食育課 

TEL:03-6744-1971 
推薦調書関係：TEL:0120-825-571 

12.31日まで 第2回 農のいとなみと鉄道フォトコンテスト 
 

http://www.maff.go.jp/kanto/press/kikaku/170831.html 

関東地域で｢農のいとなみと鉄道｣を題材の作品｡｢農のい

となみ｣:田んぼや畑､牧場景色､直売所､野菜･果物､収穫

祭などｲﾍﾞﾝﾄや祭り等､地域農業全てを広くとらえる 

募集の詳細は左記 URL参照 農水省 関東農政局 ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ係 

TEL:048-740-0309 

'18.1.08月祝 

まで NEW 

特別展示「ビューティフル・ライス～1000年

おいしく食べられますように｣ 
http://www.miraikan.jst.go.jp/event/1707050921574.html 

ｱｼﾞｱ初開催「世界科学館ｻﾐｯﾄ 2017(SCWS2017)」にあわせ､

日本はじめｱｼﾞｱ地域の食文化を支える｢米｣を切り口にし

た特別展示。｢おいしい｣の秘密･危機･のために･選ぶ 

日本科学未来館 1F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾋﾞｰ 

(江東区青海 2-3-6) 

同館 

TEL:03-3570-9151 

1.12金 

NEW 

県立 農業大学校入学生募集(A日程) 

農業の優れた担い手や指導者を 2年で育成 
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/2017/noudaibosyuu.html 

農学科：高卒または H30年に卒業見込みの方 

研究科：農業系の大学や短大を卒業または H30年に卒業

見込みの方。受験受付は 12月 22日まで(消印有効) 

受験の詳細は左記 URL参照 県立 農業大学校 

TEL:0475-52-5121 

1.17水 

14~16  NEW 

H29年度 バイオマス利活用研修会 
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/event/2017/biomass29.html 

ﾊﾞｲｵﾏｽの基礎的講義､ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用へ更なる関心を

高めるため､企業や行政の取組紹介。詳細左記 URL 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ会議室 
(同市中央区中央 4-5-1 きぼｰる 13F) 

県 循環型社会推進課 

TEL:043-223-2759  1/10迄 

1.24水 

15~17 NEW 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ＮＷ 第 171回 研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

渡邊佳寿美(Control Union Japan)〜RSPO(持続可能なﾊﾟｰﾑｵｲﾙのた

めの円卓会議)等の認証ﾊﾟｰﾑ油の調達に関わる課題(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) 
(NPO)同 NW 

TEL:047-389-1552 要申込 

1.28日 

10~12 NEW 

森で林業体験 
http://funabashi-mori.jp/event/index.html 

森を守る間伐作業の林業体験 

(間伐した木を使ってｸﾗﾌﾄ作り) 参加費 800円 

県立 船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL:047-457-4094 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 

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 

随時受付中 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) 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300562/p327323.html#mikan-syuukaku
mailto:sogayamaouentai_odawara_kanag@mbr.nifty.com
http://blog.canpan.info/souzounet/
https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/event/koukaikouza2017.html
https://www.teganuma-agri.com/%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A-1/
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/171003.html
http://www.maff.go.jp/kanto/press/kikaku/170831.html
http://www.miraikan.jst.go.jp/event/1707050921574.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/2017/noudaibosyuu.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/event/2017/biomass29.html
http://www.npobin.net/apply/
http://funabashi-mori.jp/event/index.html
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
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14272/14344/008657.html
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【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。 

'18.2.10土 

9~11 

ふなばし朝市 ／ 次回 2月 10日 
https://www.facebook.com/events/885398301470371/ 

販売品目:野菜(小松菜など)､ｽｽﾞｷなどの魚介類､ｼｸﾗﾒ

ﾝ､船橋産の小松菜を使ったﾋﾟｻﾞ･焼きそば ほか 

船橋大神宮 

(船橋市宮本 5-2-1) 

同朝市委員会 

TEL:047-436-2473 

毎月第 3土 

9~11 

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 

毎月第 3土 

9~、10~ 

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 

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、  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 

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。

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 

     

https://www.facebook.com/events/885398301470371/
http://gyoko-asaichi.com/index.html
http://gyoko-asaichi.com/index.html
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 

