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	 ★☆ 環境と農のイベント案内 ☆★	2018.03.14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・理科学・観察会・他】編	

いつ  ?'18 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	

3.15 木 
13~16:30 

持続可能な開発目標(SDGs)	

ステークホルダーズ・ミーティング第 6 回	会合	
http://www.env.go.jp/press/105156.html	

予定議題:SDGsに関する国内外の動向／SDGs達成に向け

た ESG 投資の取組／生物多様性分野における SDGs の取

組／<構成員･傍聴者を交えた意見交換>	

TKP 赤坂駅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾙ 13A	

(港区赤坂 2-14-27	国際新赤坂ﾋﾞﾙ	

	東館	13F/14F)		

環境省	地球環境局国際連携課	

TEL:03-5521-8243 要申込	
左記 URL 内から申込	

3.17 土 
13~14:30 

第 4 回｢持続可能な地域社会創り｣公開勉強会	
http://www.kankyostation.org/wp/2018/02/第 4

回私たちの柏における「持続可能な地域社会創/	

ﾃｰﾏ:｢食｣と｢生活｣ｰわが国の食料自給は可能かｰ	私たち

の"命"を支える食料事情を改めて振り返る｡身近な食材

を取上げ､将来の安定的食糧供給(食料安全保障)現状を・	

ﾊﾟﾚｯﾄ柏	ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ A	

(柏市柏 1-7-1-301	DayOne ﾀﾜｰ 3F		

JR 常磐線柏駅南口徒歩 3 分)	

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ(平日 13:00～17:00)	

TEL:04-7170-7090	要申込	

3.17 土 
14~16 

謡い､語る｢玉川上水のこれまでとこれから｣	
https://sites.google.com/site/chikyueiju/	

1)ｱｰﾃｨｽﾄ上野茂都による同上水歴史(弁士風語り)三味線･

同上水の歌｡2)同上水を守る会	庄司徳治の同会の歴史	
小平市 小川公民館ﾎｰﾙ 
(同市	小川町 1-1012)	

地球永住計画	

TEL:080-5019-0153	要申込	

3.17 土 
14:30~17:30 

第 3 回	景観セミナー		

〜	あなたが大切にしたい風景は何ですか? ～ 
 身近なことからはじめる 南房総のまちづくり	

https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/event/2017/keikanseminor3.html	

春の南房総に来ていただき､美化活動や花植え､自然体

験､観光振興等の紹介や意見交換から､南房総市の｢良さ｣

｢気づかなかった魅力｣を再発見し､未来へどうに残すか､

諸活動から景観づくりを考える 

南房総市千倉保健ｾﾝﾀｰ	3F ﾎｰﾙ	
(同市	千倉町瀬戸 2705-6)	

県	公園緑地課	

TEL:043-223-3998	要申込	

3.18 日 
10:30~12:45 

(鉄道)保線体験で体験記念証明書がもらえる超

レア企画実現！〜地元の皆様に支えられ創立

100 周年！小湊鐵道で“未来へのレール敷き”		
http://news.onionworld.jp/news/post/60245	

廃線となった里見駅の構外側線(通称｢砂利山線｣)一部で

｢保線作業｣特別体験｡体験修了者に同鐵道｢体験記念証

明書｣発行｡さらに喜動房倶楽部ｵﾘｼﾞﾅﾙのﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄをﾌﾟﾚ

ｾﾞﾝﾄ! お昼は太巻き寿司。料金:大人 2500 円	子供 1800 円 

集：同鐵道	里見駅	

(市原市平野 176-1)	
(一社)市原市観光協会 
TEL:0436-22-8355	要申込	

3.19 月まで 第五次 環境基本計画(案)の公表及び 
本案に対する意見(任意)の募集 

http://www.env.go.jp/press/105147.html 

2 月 28 日､環境大臣より中央環境審議会に環境基本計画

見直しを諮問､同審議会総合政策部会で現在審議中｡これ

までの審議を踏まえ同計画(案)を作成し公表	

詳細は左記 URL 参照	 環境省大臣官房環境計画課 
TEL:03-5521-9265 

3.20 火 
10~12 

公開講座／柏市教育委員会共催 
「柏市の成り立ち」 

http://www.nishogakusha-u.ac.jp/news/?contents_id=890	

高野博夫(同委員会)〜手賀沼は残った(史料にみる柏の歴

史)｣｜松尾政司(元同大)〜八代将軍吉宗と小金牧 
・・あなたの知らない柏の歴史に迫る・・ 

二松學舎大	柏ｷｬﾝﾊﾟｽ	205 教室	

(柏市大井 2590)	
同大	地域連携室	

TEL:04-7191-8753	3/16 迄	

3.21 水まで 太陽光発電	監視システムが無料で使える	

モニター募集	
https://solarjournal.jp/solarpower/22443/	

改正FIT法施行後､太陽光発電O&M(運用&保守)の重要性を

再認識｡その遠隔監視ｼｽﾃﾑは様々で｢実際に使ってみない

と｣の声から SOLAR	JOURNAL では読者ﾓﾆﾀｰ募集	

詳細は左記 URL 参照	 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	

3.21 水祝 
10~15 

第 21 回	春の江戸川カッパ市(出店者募集中)	
松戸ｶﾞﾘﾊﾞｰｼｰﾄ｣で空から松戸を見てみよう!		

http://edogawakurabu.com/index.html	

K-8 でｶｯﾊﾟ｡8 つの K､健康､交流､経済､観光､教育､環境､

危機管理､結婚(婚活)頭文字。松戸市の自然資産江戸川を

有効活用､地域の発展とまちづくりのためのｲﾍﾞﾝﾄ	

松戸市	樋野口水門･川の一里塚	
左記 URL 参照	

同市実行委員会	

TEL:047-330-3450	

3.21 水祝 
13~16 

読本『森里川海大好き!』を広めるシンポジウム 
〜 森･里･川･海のつながりとその恵みの＊ 

http://www.env.go.jp/press/105188.html	

＊重要性を小中学生に伝えるため､学校や環境ｲﾍﾞﾝﾄ等で

の活用読本を制作｡その編集委員､作家・教育関係者から､

この本に込めた思いや今後の展開への期待など紹介 

主婦会館ﾌﾟﾗｻﾞｴﾌ	7F	ｶﾄﾚｱ	
(千代田区六番町 15	7F)	

