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環境と農のイベント案内	 2014.1.12 号【環境全般・ｴﾈﾙｷﾞｰ・観察会・他】編 (更新:1〜2 回/月)	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 文責：環境と農の広場 / 新美健一郎 
いつ? ’14年 
 月.日.時 

何を? (表題) 
内容の一部含む 

内容は?	 講師[敬称略]	 (所属)〜補足事項	 	 

県:千葉県(他欄含)	 HP:ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(ﾌﾞﾛｸﾞ等含)	 

どこで?(所在地､交通､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	 

1.13 月祝 
10~14 

桧原村ふるさとの森	 〜里山森づく

り体験/竹細工・竹林整備	 

34ha	 の森を再び人と歩める豊かな山林と再	 

生する事業を開始。竹林の手入れと竹利用	 

集:ふるさとの森･管理棟	 

(東京都西多摩郡檜原村本宿 593)	 

(NPO)ﾌｼﾞの森	 

TEL:090-8808-6589	 

1.13 月祝 
13:30~16:30 

福島県立	 光南高校演劇部公演	 
	 ｢この青空は､ほんとの空ってことで
いいですか?	 第二章	 ばらあら､ばら

あ｣	 &	 ｢福島を忘れない｣井戸端会議	 

震災､原発事故｡何もかもが終わったと思った｡未来など

想像	 もできなかった｡そんな中で誕生した｢この青空

は､･･｣｡それ	 は見えない明日を懸命に見いだそうとも

がく高校生たちが､	 夕焼けの空の向こうに小さな明日

のかけらを見いだす物語｡	 (ﾁﾗｼ抜粋)	 大人 1,500 円	 

長生村文化会館ﾎｰﾙ	 
(千葉県長生郡長生村岩沼 2119	 

JR 外房線	 八積駅徒歩 7 分)	 

｢ほんとの空｣上演実行委員会	 

perma.idobata@gmail.com	 

緊急時	 TEL:080-3275-0113	 

1.13 月祝 
14~15:30 

深海生物の不思議いろいろ／有料公開

講座〜科学界のｲﾝﾃﾞｨｰｼﾞｮｰﾝｽﾞこと*	 

*長沼毅(広島大)先生に左記ﾃｰﾏを語っていた	 

だき､講義後質問ｺｰﾅｰで聞いちゃいましょう	 

よみうりｶﾙﾁｬｰ柏	 

(柏市柏 1-1-21	 そごう柏 11F)	 

左同	 

TEL:04-7164-3151	 

1.15 水〜 
17 金 10~18 

第 43 回	 インターネプコン	 ジャパン	 
http://www.nepcon.jp/	 

事前登録以外は有料	 

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ製造･実装製品､技術ｱｼﾞｱ最大専門展 
工場設備ｿﾞｰﾝでは､省ｴﾈ照明･太陽光発電ｼｽﾃ

ﾑ･ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ･蓄熱設備･ｴｺ建材･緑化資材 他 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ	 

(江東区有明 3-11-1)	 

同展事務局	 

TEL:03-3349-8502	 

1.15 水〜 
17 金 10~18 

第 5 回	 EV・HEV	 駆動システム技術展	 
http://www.evjapan.jp	 

電気自動車･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車向け技術が出展 
事前登録以外は有料 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ	 

(江東区有明 3-11-1)	 

同展事務局	 

TEL:03-3349-8502	 

1.15 水〜 
17 金 10~18 

第 4 回	 LED/有機 EL	 照明展	 
http://www.light-expo.jp	 

屋内照明､屋外照明をはじめ､植物工場用 LED	 

などあらゆる照明が出展	 事前登録以外は有料	 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ	 

(江東区有明 3-11-1)	 

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ事務局	 

TEL:03-3349-8502	 

1.16 木 9~ 新春船橋三番瀬探鳥会 ﾐﾔｺﾄﾞﾘ､ｽｽ゙ ｶ゙ ﾓ､ｼｷﾞ類､その他水鳥を期待｡ 集:船橋駅さっちゃん像前 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ TEL:047-447-3590 
1.17 金 
18:30~20:30 

第 4 回	 CUC(千葉商科大)公開講座	 
〜持続可能な環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策を考える	 

柏木孝夫(東京工大) 	 

〜 先進ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 
同大 丸の内ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ 
(千代田区丸の内 3-1-1国際ﾋﾞﾙ 1F) 

同大/詳細は講座 HP 参照	 

TEL:047-373-9751	 

1.18 土
9~15 

里山観察とミニ講演会	 印西の調整池や公園を巡る｡北総花の丘公園多

目的室で昆虫の講演会も｡雨天時はｺｰｽ変更 
集：北総線	 千葉 NT 中央駅	 

9 時	 

印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ	 

TEL：0476-47-1455	 

1.18 土
10~16 

市民活動基礎講座(後期)<1>〜自分の	 
団体の運営はきちんとできていますか ?	 

石井敏則(社保労)〜あなたの知らない労務の世界 
虎岩雅明(ﾄﾗｲﾜｰﾌﾟ)〜PR はできていますか ? 

船橋市勤労市民ｾﾝﾀｰ	 3F	 	 
(船橋市本町 4-19-6)	 

県	 県民交流・文化課	 

TEL:043-223-4133	 

1.18 土 
13~17 

第 7回熊野学ﾌｫｰﾗﾑ	 熊野は0 ｾﾞﾛだああ

ー!〜何事を我に語るや/熊野自然ﾊﾟﾈﾙ展	 

山折哲雄(宗教学者)〜熊野―零からの出発／他:	 

秋吉久美子(女優)･林雅彦(明大)･五鬼助義之	 

明大駿河台ｷｬﾝﾊﾟｽ	 ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓﾝ 3F	 
(JR お茶の水駅	 徒歩 3 分)	 

和歌山県新宮市・明治大学	 

申込先	 TEL:03-3296-4423	 

1.18 土 
13~､15:30~ 

米村でんじろう サイエンスショー 
有料 

科学の不思議や､あっと驚く実験の数々!  
科学っておもしろい! 

印西市文化ﾎｰﾙ	 	 
(同市大森 2535)	 

同ﾎｰﾙ	 	 

TEL:0476-42-8811	 

1.18 土 
13:30~16 

三番瀬ミーティング 
〜県民､住民､漁業､団体から意見を 

箕輪義隆(日本鳥類保護連盟)〜千葉の鵜〜ｶﾜｳとｳ

ﾐｳはどこに?／意見交換会／定員:当日先着順 
市川市行徳公民館	 
(同市末広 1-1-31)	 

県	 環境政策課	 

TEL：043-223-2439	 

1.18 土＆ 
19 日 13~15 

あなたの団体を市民に PR!	 1％支援制

度〜支援を希望する団体への説明会	 

市民活動団体対象に､H26 年度の同制度説明

会｡申請書・ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ配布あり｡個別相談も	 

八千代市役所	 2F 第 1･2 会議室	 
(同市大和田新田 312-5)	 

同市ｺﾐｭﾆﾃｨ推進課	 

TEL：047-483-1151	 
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1.18 土&2.01 
土 14~15:30 

冬の子ども(小学3〜6年)体験教室(全2回)	 