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 '17or18

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 

12.18月まで 

10~18(通常) 

国立新美術館開館 10周年 

安藤忠雄 展 ― 挑戦 ― 
展覧会概要抜粋＞この稀代の建築家が､いか＊ 

http://www.tadao-ando.com/exhibition2017/ 

＊に生き､創り､今またどこに向かおうとしているのか。

その壮大な挑戦の軌跡と未来への展望を｢原点/住まい｣

｢光｣｢余白の空間｣｢場所を読む｣｢あるものを生かしてな

いものをつくる｣｢育てる｣というｾｸｼｮﾝに分け紹介 

国立新美術館 企画展示室 1E+野外展

示場 

(港区六本木 7-22-2) 

同館､TBS､朝日新聞社 

TEL:03-5777-8600(ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

12.19火まで 

10~18 

星野富弘 花の詩画と 

樹脂粘土 野の花・野 アート展 

https://www.palettekashiwa.jp/event/965/ 

原画を含む約 50点の作品展示にくわえ､樹脂粘土を使っ

た野の花･野 ｱｰﾄの展示､講演やﾐﾆｺﾝｻｰﾄ､ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなど｡ 

やさしさあふれる星野氏の世界を是非ご堪能ください｡ 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ 

(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

左同 

TEL:04-7157-0280 

12.19火〜 

2.15木 NEW 

展示会 寒さと衣服 〜 寒さによる身体の
冷えは私たちの健康に大きな影響を 

http://museum.bunka.ac.jp 

ｱｼﾞｱ､ﾖｰﾛｯﾊﾟなど寒い地域の民族衣装を紹介しその工夫

を探る｡これらの衣装から､私たちが冬を快適に過ごすﾋﾝ

ﾄを見出すことができるでしょう｡ 

文化学園服飾博物館 
(渋谷区代々木 3-22-7 新宿文化ｸｲﾝﾄ

ﾋﾞﾙ 1F) 

同館 

TEL:03-3299-2387 

12.21木〜 NEW 

24日 10~20 

〜市民で育てる 100年の森〜 

第三回 こんぶくろ池 展 

http://konbukuroike.com/2017iketenkiausaian.pdf 

(1)池風景等油 ､  等  ､竹とんぼ等工作物(2)里

山活動( 刈､芝刈り､樹木の伐採､他)(3)調査活動(植物､きの

こ､鳥､  ､他)(4)森のｺﾝｻｰﾄ､ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ､工作教室等 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ 
(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 
【注】21日 13時から､24日 18時まで 

(NPO)こんぶくろ池自然の森 

TEL:090-9146-4987 

12.27水まで きのこワンダーランド〜第 2期〜 
森はきのこがいなくては生きていけません 

http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1074 

きのこって何?・毒きのこ図鑑・ﾎﾟｰｽﾞをとるきのこ・ﾋﾄ

ときのこ・きのこの不思議・房総のきのこ・世界のきの

こ意匠(ﾃﾞｻﾞｲﾝ)・菌類と発酵｜ 

県立 中央博物館 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

12.27水まで 
参考情報 

第 22回 教科書展〜環境教育副読本の歩

み～森林､エネルギーの扱いを中心として 
 ☆戦後の小学校社会･理科の教科書や､＊ 

http://lib1.kyokyo-u.ac.jp/event/textbook-gallery/kyokasho-22.html 

＊全国で作成された森林とｴﾈﾙｷﾞｰの環境教育副読本など

展示､環境教育が学習指導要領や教科書の中でどのよう

に取り上げられてきたか､ 環境副読本にはどのようなも

のがあり､時代とともにどうに変化してきたか等を辿る 

京都教育大附属図書館 

北館 1F 企画展示室 

(京都市伏見区深 藤森町 1) 