環境省／(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 
TEL:03-5834-2897	3/19 迄 

3.22 木〜24 土 
10~17 

第 3 回	Japan	Drone	2018	
http://www.japan-drone.com/index.html	

日本 大!	ﾄﾞﾛｰﾝに特化した｢単独開催｣の国際展示

会&ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ。世界のﾄﾞﾛｰﾝｼｰﾝの中心人物の講演も 
幕張ﾒｯｾ	展示ﾎｰﾙ・国際会議場	
(千葉市美浜区中瀬 2-1)		

(一社)日本 UAS 産業振興会	

TEL:03-3512-5672	

3.23 金 
9:30~15:30 

春風を感じて／パート 2	 木下街道沿いを歩き、自然や旧鎌ヶ谷宿、戊辰戦争など

の史跡を探す。午後は醸造酢工場訪問	 (約 7km 歩行)	

集：東武野田線	馬込沢駅前 9:30	

解：新京成線鎌ヶ谷大仏駅 15:30	

印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ	

TEL:0476-47-1455	要申込	

3.24 土 
9:30~11:30 

大堀川で早春の野鳥観察をしよう!	
http://www.na-shimin.org/pdf1/oohori	sousyunn.pdf	

大堀川では季節や時間により様々な野鳥を身近に観

察できます｡どんな野鳥が見られるか楽しみですね!	

集:大堀川水辺公園	遊具広場	

(流山市駒木 62)		

大堀川美しい水辺づくりの会	

TEL:04-7154-9366	
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3.24 土 
15:30~20:30 

ワンダーネイチャー	ムササビに会いに行こう！	
(有料)	

身近な森に住むﾑｻｻﾋﾞの観察会｡野生動物が目の前に現れ

るﾗｲﾌﾞ感｡夜の森を肌で感じます｡他の動物と会えるかも	

高尾山	薬王院〜1 号路〜山麓	

(東京都八王子市高尾町 2177)	

ELFIN 体験共育くらぶ	

TEL:0470-55-8322	要申込	

3.24 土 
16~19 

協働まちづくりｾﾐﾅｰ in 柏｢これからの地域づ

くりに向けた活動による成果の把握手法｣ 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/kyodo/h29/kamagaya180218.html	

鴨崎貴泰(日本ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ協会)〜社会的ｲﾝﾊﾟｸﾄ評価を学ぶ～

自身の市民活動の意義を問い直し､他者と共有できる活

動を目指して〜活動評価入門～社会的ｲﾝﾊﾟｸﾄ評価の今後 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏柏市民交流ｾﾝﾀｰ多目的ｽﾍﾟｰｽ A	

(柏市柏 1-7-1-301	DayOne ﾀﾜｰ 3F)	

	

県	環境生活部県民生活・文化課県民

活動推進班	

TEL:043-223-4147	3/9 迄	

3.25 日 
10~15:30 

H29年度	こどもエコクラブ全国フェスティバル	
http://www.j-ecoclub.jp/topics/info/201802061900.html	

参加ﾒﾝﾊﾞｰが互いの壁新聞や絵日記で活動紹介､企

業の特設ﾌﾞｰｽを見学し､全国の仲間たちと学び交流 
日本科学未来館	

(江東区青海 2-3-6)		

(公財)日本環境協会 
TEL:03-5643-6251	

3.25 日〜27 火 
2 泊 3 日 

里うみ里やま自然体験 
竹で家を作って泊まろう！ 

竹林から切り出した竹で､みんなが寝る家を作ろう!自分

たちで作れるよう形や組み方を考え工夫しよう｡ 
千葉県鋸南町 ELFIN 鋸南ﾍﾞｰｽ	

(鋸南町上佐久間 1110)	

左同	

TEL:0470-55-8322	

3.26 月 
10~12 

こども環境講座「春の自然観察」 
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/mihama/1021382.html	

総合公園のﾋﾞｵﾄｰﾌﾟや春の草花から自然観察｡草花を集

め､ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟではｵﾀﾏｼﾞｬｸｼなど観察､五感で春の訪れ満喫 
浦安市総合公園	(現地集合解散)	

(同市	明海 7-2)	

同市美浜公民館	

TEL:047-352-8811		3/11 迄	

3.28 水〜31 土

10~17 
第 76 回	全日本学生児童発明くふう展	
http://www.koueki.jiii.or.jp/topics/2018/gakusei_jusho.html	

全受賞作品155点､｢ｻｲｴﾝｽ演芸師	善ちゃんのｻｲｴﾝｽｼｮｰ｣､

電子顕微鏡や模倣品など特別展示､日替わりの発明教室	

科学技術館	1F	

(千代田区北の丸公園 2-1)	

(公社)発明協会青少年創造性ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
TEL:03-3502-5434	

3.31 土 
13~16 

マイホームを買う前に聞いて安心講習会 
★ ﾏｲﾎｰﾑ取得は人生設計の重要なｲﾍﾞﾝﾄ＊ 
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/event/ansinkousyu201803.html	

＊かつ大変高額取引でありながら｢学習の機会が少なく､

取引知識が･･･｣が大半｡不動産取引を適正に､後悔しない

ために､取引前にきちんとした知識が大切 

ｱﾐｭｾﾞ柏	
(柏市柏 6-2-22)	