〜わくわくどきどき感動!ｻｲｴﾝｽｷｯｽﾞ	 

山川幸子(北豊島学園)〜1/18:電池を作ろう	 

2/1:煮干しなどの生物のからだを調べてみよう	 

流山市文化会館	 	 
(同市加 1-16-2)	 

同館	 

TEL:04-7158-3462	 要申込	 

1.18 土〜 
2.02 日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 
(昭和の森・・手賀沼) 

最新情報は次の HP 参照	 
http://www.chibawbsj.com/	 

左記 HP 参照	 左記 HP 参照	 

TEL:047-431-3511(土･15~18 時)	 

1.19 日
9:30~ 

スノーシューハイク  
〜 ブナの森と雪原を歩こう／有料 

玉原(たんばら)高原にはﾌﾞﾅの森が､小尾瀬と呼	 

ばれる玉原湿原の冬は雪原｡動物の足跡も	 

集:19 日:たんばらｽﾉｰﾊﾟｰｸ	 

18 日:(前夜泊ｺｰｽあり)	 

ELFIN 体験共育くらぶ	 

TEL:0470-55-8322	 

1.19 日 
9:30~12:30 

自然観察会 
雨天中止 

冬の樹木や野鳥を見よう 集:東武野田線	 清水公園駅西口	 
9:30	 	 

東葛しぜん観察会

TEL:04-7129-6177	 

1.19 日 
13~(3~4h ) 

ﾐﾆ 太陽光発電ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ in 八千代市 
講師:藤野電力／見学歓迎／有料 

持ち物なし､道具は全部用意します!! 
ｷｯﾄ購入者はお車でいらして下さい!! 

八千代市市民会館	 第 6 会議室	 
(同市萱田町 728)	 

船橋電力	 
tama2012555@yahoo.co.jp	 

1.19 日 
14~16 

温暖化学習会&市民発電 PR 	 
〜今さら聞けなかった!地球温暖化入門	 

横畠徳太(国立環境研)〜原因、異常気象との関 
係、人々への影響は?。質疑応答。 

三鷹市市民恊働ｾﾝﾀｰ(同市下連雀

4-17-23	 JR 三鷹駅南口徒歩 15 分)	 
三鷹環境市民連	 

TEL:0422-49-3755	 要申込	 

1.19 日〜 
1.26 日 

千葉県野鳥の会	 〜探鳥会&観察会	 
(谷津干潟・・鶴枝遊水公園)	 

最新情報は次の HP 参照	 
http://www.lares.dti.ne.jp/~t-nzk/	 

左記 HP 参照	 各イベントごとに違います。	 

左記 HP 参照	 

1.23 木 9~ 新春横浜舞岡公園探鳥会 珍鳥ｱﾘｽｲ､ｱｶｹﾞﾗ､ﾔﾏｼｷﾞ等に期待 集:船橋駅さっちゃん像前 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ TEL:047-447-3590 
1.23 木 
10~12:30 

消費者が地域から関わる	 

分散型電力システム(学習会)	 

高橋洋(富士通総研)〜電力ｴﾈﾙｷﾞｰ現状を 3.11 を境

にどう変わったか､再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ拡大状況など 
船橋商工会議所	 5 階会議室	 
(船橋市本町 1−10−10)	 

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉	 広報･環境推進室	 

TEL：047-420-2605	 [1/17 迄]	 

1.24 金 
12:30~ 

第 5 回 地球研東京ｾﾐﾅｰ｢都市は地球の

友達か!?〜地球環境とﾒｶﾞｼﾃｨの過＊ 
＊去･現在･未来｣〜大学教授や建築家らが'20
年の東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに向け､左記ﾃｰﾏを討論｡ 

有楽町朝日ﾎｰﾙ 
(千代田区有楽町 2-5-1)	 

総合地球環境学研究所/HP 参照	 

TEL：075-707-2173[1/22 迄]	 

1.24 金 
14~17:30 

環境大臣賞受賞記念シンポジウム	 

「太陽熱の未来へ」／18 時〜交流会	 

鶴崎敬大(住環境計画研)/多田欣一(岩手	 住田町

長)･神谷洋一(環境省)･三浦大助(都環境局)･他 2 
足立区勤労福祉会館｢綾瀬ﾌﾟﾙﾐｴ｣	 

(同区	 綾瀬 1-34-7-102)	 

(NPO)ｴｺﾛｼﾞｰ夢企画・ぐるっ都	 

TEL：03-3886-6554	 

1.25 土
10~17 

市民活動基礎講座(後期)<2>〜そこが

知りたい!ゼロからの NPO 法人会計	 

豊岡正広(税理士)〜(左記表題に同じ) ・永井智子

(税理士)〜明日から実践できる会計実務 
船橋市勤労市民センター	 3F	 
(船橋市本町 4-19-6)	 

県	 県民交流・文化課	 

TEL:043-223-4133	 

1.25 土
10~17:30 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ元気度ﾁｪｯｸ勉強会&	 

〜	 フォーラム神奈川 2014	 
10 時〜同勉強会／木本昌秀(東大)〜地球温暖化

の最新知見／松浦治美(神奈川県)〜同県施策	 

横浜･万国橋会議ｾﾝﾀｰ 401〜403室	 

(横浜市中区海岸通 4-23)	 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ	 神奈川	 

TEL：045-803-2182	 

1.25 土 
13~16:30 

放射線のギモンにお答えします！！	 
(講演 2 題)	 

高田純(札幌医大)〜世界の核災害現場と福島(仮)	 

大場恭子(東京工大)〜事故による影響をどのように	 

流山商工会議所	 3F ﾎｰﾙ	 

(流鉄線	 流山駅徒歩 2 分)	 

県	 防災政策課(〒260-8667)	 

TEL：043-223-3404	 

1.25 土
13:30~14:30 

家づくり成功術(ｾﾐﾅｰ)6〜快適生活のため

に考えておきたい設備／	 3/23(日)も開催	 

ｴﾈﾙｷﾞｰ視点から4種に分け､照明や暖房､給湯器､ｺﾝ

ﾛまで部屋ごとにﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞで必要な設備選びの基本	 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 3F	 OZONE ﾌﾟﾗｻﾞ	 

(新宿区西新宿 3-7-1	 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ)	 

左同	 

TEL：03-5322-6500	 

1.25 土
13:30~15:30 

菅谷昭氏講演会 〜 放射線から子供

たちを守る、私たちにできること 
現長野県松本市長･医師の同氏､96	 年から	 

5.5 年ﾍﾞﾗﾙｰｼ共和国に滞在｡ﾁｪﾙﾉﾌﾌﾞｲﾘ経験を

市政にも｡諸活動は NHK ﾌﾟﾛｼﾞｪｪｸﾄ Xで紹介	 

流山市南流山ｾﾝﾀｰ	 大ﾎｰﾙ	 	 
(同市南流山 3-3-1	 JR・TX	 南流山	 

駅徒歩 4 分/駐車数少)	 

同講演会実行委員会	 

TEL:04-7159-1011	 事務局	 

申込不要/託児希望は連絡要	 

1.25 土 
13:30~15:30 

かわはく体験教室｢かわｻﾀ自然教室｣ 
〜 かわはくでﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ 

かわはく周辺で野鳥を観察します。 かわはく  
(埼玉県大里郡寄居町小園 39)	 

埼玉県立	 川の博物館	 

TEL:048-581-7333	 申込要	 

    	 



