
環境と農のイベント案内140214号
皆様へ (転送は自由です)

流山市では細かい雪が降っています。
今朝の暖房前の温度は、外が1℃、屋内が13.5℃でした。
明日朝は冷え込みそうな感じです。

[1] 主題案内をお届けします。
引続き、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。
Word版では具合い悪い場合お知らせください。PDF版では約2MBになります。

 

[2] ひとこと【食品添加物】
皮膚炎を発症し、皮膚科の医師から指摘され、
食品添加物、特に保存料に注意し治癒した体験からです。

本来食材として摂取してはならない異物が体内蓄積し、突然人体不具合になります。
いろいろな皮膚疾患ありますが、体内の異状が体の表面に出てくるようで、
特に幼児やお子さんには十分な注意が必要です。

なぜか外国に比べ行政対応が遅れ、決して食材先進国ではありません。
和食を云々する前にやるべきことがあります。
大量に「作るための食材」ではなく「食べるため」を基本にしたいものです。

2月1日、船橋市中央公民館で開催「食品添加物学習会」へ参加しました。
テーマは「加工食品・外食産業の落とし穴～激安・お手軽の裏側～」
講師は野本健司氏(食の安全を考える会代表)で
主催は生活クラブ生協(虹の街)さんです。

以下、講師から皆様へお知らせOKの了解をいただいています。

・もちろん、家で手作りするのが一番ですが、
1.大手チェーン店を避け、個人商店を利用する。
2.シンプルなメニュー（加工度の少ない）を利用する。
3.ご飯や生野菜でも、家庭とは違う。
4.放射性物質は、摂取量多い米の産地に注意する。
5.「まあ～いいや」「忙しいから」では外食しない。
ご参考まで。
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・
・発信地：千葉県流山市野々下
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
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環境と農のイベント案内 2014.2.14 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? 登壇者[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) 

どこで?(所在地､交通､宛先等 )  

集･解:集合･解散 S:地下鉄 

主催､問合せ先など 
(NPO):NPO法人 (一社):一般社団法人 

2.15 土 

9~11:30 

自然観察会「野鳥に親しむ会」 少年自然の家周辺地域の野鳥観察。悪天候の場

合は中止。小学生(保護者要)以上対象。 

八千代市少年自然の家 
(八千代市保品 1060-2) 

左同 

TEL：047-488-6538[2/14迄] 

2.15 土 

10~16 

NPO・市民活動 第 11回 見本市 
〜 すべてはひととのであいから 

・松戸を中心に活動する団体が大集合 

ﾃｰﾏ例:一緒に創ろう･ｴｺﾗｲﾌ／子供の育ちを地域で

支えよう／きて!みて!｢家族｣で楽しもう／他 

http://www.matsudo-sc.com 

まつど市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
(松戸市上矢切 299-1 松戸駅西口

からﾊﾞｽ) 

同見本市実行委員会 

TEL：047-365-5522 

2.15 土 
13:30~15:30 

かしわ環境ステーション公開講座 3 

〜 柏の農業が元気になる! 

神谷由紀子(日本ﾌｯﾄﾊﾟｽ協会) 

〜 農と市民をつなぐﾌｯﾄﾊﾟｽ 

柏市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F 大会議室 
(柏市南増尾 56-2) 

同ｽﾃｰｼｮﾝ運営協議会 

TEL：04-7170-7090 
2.15 土 
13:30~15:30 

かわはく体験教室｢かわｻﾀ自然教室｣ 

〜 火山のひみつ 実験教室 

食品を使った火山の実験と､顕微鏡を使った火

山灰の観察｡参加費 200 円(材料費)｡[予約要] 

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 

2.15 土 
13:30~18:15 

｢もっと経済成長?もっと消費?｣から 

｢しる･つながる･つくる｣でﾕｶｲな未来へ 

ｾｳﾞｧﾝ･ｽｽﾞｷの LOVE IS THE MOVEMENT/有料 

1)13:30〜15:30/｢しる｣ｾｯｼｮﾝ〜ｾｳﾞｧﾝ･ｽｽﾞｷ他 5 人 

2)16:30〜18:15/｢つながる･つくる｣ｾｯｼｮﾝ〜7人登壇 

http://www.sloth.gr.jp/events/sev0215/ 

明治学院大学 白金ｷｬﾝﾊﾟｽ 
3101教室 

(港区白金台 1-2-37) 

環境=文化 NGO ﾅﾏｹﾓﾉ倶楽部 

TEL：045-443-9461 

2.15 土＆ 

16 日 10~16 

習志野市市制施行 60周年記念 

第 46回 みんなの消費生活展 

〜考えよう地球の未来・みんなの暮らし 

ごみ減らしは地球・地域にやさしい/生命力は「食」

から/日々の食生活見直を/100万人食づくり/食べ

ることの見直し/電気安全と省ｴﾈ/ﾘｻｲｸﾙ品展示/他 

ﾓﾘｼｱ津田沼 1F ｾﾝﾀｰｺｰﾄ & 2F 
(習志野市谷津 1-16) 

同展実行委員会 

TEL：047-451-1151 内 377 

2.15 土〜 

4.13 日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(市原市民の森・・花見川)  

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) 

2.16 日 

10~12 

東葛しぜん観察会 
雨天中止 

草花などに見られる春の兆しを探します｡ 

飲物､防寒着､歩きやすい靴､双眼鏡など持参 

21世紀の森と広場 
(松戸市千駄堀 269) 

同会 

TEL：047-463-6441 

2.16 日 

13~15 

昭和の森・自然観察会 
雨天中止 

植物のもう一つの顔；冬芽の観察 

駐車料：400 円 保険料：50 円 

集：12:45 同森 第 2駐車場脇

の東屋 (千葉市緑区土気町 22) 