県	建設・不動産業課	

TEL:043-223-3238	申込不要	

3.31 土 
13~16:30 

フォーラム神奈川 2018	

★太陽光発電､売る時代から使う時代へ	
http://www.greenenergy.jp/2678	

来年 11 月､太陽光発電の固定価格買取制度期間 10 年満

了する 初の家庭約45万戸｡以降､毎年約20万戸が制度

対象外。余剰電力を賢く運用時代到来	

横浜市開港記念会館 1F	1 号室	

(横浜市中区日本大通 3	みなとみらい線

｢日本大通り駅｣徒歩 1 分)	

(NPO)太陽光発電所 NW(神奈川)	

TEL:045-810-1470	要申込	
mailto:keitnb@asahi.email.ne.jp	

4.01 日 
9:30~12 

月例ﾃｰﾏ観察会「里山にくらすモグラたち｣	
講師：川田伸一郎(国立科学博物館)	

なかなか出会えないけれど､地面の下にﾓｸﾞﾗがいるが､ど

んな動物?宍塚の里山を歩き知り合いになっちゃおう 
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	

4.07 土､22 日､ 
28 土 9:30~12 

高尾の森自然学校／4 月プログラム	
http://www.7midori.org/takao/program/2018/201804.html	

4/07(土):植物調査隊[第 1 回]｡4/22(日):森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入

門･生きものがすむ森づくり-竹林編[第 5 回]｡4/28(土): 
食べられる野草を学ぼう	

高尾の森自然学校	
(東京都八王子市川町 705-1)	

同校／(一財)ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団	

TEL:042-673-3844	要申込	
各開催日の 1 週間前までに申込み	

4.11 水 
13~18:15 

第 9 回	PV ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰ	
〜	ポスト FIT 時代の太陽光ビジネスを考える	

https://solarjournal.jp/sj-market/21104/	

●再生ｴﾈ事業に詳しい有識者が登壇｡専門的な知識が得

られる!	●各ﾒｰｶｰ新製品やｻｰﾋﾞｽなど市場動向いち早く

ｷｬｯﾁ!	●ｾﾐﾅｰ後ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞﾃﾞｨﾅｰで､ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ!		

ﾎﾃﾙﾒﾙﾊﾟﾙｸ東京	ﾙｰﾑ名:ZUIUN	

(港区	芝公園 2-5-20)	

ｿｰﾗｰｼﾞｬｰﾅﾙ編集部 
TEL:03-3403-3335	要申込 

4.11〜4.18 
毎週水 全 15 回 
15~16:30 

｢生協と社会論｣講座 
・生協社会論･新しい社会の実現を目指して 

大東文化大の正式ｶﾘｷｭﾗﾑですが一般も可  
http://ccij.jp/chinoichiba/index.html	

子育て支援､貧困､食の安全･安心､ｴﾈﾙｷﾞｰ､平和問題な

ど現代の日本社会が抱える問題に､生協が事業や社会活

動を通しどのような取り組みを行っているのか､具体例

交えた実践的内容。受講の資格と注意あり。 

大東文化大	板橋ｷｬﾝﾊﾟｽ	
(板橋区高島平 1-9-1)	

(公財)生協総合研究所	

TEL:03-5216-6025	3/26 まで	
mailto:ccij@jccu.coop	

4.12 木 
13:10~16 

地中熱利用促進協会活動オリエンテーション 
http://www.geohpaj.org/archives/7021	

対象： 近入会者､入会検討者。内容・地中熱利用の現

状と展望・協会活動のご紹介と意見交換・ｽｶｲﾂﾘｰ地域冷

暖房施設見学(地下の地域冷暖房施設のみ) 

集：13:10 東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ｢ｿﾗﾏﾁひろば｣ 
http://www.tokyo-solamachi.jp/floor/1f/	

(NPO)地中熱利用促進協会	

TEL:03-3391-7836	要申込	

4.14 土 
13:30~16 

一般講演会 ｢粒をさぐる･粒でえがく宇宙｣ 
講師：中畑雅行(宇宙線研)・白井智＊ 

http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/public_lectures/	

＊(ｶﾌﾞﾘ数物連携宇宙研究機構)〜宇宙線研究所とｶﾌﾞﾘ数物連携

宇宙研究機構のﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ｡素粒子をとらえる観測実験と､

素粒子を創る加速器実験が描く 前線の宇宙観とは	

ｱﾐｭｾﾞ柏	2F	ｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙ	

(柏市柏 6-2-22)	

東大(ICRR・Kavli	IPMU)	
左記 URL 内から要申込(3/25 まで)	

4.18 水〜20
金 10~17 

第 4 回	国際ドローン展	
〜 物流･輸送､警備･監視､巡視･点検＊	

https://www.jma.or.jp/drone/	

＊､災害対応､計測･観測､農林水産など多岐にわたる産業

分野のﾄﾞﾛｰﾝ(無人航空機)利用に焦点を当て､ﾄﾞﾛｰﾝ本体､

構成技術､産業応用事例まで紹介のｼｮｰ&ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

幕張ﾒｯｾ	
(千葉市美浜区中瀬 2-1)	

(一社)日本能率協会	

TEL:03-6809-2707	
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【農(農林水産)・食・緑・ﾊﾞｲｵﾏｽ・畜産・朝市】NEW：新掲載 
いつ?'18 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	

2.01 木より 千葉県では｢ちば GAP｣制度スタート 
https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/nouyaku/gap.html	

GAP(ｷﾞｬｯﾌﾟ)は｢良い(Good)農業の(Agricultural)実践

(Practice)｣の略で｢農業生産工程管理｣と呼び、食材安

全性向上、環境保全、労働安全確保ほかが目的	

内容詳細は左記 URL 参照	 県	安全農業推進課	

TEL:043-223-2773	

募集中 
NEW 

参加者募集 〜 駅近、手ぶらでらくらく 
体験農園始めませんか？ 

http://www.matsudo-sc.com/orgs/org-0389	

教わりながら野菜作りを体験し､たっぷりの収穫を持ち

帰ることができる｡道具は当農園で用意｡料金:年間 6 万

円(税別)､集合日:主に土曜日午前中､広さ:30 ㎡/区画	

さかい農園	内体験農園	

(松戸市幸谷 606	JR 新松戸駅東口徒歩

3 分)	