 3 

1.25 土 
13:30~ 

第 178 回 くらしの植物苑観察会 
 申込不要(要入苑料) 

辻誠一郎(東大)〜春を迎えるくらしの植物苑 ･
新春の花々と木々を楽しむ 

同苑 
 (佐倉市 佐倉中学校となり) 

同苑	 	 

TEL:03-5777-8600	 

1.25 土 
14~15:30 

うらやす市民大学〜地球温暖化講演会 
最新成果で解き明かす私達子供達の未来 

江守正多(国立環境研)〜地球温暖化ﾘｽｸ全体像	 

と地球規模ﾘｽｸ管理･IPCC	 第	 5	 次報告は･他	 

うらやす市民大学 受講室 
 (浦安市美浜 3-15-1) 

同大学 http://www.urayasu-cc.com/	 

TEL:047-351-4811	 

1.25 土 
14~17 

20W(太陽光発電)革命ﾜｰｸｼｮｯﾌﾌﾟ/有料	 

・A ｺｰｽ:わくわく体験ｺｰｽ〜50W、*	 

100W､200W ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟへも/10,000 円	 

･B ｺｰｽ:お気軽!!見学&自作ｺｰｽ/1,000 円	 

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 船橋本部 会議室 
(船橋市本町2-1-1船橋ｽｸｴｱ 21	 4F) 

TT つだぬま 	 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ部	 

TEL:090-6307-2060	 

1.25 土 
14~17:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電事業化促進ﾌｫｰﾗﾑ〜森林	 
･ﾊﾞｲｵﾏｽ活かす地域創造と恊働を考える	 

注目専門家から､地域の同発電課題や推進策､燃

料確保､再ｴﾈ生かした地域づくり。登壇者【別記】	 

港区立ｴｺﾌﾟﾗｻﾞ	 1F	 
(港区浜松町 1-13-1)	 

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電事業化促進 WG	 

FAX：044-211-9930[要申込]	 

1.25 土 ※ 
9:30~16 

南房総ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ〜	 里山･里海を歩く

65km の旅〜/※2/1 土､3/21 金〜22 土	 

日本では珍しい海辺ｺｰｽが含まれ､冬も温暖な

気候､高山少ない分､年間誰でも楽しめるｺｰｽ 
大房岬少年自然の家	 
(南房総市富浦多田良 1212-23)	 

左同	 

TEL：0470-33-4561	 

1.26 日 
9:30~ 

市民	 手賀沼探鳥会	 

〜手賀沼の水鳥は数も種類もこの*	 
*時期が一番多く､ｵｽは最も美しくなっている｡

水鳥達をｳｫｯﾁﾝｸﾞしませんか｡暖かい身支度で 
集：手賀沼親水広場(我孫子市高

野山新田 193)水の館玄関前	 9:30	 

我孫子野鳥を守る会	 

TEL：04-7163-7898	 

1.26 日 
10:30~16 

文化発見フェスタ inちば	 	 

〜あつまれ!ちびっこ!ちばっこ!	 

12:30〜/御巫(みかなぎ)由紀(県中央博)〜ﾊﾞﾝｸｽ	 

植物図譜〜ｷｬﾌﾟﾃﾝｸｯｸと旅した植物譜	 展示解説	 

県 文化会館 大ﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ 
(千葉市中央区市場町 11-2) 

県	 文化振興財団	 

TEL:043-222-0077	 

1.26 日 
13:20~16 

第 4 回 景観セミナー 
〜 私たちがつくる景観 

秋田典子(千葉大)〜景観をわかりやすく解説｡

身近な景観を知り､君津の景観づくりを考える	 

君津市地域情報ｾﾝﾀｰ	 視聴覚室	 
(JR 君津駅	 南口徒歩 10 分)	 

県	 公園緑地課	 

TEL：043-223-3279	 [1/17 迄]	 

1.27 月 
16~18 

第５回	 マッチングメッセ	 
(環境恊働創造市交流会）	 

創造市参加団体が内外の方々と､より交流を深

めﾏｯﾁﾝｸﾞ促進｡	 http://kanpachiba.com/hiroba/?p=1858	 

きぼｰる 15F 多目的室	 (千葉市科

学館､同市中央区中央 4-5-1)	 

ｴｺﾒｯｾ事務局	 

TEL:080-5374-0019	 

1.28 火 
13:30~16 

バイオマス利活用研修会	 左記に関する企業や市町村の取組み事例紹介 千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ(Qiball13F)	 

(京成線千葉中央駅徒歩 5 分)	 

県	 資源循環推進課	 

TEL：043-223-2656	 [1/20 迄]	 http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/biomass/sympo/h2601_biomass.html 
1.29 水
10~17 

首都圏・西部“いい川”づくり研修会 
〜都市の洪水対策と多自然川づくり 

知花武佳(東大)〜都西部の河川特性／神谷博 
(都野川流域連)〜野川での取組み 40 年／他 

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝ

ﾀｰ (小田急線	 参宮橋駅徒歩 5 分) 
(NPO)全国水環境交流会	 

TEL:03-3408-2466	 

1.29 水〜 
31 金 10~17 

InterAqua	 2014	 第	 5	 回国際水ｿﾘｭｰｼ

ｮﾝ総合展	 http://www.interaqua.jp	 

水の最新技術を一堂に集めるｳｫｰﾀｰ･ｿﾘｭｰ ｼｮﾝ
国際総合展示会・事前登録以外は有料 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 
(江東区有明 3-11-1)	 

(株)ICS ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ	 

TEL:03-3219-3564	 

1.29 水〜 
31 金 10~17 

ENEX2014	 第 38 回地球環境とｴﾈﾙｷﾞｰ

の調和展 	 http://www.low-cf.jp	 

工場､ﾋﾞﾙ･ｵﾌｨｽ､住宅向けの省ｴﾈ･節電の総合	 

展示会	 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 
(江東区有明 3-11-1)	 

省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ	 

TEL:03-3219-3564	 

1.29 水〜 
31 金 10~17 

Smart	 Energy	 Japan	 2014	 
http://www.low-cf.jp	 

創ｴﾈ､蓄ｴﾈ､ICT	 技術を活用し､ｴﾈﾙｷﾞｰ利用のｽ	 

ﾏｰﾄ化を図る専門展	 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 
(江東区有明 3-11-1)	 

(株)ICS ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ	 

TEL:03-3219-3564	 

1.30 木 
10~12 

かもめのクリーンアップ 
小雨決行 

奇数月 30 日の年 6 回、海辺のｺﾞﾐ拾いをする

ことで私たちの暮らし･環境問題を考えます	 

千葉港ﾎﾟｰﾄﾊﾟｰｸ 
(千葉市中央区中央港 1)	 

かもめのｸﾘｰﾝ隊	 

TEL：043-248-1332	 

2.01 土 
13~16 

ﾌｪﾉﾛｼﾞｰ基礎講座 〜 樹木の生長と自 
然の移り変わりを 1 年通して観察 

八田洋章(同園) 〜 樹形を決める諸要素 筑波実験植物園 
(つくば市天久保 4-1-1)	 