同館 

TEL:075-644-8176 

12.31日まで 第2回 農のいとなみと鉄道フォトコンテスト 
 

http://www.maff.go.jp/kanto/press/kikaku/170831.html 

関東地域で｢農のいとなみと鉄道｣を題材の作品｡｢農のい

となみ｣:田んぼや畑､牧場景色､直売所､野菜･果物､収穫

祭などｲﾍﾞﾝﾄや祭り等､地域農業全てを広くとらえる 

募集の詳細は左記 URL参照 農水省 関東農政局 ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ係 

TEL:048-740-0309 

'18.1.08月祝 

まで NEW 

特別展示「ビューティフル・ライス～1000年

おいしく食べられますように｣ 
http://www.miraikan.jst.go.jp/event/1707050921574.html 

ｱｼﾞｱ初開催「世界科学館ｻﾐｯﾄ 2017(SCWS2017)」にあわせ､

日本はじめｱｼﾞｱ地域の食文化を支える｢米｣を切り口にし

た特別展示。｢おいしい｣の秘密･危機･のために･選ぶ 

日本科学未来館 1F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾋﾞｰ 

(江東区青海 2-3-6) 

同館 

TEL:03-3570-9151 

1.08月祝 

まで 

★南方熊楠 生誕 150年記念展示 

『知の巨人』熊楠と新聞人★楚人冠 

杉村楚人冠は熊楠と若いころからの友人で、熊楠業績の

神社合祀反対運動は協力者。交友は田辺湾の神島の環境
杉村楚人冠記念館 

(我孫子市 緑 2-5-5) 

同館 

TEL:04-7182-8578 

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://www.tadao-ando.com/exhibition2017/
https://www.palettekashiwa.jp/event/965/
http://museum.bunka.ac.jp/
http://konbukuroike.com/2017iketenkiausaian.pdf
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1074
http://lib1.kyokyo-u.ac.jp/event/textbook-gallery/kyokasho-22.html
http://www.maff.go.jp/kanto/press/kikaku/170831.html
http://www.miraikan.jst.go.jp/event/1707050921574.html
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https://www.city.abiko.chiba.jp/event/shiseki_bunkazai

/sugimurasojinkan/eventkokuchi/eventnew.html 
保全に結実することに。初公開を含む熊楠の書簡からそ

の人生を紹介 

1.08月祝 

まで 

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､ 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 

[注]地域別の

期限等は右記

URL参照 

読んだ感想を に描こう 

第 29回 読書感想画中央コンクール 
http://www.dokusyokansoubun.jp/kansouga/index.html 

読書の感動を 画表現することで､児童･生徒の読書力､

表現力を養い､読書の活動を振興する。地域：北海道･東

北･関東･信越･北陸･東海･近畿･中国(山口県除く)･四国 

対象指定図書･締切り･問合せ先等

の詳細は左記 URL参照 

(公社)全国学校図書館協議会､毎日

新聞社､実施都道府県学校図書館協

議会 

1.11木まで 

NEW 

温暖化防止ポスター大募集／船橋市民等対象 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p039562.html 

｢環境にやさしい生活・18のｱｸｼｮﾝ｣の中からﾃｰﾏを

一つ選び､そのﾃｰﾏにそったﾎﾟｽﾀｰ 

募集の詳細は左記 URL参照 船橋市地球温暖化対策地域協議会 

TEL:047-436-2465 事務局 

1.12金まで 

NEW 

パネル展 〜 水 塚 〜 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=563 

関宿城(千葉県野田市)周辺や埼玉平野に建てられた

水塚の形態や分布・役割について紹介 

県立 関宿城博物館 

(野田市関宿三軒家 143-4) 

同館 

TEL:04-7196-1400 

1.14日まで 

NEW 

企画展 

「これ な〜んだ？ 三番瀬ビーチコーミング展」 
http://www.sambanze.jp/2017/11/14/beach_combing/ 

三番瀬海浜公園の浜で拾った漂着物を紹介しながら､流

れてくるものを拾い集めるﾋﾞｰﾁｺｰﾐﾝｸﾞの楽しさと､拾っ

たものから見える三番瀬の生きものや環境について紹介 

ふなばし三番瀬環境学習館 

(船橋市潮見町 40) 

同館 

TEL:047-435-7711 

1.14日まで スロープ展示｢カスリーン台風襲来70年目の

教訓～水害の記憶と､未来への備え｣ 
http://www.river-museum.jp/exhibition/slope/70.html 

当時の水害状況を振返り､過去の災害が現代に生きる私

達に与える教訓を探る｡近年発生の風水害も取り上げ､今

後起こり得る自然災害と備え､また最新の水害対策も 

埼玉県立 川の博物館 

(同県 大里郡寄居町小園 39) 