同農園	

TEL:047-347-7115	
随時見学会、説明会開催	

募集中 流山市内の体験農園 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002188/1002227/1002229.html	

農園主の指導･管理のもと、一般の方が農園の農作業を

体験(自由作付け市民農園と違います)／ｵｰﾁｬｰﾄﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ

(株)水代果樹園・体験農園 野良・久兵衛体験ﾌｧｰﾑ 

3 農園の詳細は左記 URL 参照	 流山市農業振興課	

TEL:04-7150-6086	

募集中 柏市内の体験農園 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090300/p044276.html	

農家や指導者の指導で野菜づくり体験できる農園｡農機

具の貸出し､種･苗･肥料などは利用料金に含まれるもの

がほとんど｡農作業知識が全くない方も始められる｡ 

8 体験農園と一般市民 2 農園の詳

細は左記 URL 参照	

柏市農政課様	

TEL:04-7167-1143	

3.15 木 
15~ (16:30) 
NEW 

新･JAS 制度説明会	追加開催(東京会場)	

★同法改正により､農林水産品･食品生産､*	
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/180221.html	

*製造だけでなく､保管､輸送､販売なども､商品､技術､取

組をｱﾋﾟｰﾙするﾂｰﾙとして活用可。JAS 規格案紹介し､新規

格を提案･活用手続を､関連予算も含め説明	

農林水産省 7F 共用第 1 会議室	

(千代田区霞が関 1-2-1)		

農水省	食料産業局食品製造課

TEL:03-6744-7182	要申込	
申込は左記 URL 内から	

3.20 火 
13:30~16:45 

農林水産技術会議 
農林水産業イノベーション シンポジウム 

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/180125.html 

人口減少や高齢化が進み､農林水産業の技術革新が喫緊

の課題｡ｹﾞﾉﾑ編集やﾛﾎﾞｯﾄ･AI 等を活用した現場での技術

革新の 新技術活用講演。6 講演と意見交換 

農水省	本館 7F	講堂	

(千代田区霞が関 1-2-1)	

同省	同会議	

TEL:03-3502-8111	3/13 迄	

左記 URL 内から申込み	

3.21 水祝 
13~16:30 
NEW 

公開研究発表会 
〜 食と緑のサイエンス 〜 

http://www.h.chiba-u.jp/contribution/openlecture/index.html	

園芸学部ではどんな研究をしている? 園芸関係 近の話

題は? 大学ではどんな研究をすれば卒業できる ?大学院

って? など、素朴な疑問への回答になるかも 

千葉大	園芸学部	
(松戸市松戸 648(松戸駅徒歩 15 分,ﾀｸ

ｼｰ 5 分)	

同大	学務係	

TEL:047-308-8712	申込不要	

3.22 木〜24 土 
10~17 

第 3 回	Japan	Drone	2018	
http://www.japan-drone.com/index.html	

日本 大!	ﾄﾞﾛｰﾝに特化した｢単独開催｣の国際展示

会&ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ。世界のﾄﾞﾛｰﾝｼｰﾝの中心人物の講演も 
幕張ﾒｯｾ	展示ﾎｰﾙ・国際会議場	

(千葉市美浜区中瀬 2-1)		

(一社)日本 UAS 産業振興会	

TEL:03-3512-5672	

 	 	 	 	

4.21 土 
13:30~16:45 

PV-Net(太陽光発電所 NW)地域ﾌｫｰﾗﾑ in 埼玉 2018	
講演者と演題：1.杉本完蔵(太陽光発電協会)〜	

2019 年問題と太陽光発電の未来＊	

＊2.田中稔(PV-Net 東京)〜日本でも脱炭素革命を起こすに

は･･市民電力の戦略再考｜3.鈴木一郎(非電化地域の人々に蓄

電池をおくる会)〜ﾊﾞｯﾃﾘｰの基礎とﾘﾕｰｽ蓄電池の活用法	

さいたま宇宙劇場 研修室	

(さいたま市大宮区錦町 682-2	JR 大宮駅

西口徒歩 3 分)	

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ(埼玉)	
matsuda-h@jcom.home.ne.jp	

FAX:048-462-0767	要申込	

4.21 土 & 
5.19 土※ 
13:30~15 

105 講座：初級者向け野鳥の楽しみ方(有料)	
・初夏は鳥たちが懸命にさえずる季節｡あなたも

夏鳥のさえずりを楽しんでみませんか	

http://blog.livedoor.jp/stcenter/archives/52069851.html	

野鳥観察の基礎知識や生物と環境の関係を学び､双眼鏡

を扱う｡筑波山探鳥会は､朝､山頂付近と中腹の遊歩道を

歩きながら標高と植生の異なる環境でどんな野鳥が生息

しているか､東南ｱｼﾞｱからの夏鳥を中心に観察 

江戸川大学駒木学習ｾﾝﾀｰ	
(流山市駒木 474)	

※5/19(土)：集：筑波山頂	

同ｾﾝﾀｰ	

TEL:04-7156-7715	4/13 迄	

4.22 日〜
10.07 日 
全 6 日※ 

研究者に会いに行こう！	

対象：小学 3 年〜6 年生	／	(有料)	

※	4/22､5/27､6/17､8/05､9/09､10/07	全日曜日	
http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/index.html	