同園	 

TEL:029-851-5159	 

2.01 土 
13:30~16 

県環境研究ｾﾝﾀｰ	 平成 25 年度	 第 6 回	 

公開講座	 〜	 同ｾﾝﾀｰ若手研究員講演	 
小規模事業場排水の水質改善/九十九里浜の天

然ｶﾞｽ(上ｶﾞｽ)湧出する潮溜まり白濁現象/他	 

県消費者ｾﾝﾀｰ	 2 階研修ﾎｰﾙ	 
(船橋市高瀬町 66-18)	 

同研究ｾﾝﾀｰ企画情報室	 

TEL：0436-24-5309	 
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2.01 土 
14~16 

温暖化学習会&市民発電 PR 〜	 今さ

ら聞けなかった!地球温暖化入門	 

横畠徳太(国立環境研)〜原因、異常気象との関 
係、人々への影響は?。質疑応答。要申込 

あんさんぶる荻窪 (JR 荻窪駅西口

線路沿い徒歩 3 分) 
杉並区､杉並･地域ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会	 

TEL:03-3312-2111 内線 3735	 	 

2.02 日 
9~ 

さとやま観察会  
〜 大人の遠足:宍塚(ししつか)大池 

(土浦市宍塚)宍塚大池の自然を楽しみます 集:	 東武野田線・TX 線	 

流山おおたかの森駅ｺﾝｺｰｽ	 

(NPO)NPO さとやま	 
jimukyoku@nposatoyama.com	 

2.07 金
10~17 

首都圏・東部“いい川”づくり研修

会	 〜	 都市河川の多自然川づくり	 

県土整備部〜県の東京湾岸河川特性	 金澤光

(埼玉県環境科学国際ｾﾝﾀｰ)〜同県河川環境	 

国交省関東地方整備局	 会議室	 
(JR 線さいたま新都心駅	 徒歩 5 分)	 

(NPO)全国水環境交流会	 

TEL:03-3408-2466	 

2.08 土 
8:30~11:30 

水辺の鳥の観察	 水辺にはどんな鳥が?	 観察に行きましょう	 

観察場所:夷隅川河口周辺	 

集:いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ	 

(いすみ市万木 2050)	 

同ｾﾝﾀｰ	 	 

TEL:0470-86-5251	 

2.08 土 
9~12 

冬の野鳥観察会(白井市平塚) 	 

〜	 農水省「食と地域交流促進事業」	 

河邉久男(環境省鳥類標識員)〜(白井市)平塚地	 区

の野鳥観察を講師の案内で/予約要	 

集:9 時	 平塚の里ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ	 
(旧平塚分校隣り)	 

白井市平塚田園自然再生活用事業	 
TEL:047-404-3298 月水土 10~15	 

2.08 土
10:30~17 

戦略的に事業を進めるための力をつける	 

NPO・社会起業	 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ講座/有料	 
長浜洋二(NPOﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研)〜事業内容が地域の課

題解決に繋がっています？地域社会に役立つ	 

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽはあもにい(千葉市緑区

土気町 1727-4	 JR 土気駅徒歩 2 分)	 

(NPO)NPO ｸﾗﾌﾞ	 

TEL：043-303-1688	 

2.08 土
13~16:30 

｢関東 ESD 学びあいフォーラム｣	 

〜	 講演：｢なぜ今､ESD 環境教育が＊	 

*必要か?	 どうすれば実践できるか?〜ESDのﾎﾟ

ｲﾝﾄ｣/分科会:話題提供者からの事例紹介 他	 

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	 ｺｽﾓｽ青山 B1F)	 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｵﾌｨｽ	 

TEL：03-3406-5180	 

2.08 土 
13:45~15:50 

第 5 回景観ｾﾐﾅｰ	 〜景観づくりと色彩	 
まちの色・にぎわいの色・木更津の色	 

吉田槇悟(武蔵野美大)〜環境色彩･色彩地理学･

地方色､地域の特徴的色彩からの景観づくり	 

木更津市中央公民館	 
(同市中央 1-15-4)	 

県	 公園緑地課	 

TEL：043-223-3279	 [2/3 迄]	 

2.08 土 
14~15:30 

うらやす市民大学〜地球温暖化講演会	 
最新成果で解き明かす私達子供達の未来	 

花崎直太(国立環境研)〜地球温暖化がおよぼ	 

す水資源と食料(農業、漁業)への影響	 

うらやす市民大学	 受講室	 
	 (浦安市美浜 3-15-1)	 

同大学 http://www.urayasu-cc.com/	 

TEL:047-351-4811	 

2.08 土 
14:30~16:30 

NPO こだいらｿｰﾗｰ設立 1 周年記念ﾌｫｰﾗﾑ	 

〜	 温暖化学習会&市民発電 PR	 
藤森涼子(気象ｷｬｽﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ)	 

〜気象予報士に聞く! 異常気象と地球温暖化	 

小平市中央公民館	 地下和室	 
(同市小川町 2-1325)	 

(NPO)こだいらｿｰﾗｰ	 

TEL：042-467-2861	 

2.09 日 
9~12:20 

オーイ冬鳥くん	 参加者募集中	 

〜	 手賀の丘公園から手賀沼まで､＊	 

＊林･水田･畑地･ﾖｼ原･水面､さまざまな環境を

巡りながら､いろいろな鳥を観察。	 

集：8:45 までに鳥の博物館	 	 

駐車場	 

同館	 

TEL：04-7185-2212	 

2.09 日 
9:30~12 

ﾐﾆ	 フリーマーケット出店者募集	 

対象：柏市民の非営利ｻｰｸﾙ･家族	 

約 30 区画｡衣類･雑貨･古本(危険品､食品､薬､植物

など不可)｡参加費 500 円｡自転車当たるｴｺｸｲｽﾞ	 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館	 
(柏市十余二 348-202)	 

同館	 

TEL：04-7199-5082[1/21 迄]	 

2.12 水 
13:30~15:30 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ学習会	 第 79 回省ｴﾈ市民会議	 

〜FANCL(ﾌｧﾝｹﾙ社)環境活動と工場見学	 

・奥様、女性の参加歓迎	 

小倉悦子(同社)〜同社の環境活動｢家族で三文

の徳	 大作戦｣(H25年度	 地球温暖化防止活動	 環境

大臣賞)を学習。！無添加化粧品お土産付き！	 

(株)ﾌｧﾝｹﾙ美健	 千葉工場	 
(流山市西深井字大堺 1028-5)	 

集：12:40 東武線	 運河駅改札前	 

温暖化防止ながれやま	 

TEL：04-7155-1073	 [2/4 迄]	 
best.ecohouse@gmail.com	 

2.14 金 
13~16 

ビオトープ実地講座	 (講演･見学)	 
〜維持管理などで悩んでいませんか?	 	 