同館 

TEL:048-581-7333 

1.21日まで 

NEW 

自然系 テーマ展＜ミクロの世界＞ 

★庭や公園､雑木林で見つけた や植物､化
石､岩石などを拡大観察｡土の中や水中で＊ 

http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/exhibition/thema/shizen20171111/micro.html 

＊生活する小さな動物や植物のﾐｸﾛの世界も｡ﾐｸﾛの世界

をのぞき､身近なものに隠された不思議な形や美しい形､

その形の意味を発見できる？｡さあ､ﾐｸﾛの世界を探検。 

【例】ﾆﾜﾄﾘの卵：卵の殻にはすき間があいている!! 

栃木県立博物館 

(宇都宮市睦町 2‐2) 

同館 

TEL:028−634−1314 

2.13火まで 

NEW 

わたしの美しの森 フォトコンテスト 
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kokusou/171120.html 

景観部門:森の絶景･森から見える眺望など､森の風景 

生命部門:森で育まれる生物(  ･動植物)の生命･営み 

体験部門:森での体験･活動や森での学習で何かを発見 

募集の詳細は左記 URL参照 同ｺﾝﾃｽﾄ実行委員会／林野庁 

TEL:03-6744-2323 

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 

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 

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 
3.10土まで 

15~16:30 

全 6回 

サイエンスカフェ「光×〇」   (有料) 

〜 身近な「光」で科学を紐解く〜 

http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/ 

10/14(土)｢光×銀河｣ ･11/18(土)｢光×光｣ ･12/09(土)

｢光×ｴｱﾛｿﾞﾙ｣ ･1/13(土)｢光×電気自動車｣ ･2/10(土)

｢光×地盤｣ ･3/10(土)｢光×磁石｣ 

柏の葉ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ(UDCK) 

(TX柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅徒歩 2分) 

柏の葉ｻｲｴﾝｽｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝﾗﾎﾞ(KSEL) 
ksel.sci_@_gmail.com 

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 

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 

     

https://www.city.abiko.chiba.jp/event/shiseki_bunkazai/sugimurasojinkan/eventkokuchi/eventnew.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/event/shiseki_bunkazai/sugimurasojinkan/eventkokuchi/eventnew.html
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html
http://www.dokusyokansoubun.jp/kansouga/index.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p039562.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=563
http://www.sambanze.jp/2017/11/14/beach_combing/
http://www.river-museum.jp/exhibition/slope/70.html
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/exhibition/thema/shizen20171111/micro.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kokusou/171120.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://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/
mailto:ksel.sci_@_gmail.com
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/034234.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.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 

NEW 

大房岬(たいぶさみさき)自然公園 

自然保護ボランティア募集 

★同岬は東京湾の入口にあり､高さ＊ 

http://taibusa-misaki.jp/volunteer.html 

＊約 80mの台地状｡周囲を海に囲まれ､内房の穏やかな海

と､けわしい断崖との対比が美しい｡岬の中は深緑のﾏﾃﾊﾞ

ｼｲの森｡美しい自然を守り､いつまでも多くの方に楽しん

でもらうため一緒に公園づくりに参加してみません? 

左記 URL参照 大房岬ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 

TEL:0470-33-4551 
park_taibusa@chiba-ns.net 

年間 高尾の森 自然学校 

〜 東京都と協働事業として､東京西部の＊ 

http://www.7midori.org/takao/program/2017/201712.html 

＊豊かな森林を守り育み､低炭素社会の実現に寄与｡希少

動植物の保護･保全活動で生物多様性を守り､地域の自

然､歴史､文化など次世代に継承する人材を育てる 

左記 URLに同じ 同学校／ｾﾌﾞﾝ･ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団 

TEL:042-673-3844 

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

 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  

     

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･ 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 出量など数値で 

わかり 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://taibusa-misaki.jp/volunteer.html
mailto:park_taibusa@chiba-ns.net
http://www.7midori.org/takao/program/2017/201712.html
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.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 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 ･  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 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･  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)､  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 

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
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php
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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 

皆さんの家に壊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 

募集中 リサイクル講座の講師を募集中！ 

･年 ､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 

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