将来就きたい職業ﾗﾝｷﾝｸﾞ上位の｢研究者｣と触れ合いませ

んか｡東大･千葉大･筑波大の関係者が実験や工作を交え

新科学をわかりやすく紹介｡世界と競う日々の科学の

世界をのぞいてみませんか｡内容詳細は左記 URL 参照	

手作り科学館 Exedra	
(柏市末広町 9	柏駅西口徒歩 5 分)	
空きｱﾊﾟｰﾄ(柏嶋屋荘)を DIY 改修の科学館	

柏の葉ｻｲｴﾝｽｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝﾗﾎﾞ(KSEL)	
ksel.sci_at_gmail.com（"_at_"を@に変え送信)	

要申込	

5.03 木〜05 土 
10~17 

幕張メッセ“どきどき"フリーマーケット 2018	
http://www.makuhari-dokidoki.com/pc/	

日替わりで 1 日約 1,550 店が出店する巨大ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ｡幕

張うまいもん祭り､bayfmｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄなどの様々な企画が	
幕張ﾒｯｾ	国際展示場 1〜8	

(千葉市美浜区中瀬 2-1)	

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会	

TEL:043-296-9211	
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H27 年 12 月 10 日 
航空法改正 
＜参考＞ 

改正航空法施行に伴う無人航空機（ドロー

ン、ラジコン機等）の農業利用ルール 
https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/hiryou/koukuuhoukaisei.html	

これまで水稲等で病害虫防除等に活用されてきた産業用

無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ､ﾄﾞﾛｰﾝ等ﾏﾙﾁｺﾌﾟﾀｰ､ﾗｼﾞｺﾝ機等は､無人航空

機に該当	

内容詳細は左記 URL 参照	 県	安全農業推進課	肥料・農薬班	

TEL:043-223-2888	

3.23 金 
13:30~17  
NEW 

農福連携推進フォーラム 
講演･登壇者:坂本光司(法政大)〜五方良し＊ 

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/180223.html	

＊の社会の実現に向けて	～各当事者の使命と役割～ 
|山森壮太(元気もりもり山森農園)|田村裕之(株)ひなり)|林博文

(NPO ﾋﾟｱﾌｧｰﾑ)|行政報告(H30 年度施策等紹介)	

農林水産省	本館 7F	講堂	
(千代田区霞が関 1-2-1)	

農水省 農村政策部都市農村交流課 
TEL:03-3502-5948	

左記 URL 内から要申込	

3.24 土 
13~16 

国際森林デー2018	みどりの地球を未来へ	

～五感でつなげる世界の輪～	
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/180202.html	

第 1 部	開会式～ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ～(ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ)	

第 2 部	映画｢うみやまあひだ｣上映会､木工教室(ﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ)､留学生との交流会､木材･合板博物館見学会	

木材･合板博物館	

(江東区新木場 1-7-22 新木場ﾀﾜｰ)	

国際森林ﾃﾞｰ 2018 中央行事実行委員

会／(公財)森林文化協会	

TEL:03-5540-7686	

3.28 水 
10~12 NEW 

流山産タケノコを使ったメンマ作り講習会 
対象：流山市内在住者 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002188/1002210/1017278.html	

4 月に 盛期を迎える流山産のﾀｹﾉｺ｡ﾀｹﾉｺご飯･煮物も美

味しいですが､保存法(塩漬)とその調理法(ﾒﾝﾏ)を学び､ﾀ

ｹﾉｺ料理のﾚﾊﾟｰﾄﾘｰを増やしません?	参加費 500 円	

流山市	初石公民館	調理室	

(同市	西初石 4-381-2)	

流山市	農業振興課	

TEL:04-7150-6086 要申込	
	

3.28 水 
19~21 NEW 

賢者に訊く〜藤田和芳x辻井隆行 x関野吉晴	
http://kokucheese.com/event/index/512631/	

ﾃｰﾏ:｢食の安全､衣服の安全｣(有料)・講師:藤田和芳(ｵｲｼｯｸｽﾄﾞ

ｯﾄ大地(株)会長) &辻井隆行(ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ日本支社長)	 
武蔵野美大	三鷹ﾙｰﾑ	
(武蔵野市中町 1-19-3 武蔵野 YS ﾋﾞﾙ 6F)	

地球永住計画	

TEL:080-5019-0153	

3.30 金まで 
NEW 

遺伝子組換えﾀﾞｲｽﾞ､ﾄｳﾓﾛｺｼ､ﾄﾏﾄ及びﾌｧﾚﾉﾌﾟ

ｼｽ(ｺﾁｮｳﾗﾝ)の第一種使用等に関する承認に先

立っての意見募集(ﾊﾟﾌﾞｺﾒ)	
http://www.env.go.jp/press/105194.html	

｢遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様

性の確保に関する法律｣(H15年法律第97号｡以下｢ｶﾙﾀﾍﾅ法｣)

に基づき､遺伝子組換え左記品目農作物の第一種使用等

規程の承認を受ける申請があり、国民からの意見募集	

詳細は左記 URL 参照 環境省自然環境局野生生物課外来生

物対策室	

TEL:03-5521-8344	

3.31 土まで 
NEW 

ながいき村アイガモオーナーズクラブ	 オーナー 
募集(有料)	 期間:H30 年 4 月〜H31 年 3 月 
http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000575.html	

ｱｲｶﾞﾓ農法による自然循環型米づくり｢南部ｱｲｶﾞﾓ農法研

究会｣が募集｡★特典:米(白米 10kg または玄米 11kg)･鴨

肉 2 羽分(生肉または燻製肉(別途加工費要)) 

応募方法等は左記 URL 参照	

右記役場所在地：千葉県長生郡長生村

本郷 1-77	

長生村役場	産業課	

TEL:0475-32-2114	

4.05 木まで 
NEW 

2018 年度｢田んぼの学校｣生徒募集	(有料)	