田邊龍太(日本生態系協会)〜ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ維持管理上

の問題と解決方法／金子謙一(市川自然博物館) 
市川自然博物館・市川市動植物園

自然観察園	 (同市大町 284)	 

県	 環境生活部自然保護課	 

TEL：043-265-3601	 

2.14 金 
18:30~20:30 

第 5 回	 CUC(千葉商科大)公開講座	 
〜持続可能な環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策を考える	 

鮎川ゆりか(同大、WWW ｼﾞｬﾊﾟﾝ) 	 

〜 環境エネルギー政策、世界の潮流 
同大 丸の内ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ 
(千代田区丸の内 3-1-1国際ﾋﾞﾙ 1F) 

同大/詳細は講座 HP 参照	 

TEL:047-373-9751	 

2.16 日 
13:30~16:30 

海辺の楽しみ方シンポ in 浦安	 
〜 三番瀬を中心とした浦安の海辺	 

宮崎清(千葉大)／古川恵太(横浜国大)	 

http://urashizen.seesaa.net/category/242271-1.html	 

浦安市高洲公民館 
(同市高洲 5-3-2)	 

浦安自然まるごと探検隊	 

urayasu@cn.main.jp	 [2/12 迄]	 

2.26 水〜 
28 金 10~18 

環境・エネルギー・太陽光&風力発電・

蓄電・エコハウスなど各種展示会	 
(詳細は次回掲載)	 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1)	 

(次回掲載)	 
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【農林水産・畜産・食・緑・バイオマス・朝市】編 
いつ 14	 年	 
月.日.時	 

何を(表題)	 

内容の一部を含む	 

内容、講師等	 (敬称略)、補足 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	 

土日祭日 
10:30 ~,14~ 

〜ジャム作り教室〜	 
八千代産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰでｼﾞｬﾑ作り	 

市内農家･農産物加工ﾏｲｽﾀｰのお母さんと一緒

に､自分好みのｼﾞｬﾑを作ります。600 円／人	 

やちよ農業交流ｾﾝﾀｰ調理実習室	 
(八千代市島田 2076/道の駅対岸)	 

同ｾﾝﾀｰ	 

TEL：047-406-4778	 

1.18 土 
10~14 

そばうち体験	 

対象:中学生以上	 参加費:1000 円	 

そばを自分で打ち､皆で味わいましょう｡持ち

物：ﾎﾞｳﾙ(30cm 以上)､割烹着､頭巾､ﾀｵﾙ､他 
同ｾﾝﾀｰ集合後､別会場に移動	 
(いすみ市万木 2050)	 

いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ	 

TEL:0470-86-5251	 

1.18 土 
13:30~16 

第	 38	 回	 白井環境講座｢体験農園｣の

すすめ―私の実践から	 

桜井勝子(さくら農園主)〜07 年 3月､都市農業で

生き残るのはこの方法しか､33 平米､52 区画	 

白井市保健福祉ｾﾝﾀｰ 
(北総線	 白井駅徒歩 10 分)  

白井市平塚田園自然再生活用協議

会	 TEL:047-404-3298しろい環境塾	 

1.21 火 
13:30~ 

つながる 広がる ちばの食育情報交換会 
~ 子どもたちの育ちを支える食育 

事例発表 3 件､5 名によるﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ	 
http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/event.html	 

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ	 2 階	 	 
(JR 千葉駅徒歩 8 分)	 

県農林水産部安全農業推進課	 

TEL:043-223-3092	 

1.22 水 
10~12	 ※	 

トラクター運転技術安全講習会	 

(※:雨天時は翌	 23	 日)	 

海老原進(えびちゃん農園主)〜野菜栽培など農業 
に関心のある方を募集 

集:平塚の里ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ 10 時	 

(白井市平塚､延命寺北側 200m)	 

白井市平塚田園自然再生活用協議

会 TEL:047-404-3298 しろい環境塾 
1.24 金 
13:30~17 

「有機農業の明日を語る会」 
〜 有機農業推進法成立後 7 年目､* 

*その基本方針見直し中｡同農業発展のため､情

勢把握､どう位置づけ役立てるかなど意見交換	 

参議院議員会館 1F101 室	 
(S 有楽町線	 永田町駅徒歩 4 分)	 

さんぶ野菜ﾈｯﾄﾜｰｸ	 

TEL：080-2208-2525	 

1.24 金& 
25 土 13:30~ 

食を楽しむ教室〜手作り味噌にﾁｬﾚﾝ

ｼﾞ 講師:公園ｽﾀｯﾌ(みそｿﾑﾘｴ) 
冬は味噌仕込みに最適。市販品にない深い味	 

や香りを楽しみ、2.5kg	 出来上がり。	 2,000	 円	 

県立	 北総花の丘公園	 
	 (印西市原山 1-12-1)	 

同園	 

TEL:0476-47-4030	 要申込	 

1.25 土 
13:30~15:30 

公園で体験してみよう!  
〜 緑の教室 〜 

中村利一(緑の相談員) 	 

〜 ﾌﾞﾙｰべﾘｰの育て方(苗木つき) 
青葉の森公園  
(千葉市中央区青葉町 977-1)	 

同公園	 緑の相談所	 

TEL:043-208-1510	 要申込	 

1.26 日 
13:30~15:30 

緑の教室 〜 家庭菜園の農薬と肥料

の使い方 
吉村孝(緑の相談員)〜農薬・肥料を適切に使っ 
ていますか?正しい知識で賢く使いましょう 

県立	 北総花の丘公園	 
	 (印西市原山 1-12-1)	 

同園	 

TEL:0476-47-4030	 要申込	 

1.28 火& 
2.04 火 9:30~ 

食からはじめる健康づくり講座 
「野菜たっぷりバランスアップ」 

野菜たっぷりで栄養ﾊ゙ﾗﾝｽよい食事を学ぶ｡ 
お口のｹｱ･こころの健康なども｡ 

八千代市保健センター 
(同市ゆりのき台 2−10) 

同市健康づくり課	 

TEL:047-483-4646	 要申込	 

1.29 水 
15:30~17:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 132 回研究会 
http://www.npobin.net/apply/【参考書】 

小島健一郎(ﾍﾟﾚｯﾄｸﾗﾌﾞ)〜森林ﾊﾞｲｵﾏｽのｴﾈﾙｷﾞｰ 
利用の考え方〜熱と電気､ﾁｯﾌﾟ･ﾍﾟﾚｯﾄ･薪 

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

(NPO)	 同ﾈｯﾄﾜｰｸ	 

TEL:047-389-1552	 

2.08 土 
13:30~15:30 

公園で体験してみよう!  
〜 緑の教室 〜 

中村利一(緑の相談員)  
〜 野菜の作付け計画と畑の準備 

青葉の森公園  
(千葉市中央区青葉町 977-1)	 

同公園	 緑の相談所	 

TEL:043-208-1510	 要申込	 

2.13 木 
10~14 

太巻き寿司教室	 (保育あり)	 
流山のおいしいお米でお寿司をつくろう！	 

房総の郷土料理として親しまれ､見てきれい､

食べて美味しい太巻き寿司に挑戦しませんか	 

流山市	 (1)北部公民館(2)初石

公民館(3)南流山ｾﾝﾀｰ	 

同市農政課	 

TEL：04-7150-6086	 

受付中 食品などの放射性物質検査(無料)	 

対象:流山市内在住者	 

対象品目:市内で消費される食品・飲料物	 (自

家菜園、井戸水含む)	 	 ※土壌は対象外	 

予約:消費生活放射能検査室	 

TEL:04-7158-7878	 

流山市	 ｺﾐｭﾆﾃｨ課	 

TEL:04-7150-6076	 

以下【朝市・露店市・市場・援農・就農・農業研修・農学・農園・農林地 情報】   
2.08 土 
9~11 

ふなばし朝市〜定期開催(全て土曜) 新鮮でおいしい船橋産野菜や、船橋漁港で水 
揚げされた魚介類など販売 

船橋大神宮駐車場  
(京成線大神宮下駅徒歩 3 分)	 

同朝市委員会	 

TEL:047-436-2472	 事務局	 
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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	 
月〜土[通年] 
8:45〜11:45 

同上 同上 東葛病院駐車場  
(同市下花輪 409) 

同上 

毎週土 
8:45〜9:45 

コスモス会 ふれあい朝市(通年) 同上 ｵﾘｴﾋﾞ駐車場	 
(同市松ヶ丘 3-280)	 

同会	 TEL:04-7144-2820	 

第 1･3 日曜 
8〜15 

長全寺門前市 (荒天中止) 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	 

第 1~4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 
【第 1・3 土曜は野菜のみ】 

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 HP を	 

運河水辺公園 
 (東武野田線運河駅 徒歩 2 分) 

利根運河交流館	 

TEL:04-7153-8555	 

第 2 土曜 
8~12 

市民の台所・柏市場〜 どなたでも 
ご利用できます〜 市民感謝デー  

食肉･海産物･乾物･海苔･お茶･卵焼き･鶏卵･ 
漬物･佃煮･惣菜･野菜･つまもの･お米･他 

柏市場	 	 

(柏市若柴 69-1)	 

柏市場総合卸協同組合	 

TEL:04-7133-3131	 

通年 ｢ちば食育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｣募集 〜学校や
地域で食や農業体験受入れ等 

食生活改善、地産地消、食品流通、農林水産 
業、同加工、他/資格:県内在住・在勤 

http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/sho

kui	 ku/volunteer/volunteer-bosyu.html	 
県	 安全農業推進課	 

TEL:043-223-3092	 

随時 流山市アグリサポート(援農制度)登 
録 

農作業を手伝ってほしい農家と手伝いした い
市民が登録し条件が合った時に契約 

同市	 産業振興部	 農政課	 

	 (同市平和台 1-1-1)	 

同課	 

TEL:04-7150-6086	 

 
開催・募集・通知 [ NEW:新掲載 ] 
いつ‘14 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 

毎月第 4 水

曜日 NEW 
認定NPO法人取得をお考えの皆様へ	 

認定 NPO 法人説明会／参加費無料	 

2012年4月の法改正で認定要件緩和｡基礎から

認定取得のﾒﾘｯﾄや義務､押えておくﾎﾟｲﾝﾄなど	 

県	 県民活動情報ｵﾌｨｽ	 (千葉市

中央区市場町 1-1	 県庁本庁舎 2F)	 

同ｵﾌｨｽ	 

TEL：043-223-4145[申込要]	 

随時 NPOなどの非営利市民団体の皆さま

へ	 ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ(37.5m²)無料貸出し	 
利用時間:10〜20 時(土日祝は 18 時迄)	 

各種ｾﾐﾅｰやｲﾍﾞﾝﾄ､ｷﾞｬﾗﾘｰ､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞなど､ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾀｰ等無料の多目的ﾌﾘｰｽぺｰｽ｡予約可	 
http://www.promise-plaza.com/plaza/detail/chiba#ac-space	 

JR 千葉駅東口徒歩 6 分	 
(千葉市中央区富士見 2-8-14)	 

SMBC ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ(株)	 

ﾌﾟﾛﾐｽ千葉お客様ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｻﾞ

TEL:043-224-4721	 

随時 
募集中 

太陽光発電(PV)ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ登録者〜設置可能な土地･屋根の所有者と PV 事業者〜

PV 設備導入拡大のため､同設備*が協議とその促進のための参加者を募集	 
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/solar-business_matching.html	 

貸付期間:概ね 20 年間	 屋根面積:

概ね 150m²以上	 詳細:左記 HP 参照	 

千葉市環境保全課	 

TEL:043-245-5199	 

実施中 H25 年度国庫補助事業 	 

〜	 廃食用油のリサイクル	 

家庭や事業者が使った食用油、賞味消費期限 
切れの植物油の回収。右記他 3団体で構成 

(NPO)ちば食用油ﾘｻｲｸﾙ推進ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ ECO ｼﾅｼﾞｰ(柏市五條谷 450-5)	 

(幹事団体)千葉県環境財団	 

TEL:043-246-2180	 

1.13 月祝 
まで 

第67回	 鳥博企画展/第10回	 友の会展	 

ここへ行けば野鳥に会える	 

手賀沼周辺の探鳥地&ﾜｸﾜｸ友の会ﾗｲﾌ｡	 鳥絵同

好会、友の会探鳥会、鳥凧動向会、他	 

我孫子市	 鳥の博物館	 2F	 (同市

高野山	 234-3)	 

同館	 

TEL:04-7185-2212	 
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1.15 水 
まで 

2014 年度｢東京ｶﾞｽ環境おうえん基金｣

助成募集〜	 対象:省ｴﾈ･再生ｴﾈ	 *	 

*利用､資源再利用･廃棄物削減､生物多様性	 

保全､環境配慮ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ促進､環境教育支援	 

http://www.jeas.or.jp/activ/p	 

rom_02_00.html	 

日本環境協会同基金事務局	 

TEL:03-5643-6262	 

1.16 木 
まで 

<2014 年>中央ろうきん助成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	 

応援します!個性が輝く“ひと･ま

ち･くらし”づくり	 

対象 1)ひとづくり:未来担う子供や若者達の自

立地域活動/2)まちづくり:生活の場の自然や歴

史を生かした地域環境活動/3)くらしづくり:(略) 

〒101-0062	 千代田区神田駿河

台 2-5	 中央労金総合企画部内	 
(以下右記)	 

中央ろうきん社会貢献基金	 

TEL:0120-86-6956	 
http://chuo.rokin.com/	 

1.26日ま
で 

くらしの植物苑特別企画〜伝統の植物 
 〜 冬の華・サザンカ 〜 

ｻｻﾞﾝｶは日本を原産地とし､ﾂﾊﾞｷとともに冬枯

れの季節に庭を彩る数少ない植物 
同苑	 
 (佐倉市	 佐倉中学校となり)	 

同苑	 	 

TEL:03-5777-8600	 

1.31 金 
まで NEW 

柏たなか駅周辺で"農のある暮らし"	 

「農業体験農園」入園者募集	 

｢ｼﾞｮｲ･ﾌｧｰﾑ岡田｣+｢四季彩菜ｸﾗﾌﾞ高妻｣約10区

画｡入園料:43,000 円/年。3/1〜翌年 1/31 迄	 

柏市小青田地区・30 ㎡/区画	 
http://kashiwatanaka.net/exec/boshu2014.html	 

環境ｺﾝﾋﾞﾆｽﾃｰｼｮﾝ	 

TEL：04-7157-2861	 

1.31 金 
���必着 

第	 9	 回｢食育推進全国大会〜しあわ

せ信州食育ﾌｪｽﾀ 2014｣出展者募集	 

開催日:H26 年 6 月 21〜22 日/場所:ｴﾑｳｪｰﾌﾞ(長

野市)/	 詳細:http://www.syokuiku2014.jp	 

右記社同ﾌｪｽﾀ担当宛	 
syuttn@syokuiku2014.jp	 

(株)共立ﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ	 

TEL:026-238-8860	 

1.31 金 
消印有効 

ふなばし市民大学校/4 月〜翌年 3 月〜

環境含むﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門(1)･園芸(2)･他	 
(1)日時:木曜 14〜16 時/福祉･国際交流	 他	 	 