目的:稲作と稲作に伴う伝統文化を学ぶ食

農教育､里山の自然､田んぼ環境の環境教育	
主催者HP：https://www.kasumigaura.net/ooike/	

特色:･稲作作業と稲作行事に子どもと大人が取組み､協

働の楽しさを｡･種まきから食べるまで稲と関わり､四季

の里山環境と関わり､稲作や自然環境を深く学べる｡	･異

年齢の子ども､大人､家族どうしが学びあい交流	

土浦市宍塚｢ふれあい農園｣入口付近	

約 220m²の水田とその周辺		

	

(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会	

TEL:029-857-3014	要申込	
mailto:abekiyoko@excite.co.jp	

4.12〜7.12 
毎週木 
16:10~17:40 
NEW 

H30 年度	公開講座	(無料)	

〜	次世代園芸産業を考える	〜	
・企業的農園芸経営者,農園芸ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ,＊	

http://www.h.chiba-u.jp/contribution/openlecture/index.html	

＊流通･市場関係者,ﾜｲﾝ事業関係者等を講師に,法人化

の必要性,求められる経営者資質,ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化を睨んだ経

営展開方向,ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略,労務管理,農産物輸出課題,

植物工場ﾋﾞｼﾞﾈｽ,ﾜｲﾝ産業現状と課題等を解説	

千葉大	園芸学部 E 棟 2F 合同講義室	

(松戸市松戸 648	松戸駅徒歩 15 分,ﾀｸ

ｼｰ 5 分)	

同大	学務係	

TEL:047-308-8712	要申込	
mailto:zag8712@office.chiba-u.jp	

4.14 土 
14~15:30 NEW 

企画展｢田んぼ-埼玉､人と水の風景｣講演会 
http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp/?page_id=533	

渡部鮎美(放送大)〜田んぼは米のみにあらず－さまざま

な作物が育つ日本の水田環境	
埼玉県立 歴史と民俗の博物館 
(さいたま市大宮区高鼻町 4-219) 

同館	

TEL:048-645-8171	要申込	

4.17 火 
15~17 NEW 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ＮＷ	第 174 回研究会(有料)	
http://www.npobin.net/apply/	

櫛田豊久(ｱﾐﾀ(株)〜宮城県南三陸町でのﾊﾞｲｵｶﾞｽ事

業と第二のｺﾐｭﾆﾃｨづくりについて(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	

4.18 水〜20 金
10~17 
NEW 

第 4 回	国際ドローン展	
〜 物流･輸送､警備･監視､巡視･点検＊	

https://www.jma.or.jp/drone/	

＊､災害対応､計測･観測､農林水産など多岐にわたる産業

分野のﾄﾞﾛｰﾝ(無人航空機)利用に焦点を当て､ﾄﾞﾛｰﾝ本体､

構成技術､産業応用事例まで紹介のｼｮｰ&ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

幕張ﾒｯｾ	
(千葉市美浜区中瀬 2-1)	

(一社)日本能率協会	

TEL:03-6809-2707	

開設 
('17.6.16〜)	

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	

随時受付中 
NEW 

｢農家｣で働いてみませんか(農業ｻﾎﾟｰﾄ)	
★人手のほしい農家と農家で働いてみた＊	

http://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nougyou/support.html	

＊い市民がそれぞれ条件登録を行い､各自が自分の条件

に合った相手と個別に交渉･契約を行う制度｡登録に必要

な書類は松戸市農政課､同市内 JA 本･支店に	

内容詳細は左記 URL 参照	 松戸市	農政課	

TEL:047-366-7328	



 5 

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。 
1 月〜3 月 
14~15 主に金･

月の不定期開催 

埼玉県農業大学校の直売（冬季）	

★美味しかったと喜んでもらえるから・・	
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0921/event/documents/flyer2018winter.pdf	

きゅうり､ﾄﾏﾄ､いちご､かぶ､こまつな､ほうれんそう､ 
ねぎ､さといも､みずな､ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ､にんじん 他 
※販売日や作柄等により販売品目が異なることあり 

埼玉県農業大学校	

(熊谷市樋春 2010	講堂脇の三角屋根

が目印)		

左同	

TEL：048-501-6845	

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、季節の果物、花卉など 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､草花の苗､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	
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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 
2018 年 1 月更新 

耕作放棄地対策	
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 50,000 円の再生作業助成など	
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?'18 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	

3.09 金まで 
参考情報 

H30 年度｢省ｴﾈﾙｷﾞｰ投資促進に向けた支援補

助金(住宅･ﾋﾞﾙの革新的省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術導入促進事業)｣及

び｢二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

金(ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ(ZEH)化等による住宅における低炭素

化促進事業)｣に係る補助事業者(執行団体)募集	
http://www.env.go.jp/press/105107.html	

現在､日本のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の約 3 割の民生部門(家庭､業

務)のｴﾈﾙｷﾞｰ消費は､産業部門と比較し高い伸びで抜本的

な省ｴﾈﾙｷﾞｰ化と低炭素化推進が喫緊課題。住宅･建築物

におけるﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ化のため､上述 2 事業の執行を

行い､ZEH 普及促進と ZEB 実証事業を支援し､次世代省ｴﾈ

建材や高性能建材を用いた住宅の断熱ﾘﾌｫｰﾑを支援	

内容の詳細は左記 URL 参照	 環境省地球環境局地球温暖化対

策課	

TEL:03-3581-3351	

3.17 土〜 
5.06 日 
NEW 

企画展｢田んぼ -埼玉､人と水の風景-｣ 
〜 有形民俗文化財｢北武蔵の農具｣や＊ 
http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp/?page_id=533	

*｢上尾の摘田･畑作用具｣などの民俗資料から､県内の多

様な田んぼと耕作技術を学び､埋蔵文化財や絵図などの

資料から､人と水が織りなす田んぼ風景を見つめる 

埼玉県立 歴史と民俗の博物館 
(さいたま市大宮区高鼻町 4-219	東武野

田線	大宮公園駅徒歩 5 分) 