(2)日時:木曜 10〜16 時/野菜･草花栽培	 

(1)同校(船橋市市場	 2-6-1)	 	 

(2)船橋市ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ公園	 他	 

同校/対象:船橋市民	 

TEL:047-460-6311	 

1.31 金 
消印有効 

第 56 回水道週間ﾎﾟｽﾀｰ･標語ｺﾝｸｰﾙ作 
品募集〜水の大切さ有効利用を表現 

ﾎﾟｽﾀｰ:38cm×54cm 画用紙(幼児を除き標語入)	 

標語:ﾊｶﾞｷ 1 枚 1点｡幼児から一般まで 5 部門	 

〒262-8512(住所不要)	 千葉県	 

水道局管理部総務企画課*	 

*ﾎﾟｽﾀｰ･標語ｺﾝｸｰﾙ係	 

TEL:043-211-8365	 

2.02 日 
まで 

かわはくｽﾛｰﾌﾟ展〜ｱｼﾞｱの川の源流ﾋﾏ

ﾗﾔ･ﾌﾞｰﾀﾝ〜その自然と人々のくらし	 

ﾋﾏﾗﾔ山脈東南部の王国ﾌﾞｰﾀﾝ｡厳しい自然とそ

こに暮らす国民総幸福度高い人々を紹介	 

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	 

2.12 水 
まで NEW 

H26 年度地球環境基金助成金募集	 助成区分:入門､一般､特別(復興支援含む)	 〒212-8554 川崎市幸区大宮町

1310	 ﾐｭｰｻﾞ川崎ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 8F	 *	 

*(独)環境再生保全機構/HP 参照	 

TEL：044-520-9505	 http://kanpachiba.com/hiroba/wp-content/uploads/dd6c23dbe316118dac4ec9a4e42f7f37.pdf	 

2.14 金 
まで 

H25 年度千葉市住宅用省ｴﾈﾙｷﾞｰ S(S:	 

ｼｽﾃﾑ)設置費助成事業／対象機器右記	 
家庭用燃料電池S(ｴﾈﾌｧｰﾑ)/定置用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電S/ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ管理 S/電気自動車充給電 S/地中熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ S	 
同市環境局環境保全部環境保

全	 課温暖化対策室/詳細は	 

左記 HP	 (同市中央区千葉港 1-1)	 

左同	 

TEL:043-245-5199	 
kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp	 http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/energy-saving-system.html 

2.23日まで 
9~17 

うんがいい!スケッチ展	 
「安池和也	 細密画展」	 

草花や木､葉を丹念に細かく見て描いた植物の

細密画圧巻作品 12 点を展示。【参考書】参照	 

利根運河交流館 
(東武野田線 運河駅徒歩 5 分) 

同館	 	 

TEL:04-7153-8555	 

2.28 金 
まで 

H25 年度(我孫子市)住宅用太陽光発電

ｼｽﾃﾑ設置費補助金申請	 

2万円/kW(最大 3.5kW	 7万円),H26年 3月 20日

まで工事完了。設置済み・工事中は対象外	 

我孫子市役所手賀沼課	 

[予算枠優先]	 

左同	 

TEL:04-7185-1111	 内線 468	 

3.07 金 
必着 

ながれやま節電ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2013・冬 〜
節電で“ながぽん”500 ﾎﾟｲﾝﾄｹﾞｯﾄ 

12 月〜2 月の期間、前年同月比 10%以上の節電

(ひと月も可)に挑戦。抽選で 459 世帯へ	 

〒270-0192	 流山市役所環境政	 

策課へ冬用応募用紙を提出	 

同課/詳細は同課 HP 参照	 

TEL:04-7150-6083	 

3.14 月 
まで 

第 63 回	 全国農業｢ｺﾝｸｰﾙ｣参加要領	 資格:個別農家/協業経営及び協業組織/他	 

部門:種芸・養蚕/園芸/畜産/複合/生活	 

所定用紙を普及指導員など通	 

じ各都道府県農ｺﾝ担当課へ	 

毎日新聞大坂本社農ｺﾝ事務局	 

TEL:06-6346-8407	 

3.14 月 
まで 

H25 年度住宅用省ｴﾈ設備補助金・対象

機器(S:ｼｽﾃﾑ)[上限]:家庭用燃料電*	 
*池 S(ｴﾈﾌｧｰﾑ)[10 万円]/定置ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電 S[前同]/ｴ

ﾈﾙｷﾞｰ管理 S[1 万円]/電気自動車充給電 S[5 万円]	 

流山市環境政策課/補助条件あり 同課	 	 

TEL:04-7150-6083	 

3.23 日 
まで 

(八千代市)野鳥観察室の開放	 

時間:9〜16 時(第 2･4 日曜は 15 時迄)	 

対象:小学生以上(小中学生は保護者同伴)	 	 

※土曜、第 1・3・5	 日曜、祝日は休館	 

同市少年自然の家	 	 

(同市保品 1060−2)	 

左同	 	 

TEL:047-488-6538	 
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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てい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｡ 
 

3.31 木 
まで 

(東京都)家庭の創ｴﾈ･ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

促進事業/ｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ設置が条

件/助成総額:67 億円/H29年度まで	 

蓄電池ｼｽﾃﾑ(1/6･50 万円迄)､燃料電池(ｴﾈﾌｧｰﾑ)or

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ(1/4･22.5 万円迄)､ﾋﾞｰｸﾙ･ﾄｩ･ﾎｰﾑｼ

ｽﾃﾑ(10 万円)､太陽光発電(2 万円/kW,19.9 万円迄)	 

http://www.tokyo-co2down.jp/s	 

ubsidy/hems/	 

都	 地球温暖化防止活動推進ｾﾝ

ﾀ	 ｰ(略称:ｸｰﾙ･ﾈｯﾄ東京)	 

TEL:03-5320-7544	 

3.25 日 
まで 

自分らしい住まいの建材･設備ｶﾞｲﾄﾞ 
｢断熱編｣(展示会)〜床､壁､天井の* 

*断熱材はじめ､窓断熱のｻｯｼやｶﾞﾗｽの種類や

選び方､ﾘﾌｫｰﾑ用の内窓やｶｰﾃﾝ､ﾊﾆｶﾑｽｸﾘｰﾝ等	 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE	 7F  
(新宿区西新宿 3-7-1 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同	 

TEL:03-5322-6500	 

工事完了後

3 ヶ月以内 
省ｴﾈ(窓と床･天井･壁の断熱)･耐震･ﾊﾞﾘ

ｱﾌﾘｰ等改修で固定資産税が減額	 

要件:H20年 1月 1日以前の自宅｡H28年 3月 31

日まで工事完了｡改修費:50 万円超｡他あり｡	 

流山市役所資産税課 
	 (同市平和台 1-1-1)	 

同課	 

TEL:7150-6074	 

開催 1ヶ月

前まで	 
出前講座｢どこでもﾄｰｸながれやま｣〜

市職員が出向いて政策など説明	 

ﾃｰﾏ例:流山ｸﾞﾘｰﾝﾁｪｰﾝ戦略/景観によるまちづくり/

ごみを減らすために今できること/住宅施策/他	 

会場:応募者が準備と負担	 
注:10 人以上の受講者要	 

流山市秘書広報課	 

TEL:04-7150-6063	 

右記ｽｹｼﾞｭ

ｰﾙ参照 
流山おもちゃ病院	 

〜おもちゃの診察と治療	 

開院ｽｹｼﾞｭｰﾙ等は次の HP 参照｡	 物を大切に	 
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/	 

左記 HP 参照	 同病院	 

TEL:04-7155-2293	 

随時 
NEW 

被災地に緑と心の復興を〜どんぐりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

〜プロジェクト D〜参加者募集	 
被災地で拾ったどんぐりから苗木を育て､被災

地に送り返して植樹｡どんぐり里親募集	 

〒103-0002 中央区日本橋馬喰町

1-4-16 馬喰町第 1 ﾋﾞﾙ 9F	 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ*	 

*D 全国事務局[日本環境協会内]	 

TEL:03-5643-6251	 

随時 森の防潮堤を築くための応援団募集	 〜	 

森の長城プロジェクト	 

1年間に苗木 20本分(1 万円)を 5年間(5 万円)寄

付	 http://greatforestwall.com/	 

〒104-0028 中央区八重洲 2-2-1

ﾀﾞｲﾔ八重洲ﾋﾞﾙ 2F(以降右記)	 

瓦礫を活かす	 森の長城ﾌ゚ﾛｼﾞ

ｪｸﾄ	 TEL:03-3273-8851	 

随時 市民発電所・第 2 号の｢屋根｣を探し

ています〜地域の市民発電所。* 
*太陽光ﾊﾟﾈﾙを設置させていただける屋根･屋

上募集｡費用は主催者が市民から募集｡ 
詳細： 
http://kodairasolar.wordpress.com	 

(NPO)こだいらｿｰﾗｰ/東京小平市	 

TEL:042-467-2861	 [19〜21 時]	 

受付中	 住宅用省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備費用一部補助	 

〜	 右記(1)(2)合計先着 5 台	 

(1)家庭用燃料電池ｼｽﾃﾑ(ｴﾈﾌｧｰﾑ)[10 万円]	 	 

(2)定置用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電ｼｽﾃﾑ[10 万円]	 

八千代市役所	 環境政策室	 	 
(同市大和田新田 312-5)	 

同室	 

TEL:047-483-1151	 

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	 放射線対策室	 

[電話で予約要]	 

同室	 	 

TEL:04-7168-1005	 

受付中	 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､管理組合､市民団体､事業所な

ど)を対象に CO2削減や節電などの講座を出前	 

各地域で指定した会場	 
(会場費は申込者負担)	 

流山市	 環境政策課	 

TEL:04-7150-6083	 

貸出中	 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)	 

流山市役所	 環境政策課	 同課	 TEL:04-7150-6083	 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008259.html	 

毎月いろい

ろ開催	 

流山市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館講座等	 同市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ｢ｲﾍﾞﾝﾄ｣から｢ﾘｻｲｸﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ館｣で

最新情報を｡	 

同館	 
(同市下花輪 191)	 

同市ﾘｻｲｸﾙ推進課	 

TEL:04-7157-8250	 

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[市役所案内]から｢施*	 

*設｣を選択､｢ごみ･環境｣⇒｢同ﾘﾎ゙ﾝ館｣⇒｢同	 

館｣⇒｢ﾘｻｲｸﾙ教室の開催案内･｣で最新情報を	 

同館	 	 
(柏市十余二 348-202)	 

同館	 	 

TEL:04-7199-5082	 
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〜〜〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜〜〜 

 
【別記】1 月 25 日開催：ﾊﾞｲｵﾏｽ発電事業化促進ﾌｫｰﾗﾑ	 登壇者	 

鈴木悌介(ｴﾈﾙｷﾞｰから経済を考える経営者ﾈｯﾄﾜｰｸ)/熊崎実(木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利用推進協議会)/末松広行(林野庁)/山家公雄(ｴﾈﾙｷﾞｰ戦略研究所(株))/澤山弘(ｿｰｼｬﾙﾌｧｲﾅﾝｽ支援ｾﾝﾀｰ)/	 

森一晃((株)バｲｵﾏｽ群馬)/菅野明芳((株)森のｴﾈﾙｷﾞｰ研究所)/木村忠夫(農都地域部会ﾊﾞｲｵﾏｽ発電事業化促進ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ)/ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・澤一誠(前同)	 

 
【参考書】 
発行年月 書名 著者/内容 発行所/本体価格/連絡先 備考  
13.6	 これ 1 冊で必ずできる！	 

NPO 法人運営マニュアル 
福島達也[共著]/提出書類の書き方がよくわかる!近年制

度変更となった提出書類の届け出先や税金算出方法など

に対応した最新実務を解説!書式の完成見本を多数掲載	 

学陽書房／3,360(税込)	 

TEL：03-3261-1111	 

A5 版･並製･312 ﾍﾟｰｼﾞ	 

14.01	 

予定	 

誰でも作れる 単管パイプによる 
太陽光発電所 

大友哲(山梨自然ｴﾈﾙｷﾞｰ発電(株))／手作りｿｰﾗｰ発電の本｡	 	 

(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰなどで販売の)単管ﾊﾟｲﾌﾟによる発電設備の作り方

を写真や図を使い詳しく解説	 

誠文堂新光社/2,000	 円	 

TEL:03-5800-5780	 

A4	 ｵｰﾙｶﾗｰ	 128	 ﾍﾟｰｼﾞ	 

13.10	 地域エネルギー発電所 
事業化の最前線 

小石勝朗･越膳綾子／編集協力:脱原発をめざす首長会

議	 ／自分たちの消費する電気は､自分たちの地域にあ

る安全な自然資源を使って､自分たちの手でつくりたい	 

現代人文社/1,800	 円	 

TEL:03-5379-0307	 	 
発売元:(株)大学図書	 

A5	 版並製	 160 ﾍﾟｰｼﾞ	 

09.04	 木の葉の画集 安池和也／1 枚 1 枚の樹木の葉を、細密に描く安池和也

氏 354	 種の絵を 1 冊の画集に	 

小学館/3,570	 円(税込)	 

TEL:03−5281−3555	 

菊倍判	 114 ﾍﾟｰｼﾞ	 

02.11	 バイオマス産業社会  
「生物資源」利用の基礎知識 

原後雄太･泊みゆき／｢ﾊﾞｲｵﾏｽ･ﾆｯﾎﾟﾝ総合戦略｣閣議決	 

定受け､日本再生のｷﾘﾌﾀﾞとして期待の｢ﾊﾞｲｵﾏｽ｣開発	 

築地書館/2,800	 円	 

TEL:03-3542-3731	 

四六判	 316 ﾍﾟｰｼﾞ	 

 
【NEWS】注目あるいは気になる情報ピックアップ（チラシなどからと見聞きしたもの）	 

・「白井再生可能エネルギー協議会」／白井市市民活動推進センター情報紙「FRONTIER フロンティアー」2013 年 11 月号より	 

	 白井市内の住宅や公共施設における太陽光発電システム普及事業を行政との恊働で進めている。住宅の太陽光発電データの集計や分析に 10 月末から入り、来

年秋には調査結果の発表と維持管理の助言を行う。エネルギーの地産地消を進め、地域全体の環境力高揚に務める。連絡先：047-491-2788	 

 