同館	

TEL:048-645-8171	

3.18 日まで 
NEW 

en[縁]：アート・オブ・ネクサス―第 15 回	ヴェネ

チア・ビエンナーレ国際建築展日本館帰国展	

〜	ｳﾞｪﾈﾁｱでの展示をﾍﾞｰｽに映像や模型等＊	
https://jp.toto.com/gallerma/ex180124/index.htm	

＊のｵﾘｼﾞﾅﾙ要素を追加､再構成し､出展作家たちのみずみ

ずしい感性からの建築と､ﾋﾞｴﾝﾅｰﾚ以降の取組み紹介｡記

念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑや出展作家ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸでの議論と合わせ､これ

からの時代に建築と建築家が果たす役割を展望 

TOTO	ｷﾞｬﾗﾘｰ･間	
(港区南青山 1-24-3	TOTO 乃木坂ﾋﾞﾙ 3F)	

	

左同	

TEL:03-3402-1010	

3.20 火 17 時

まで 
NEW 

H30 年度	二酸化炭素排出抑制対策事業費等

補助金(ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ(ZEH)化による集合

住宅(低層･中層)における低炭素化促進事業)の

補助事業者(執行団体)募集	
http://www.env.go.jp/press/105106.html	

環境省では､住宅の年間一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量が正味ｾﾞﾛを

目指した住宅(ZEH)普及促進のため､ZEH 基準を満たした

集合住宅の新築･改修を行う事業経費の一部支援「ZEH

化集合住宅(低層･中層)低炭素化促進事業｣を実施､本事

業を行う法人を公募／対象:非営利法人。予算:10 億円	

詳細は左記 URL 参照	 環境省	地球環境局	地球温暖化対策

課	地球温暖化対策事業室	

TEL:03-5521-8355	

	

3.21 水まで 
NEW 

太陽光発電	監視システムが無料で使える	

モニター募集	
https://solarjournal.jp/solarpower/22443/	

改正FIT法施行後､太陽光発電O&M(運用&保守)の重要性を

再認識｡その遠隔監視ｼｽﾃﾑは様々で｢実際に使ってみない

と｣の声から SOLAR	JOURNAL では読者ﾓﾆﾀｰ募集	

詳細は左記 URL 参照	 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	

3.23 金 17 時 
まで NEW 

おいしい飲み方ｼｪｱしよう! ｢ﾏｲﾎﾞﾄﾙ･ﾏｲｶｯ
ﾌﾟ｣でｺﾞｸﾘとおいしいドリンクレシピ募集 

http://www.env.go.jp/press/105133.html	

ﾏｲﾎﾞﾄﾙ･ﾏｲｶｯﾌﾟへの関心を高め､更なる利用促進につなげ

るため､民間事業者が運営するﾚｼﾋﾟｻｲﾄにおいて､｢ﾏｲﾎﾞﾄ

ﾙ･ﾏｲｶｯﾌﾟ｣を活用したおいしいﾄﾞﾘﾝｸﾚｼﾋﾟを幅広く募集 

詳細は左記 URL 参照	 環境省／(一社)環境情報科学ｾﾝﾀｰ 
TEL:03-3265-4000	
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3.25 日まで H29 年度	学習資料展「昔のくらし探検」	
〜	住まう･食べる･着る･くらす･耕す	〜	
http://www.city.matsudo.chiba.jp/m_muse/	

80年ぐらい前の農家にﾀｲﾑﾄﾘｯﾌﾟ!電気も水道もｶﾞｽも無い

台所で､どうやってご飯を炊いたのかな?｢井戸｣｢かまど｣

｢蚊帳(かや)｣って何かな?昔くらし探検隊員になり､いろ

いろな部屋を探検し､昔の道具を使い､ｸｲｽﾞに答える		

松戸市立博物館	

(同市	千駄堀 671)	

同館	

	TEL047-384-7181	

3.30 金 17:30 
まで NEW 

エコライフ・フェア 2018 へのブース出展者(企業･

団体､NGO･NPO 等)募集／開催日:6/2(土)･3(日)	
http://www.env.go.jp/press/105196.html	

｢COOL	CHOICE｣｢都市鉱山からつくる!みんなのﾒﾀﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄ｣｢国立公園満喫ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣｢つなげよう､支えよう森里

川海ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣等､｢気づき｣から｢行動｣へを目指す	

詳細は左記 URL 参照	 環境省／同ﾌｪｱ 2018 運営事務局	

TEL:03-5786-1180	

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	

4.08 日まで 
NEW 

富士山の日記念｢秀景ふるさと富士写真展｣	
https://mtfuji-whc.jp/exhibition-2/	

全国から募集した｢第8回秀景ふるさと富士写真ｺﾝ

ﾃｽﾄ｣の作品 617 点の中から入賞作品を展示	

静岡県	富士山世界遺産ｾﾝﾀｰ	
(同県	富士宮市宮町 5-12)	

同ｾﾝﾀｰ	

TEL:0544-21-3776	

4.13 金まで 
NEW 

ドイツ再生エネ視察ツアー	

☆インターソーラーEUROPE	2018		

(ドイツ・ミュンヘン)	視察ツアー募集	
http://www.jrri.jp	

ｲﾝﾀｰｿｰﾗｰは､世界 大級の太陽光の見本市であるだけで

なく､ 先端の蓄電池ｼｽﾃﾑが集結｡また､ﾄﾞｲﾂで も進ん

だ再生ｴﾈの町の視察も組み込み。期間：6 月 19 日(火)

〜24 日(日)4 泊 6 日。費用：417,000 円	

詳細は左記 URL 内ﾁﾗｼ参照	 JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ	法人営業横浜支店		

TEL:045-316-2376	
視察企画:日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ総合研究

所(JRRI)		

4.22 日まで パネル展 ｢河川敷のいきもの 夜編 ｣ 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=563	

江戸川流頭部の河川敷に見られる草花や昆虫などの夜の

様子について紹介 
県立	関宿城博物館	
(野田市関宿三軒家 143-4)	

同館	

TEL:04-7196-1400	
4.22 日〜 
10.07 日 
全 6 日※ 
NEW 

研究者に会いに行こう！	

対象：小学 3 年〜6 年生	／	(有料)	

※	4/22､5/27､6/17､8/05､9/09､10/07	全日曜日	
http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/index.html	

将来就きたい職業ﾗﾝｷﾝｸﾞ上位の｢研究者｣と触れ合いませ

んか｡東大･千葉大･筑波大の関係者が実験や工作を交え

新科学をわかりやすく紹介｡世界と競い日々の科学の

世界をのぞいてみませんか｡内容詳細は左記 URL 参照	

手作り科学館 Exedra	
(柏市末広町 9	柏駅西口徒歩 5 分)	
空きｱﾊﾟｰﾄ(柏嶋屋荘)を DIY 改修の科学館	

柏の葉ｻｲｴﾝｽｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝﾗﾎﾞ(KSEL)	
ksel.sci_at_gmail.com（"_at_"を@に変え送信)	

要申込	

4.25 水 
17 時 まで 
NEW 

H30年度	持続可能な開発目標(SDGs)を活用し

た地域の環境課題と社会課題を同時解決す

るための民間活動支援事業公募	
http://www.env.go.jp/press/105247.html	

SDGsの理解､具体的な取組方法等が進展していない状況｡

この背景から､地域の環境課題取組を､SDGs活用で他社会

課題取組と統合的に進め､各課題との関係深化､ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞ

ｰ拡大､課題解決の加速化等を進め SDGs への理解を促す	

詳細は左記 URL 参照	 環境省･関東地方環境事務所環境対

策課	

TEL:048-600-0815	

4.28~29 他 
全 5 回土日泊 
NEW 

わいわい子ども塾／宿泊・自然体験(有料)	
対象：小学４年～中学生(全日程参加要)	

http://www.tega.jp/archives/2096	

①つくろう!お友だち!	4月28～②ﾗｰﾄにﾁｬﾚﾝｼﾞしよう!	6

月 9～③	夏休みだｮ!全員集合!	8 月 25〜④秋を感じよ

う!in 東金	10 月 13〜⑤修了式!	12 月 8〜	

県立	手賀の丘少年自然の家	
(柏市泉 1240-1)	

左同	
TEL:04-7191-1923	郵送申込 4/4 迄	

5.06 日まで H29 年度	マリン	サイエンス	ギャラリー	

房総の海の幸	
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60	

房総半島周辺の海は外洋域と内湾域,南部と北部で海洋

環境が大きく異なり多彩な生きものが生息｡海の幸とし

ての生物を中心に,生態や形態的特徴,食文化など紹介 

県立	中央博物館	分館	海の博物館	
(千葉県	勝浦市	吉尾 123)	

同館	

TEL:0470-76-1133	

5.27 日まで 
NEW 

H29 年度	春の展示	

｢ところ変われば備えも変わる	

	あなたの街と自然災害｣	
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1113	

私たちが住む地域の地形地質や昔を景観や地層､歴史資

料､新旧地形図や空中写真から読み解き、過去の災害痕

跡や被害分布を重ね､どのような災害が起こりやすいか

地形模型などに示す 

県立	中央博物館	
(千葉市中央区青葉町 955-2)	

同館	

TEL:043-265-3111	

6.10 日まで 
NEW 

第 71 回	企画展	

変形菌？－ふしぎ？かわいい！森の妖精－	
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/123/index.html	

形や色が多様な変形菌のすがたやその生態だけでなく,
変形菌とほかの生きものとのかかわりや 新技術との接

点など,さまざまな角度から変形菌の魅力を紹介 

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)	

同館	

TEL:0297-38-2000	
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年間・定期・募集・情報提供＆イベント等のコーナー／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 「ちば環境学習応援団」募集	
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/kankyougakushuu/ouendan29.html	

県民､学校､地域団体等の自主的環境学習や環境保全活

動支援のため､講師派遣や施設見学､体験活動などに協力

可能な事業者等を｢ちば環境学習応援団｣に登録し紹介 

募集の詳細は左記 URL 参照	 環境生活部循環型社会推進課環境保

全活動推進班	

TEL:043-223-2760	

年間 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

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＊ 

＊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

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	

6.15 金まで 
NEW 

国連生物多様性の 10 年	

「グリーンウェイブ 2018」実施	
http://www.env.go.jp/press/105099.html	

環境省､農水省､国交省及び国連生物多様性の 10 年日本

委員会は､生物多様性の理解が社会に浸透するよう､植樹

等をきっかけとした広報､教育､普及啓発のため､国内各

地で｢ｸﾞﾘｰﾝｳｪｲﾌﾞ 2018｣への参加と協力を呼びかける	

活動等の詳細は左記 URL 参照	 環境省･(公社)国土緑化推進機構	

TEL:03-3262-8437	

	

6.17 日まで 
NEW 

特別展「人体―神秘への挑戦―」 
★	ﾙﾈｻﾝｽの時代から現代まで続く､人体を＊	

http://jintai2018.jp 

＊理解するための努力の歴史と功績を振り返り､人体の

構造と機能を解説し､ 先端研究でどのように変わりつ

つあるか紹介。注：ﾋﾄの臓器標本展示ｴﾘｱあり 

国立科学博物館	
(台東区上野公園 7-20)	

同館･NHK､NHK ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ､朝日新聞社	

TEL:03-5777-8600(ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ)	

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 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 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)	
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http://www.ceic.info	 場合もあり､事前に必ずご確認を｡ 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	

年間	 (認 NPO)宍塚(ししつか)の自然と歴史の会 
〜	土浦市宍塚に､ため池を中心に雑木林＊	

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

＊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 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

	 いすみ市万木 2050	

TEL:0470-86-5251	
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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	

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	

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 〜★〜☆〜 