千葉市緑公園緑地事務所 

TEL：043-294-2884 

2.16 日 
13~15:50 

家族で楽習!｢気象ｷｬｽﾀｰ 天達武史

さんの気象講演会｣と映画会/(無料) 

1)気象予報士･同氏が天気を子供にわかりやす

く講演｡ 2)ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画｢北極のﾅﾇｰ｣上映 

流山市文化会館ﾎｰﾙ 
(同市 加 1-16-2) 

同館 

TEL：04-7158-3462 

2.16 日 

13~17 

北総里山ミーティング 

〜 イノシシと北総の自然 〜 

宮下直(東大)〜全国ｽｹｰﾙでの南関東生態系 NW意義 

浅田正彦(県生物多様性ｾﾝﾀ)〜ｲﾉｼｼから里山を守ろう 
印西市市民活動支援ｾﾝﾀｰ 2F 
(同市 中央南 1-4-1) 

北総里山ｸﾗﾌﾞ
mhase@bio.sci.toho-u.ac.jp 

2.16 日 
13:30~16 

20W革命(太陽光発電製作講座)／有料 

〜 脱原発への小さな一歩 〜 

携帯や PC受電できる太陽光ﾊﾟﾈﾙを皆で学び作る｡

ﾊﾟﾈﾙ･ﾊﾞｯﾃﾘｰ･ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ･ｼｶﾞｰｿｹｯﾄ&USB電源などｾｯﾄ 
東金中央公民館 3F (東金市東岩

崎 1-20 JR東金駅徒歩 5分) 

子どもと一歩の会 

TEL：090-4754-5629[2/10迄] 

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) 

浦安自然まるごと探検隊 

urayasu@cn.main.jp [2/12迄] 

2.16 日 
13:30~16:30 

動画で楽しむ生き物の生態 金子謙一(市川自然博物館) 

〜 知られざる生き物よもやまばなし 

千葉商科大 瑞穂会館 4F 
(市川市国府台(こうのだい)1-3-1) 

市川緑の市民ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL：047-373-1971 

http://www.matsudo-sc.com/
http://www.sloth.gr.jp/events/sev0215/
http://www.chibawbsj.com/
mailto:mhase@bio.sci.toho-u.ac.jp
http://urashizen.seesaa.net/category/242271-1.html
mailto:urayasu@cn.main.jp
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2.16 日〜 

2.23 日 

千葉県野鳥の会 〜探鳥会&観察会  
(谷津干潟・・花見川) 

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

左記 HP参照 各イベントごとに違います。 

左記 HP参照 

2.18 火 

18~20 

第60回 環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ ｴｺｻﾛﾝ 

〜 気候変動とその影響 

矢野良明(気象庁)〜気象の基礎,日本･世界の気

候変動とその影響､IPCC 報告書のｴｯｾﾝｽも解説 

船橋市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 研修室 

(同市宮本 2-1-4 ｽｶｲﾋﾞﾙ 1F) 
環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL：090-8116-4633[連絡希望] 

2.18 火＆ 

19 水 9:30~ 

君津市消費生活展｢地球と人の健康を

考えよう〜学ぶことから・・ｴｺﾗｲﾌ〜｣ 

ﾘﾒｲｸ着物ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ／地元野菜･花･和の小物

販売／東北復興支援加工品／ｴｺたわし作り 

同市役所 1F ﾛﾋﾞｰ 
(同市 久保 2−13−1) 

同市消費生活展実行委員会 

TEL：0439-56-1529 

2.22 土 

9:30~12 

谷津ミュージアムの会 

〜 冬の自然観察会 
同ﾐｭｰｼﾞｱﾑで冬の野鳥を観察してみませんか 

案内人：染谷迪夫(自然観察指導員) 

集：9時 30分 JR東我孫子駅 

南口広場 
同会事務局(我孫子市手賀沼課

内) TEL:04-7185-1111(内線)465 

2.22 土 

10~12 

ニホンアカガエルの卵塊調査 

講師:佐野郷美(船橋芝山高)〜冬期湛水* 

*の白井市平塚地区山王谷津田で､ﾆﾎﾝｱｶｶﾞｴﾙ復

活状況確認のため卵塊調査を行う。[要予約] 

集:10時 平塚の里ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ 
(同市平塚 旧平塚分校隣り) 

同市平塚田園自然再生活用協議会 

TEL:047-404-3298月水土 10~15 

2.22 土 

10~12 

柏の葉アカデミア講座Ⅵ 

家庭で楽しむ 果樹栽培/初・中級編 
三輪正幸(千葉大)〜失敗しない苗木選び･植付け･

植替えのｺﾂ､剪定･接ぎ木など中級者向け作業も 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 3F 
(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL：04-7140-8615[2/7迄] 

2.22 土 

10~17 

NPO ×しごとフォーラム 2014in東京 

〜 NPO/NGO 就職・転職合同説明会 
ﾌﾞｰｽ出展･団体ﾌﾟﾚｾﾞﾝ･個別相談･公開討論･他 

詳細＆申込： http://npo-sc.org/nposft2014/ 

東京都立産業貿易ｾﾝﾀｰ 浜松町館 
(港区海岸 1-7-8) 

(NPO)NPO ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

TEL：03-3547-3206 

2.22 土 
10:30~12:30 

第 23回｢脱原発八千代ﾈｯﾄﾜｰｸ｣定例会 

〜 初めての方も大歓迎 

1)原発問題最新情勢 2)ﾃｰﾏ学習会｢原発作業実態〜

体験者報告｣3)地域･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･個人の報告・案内／他 
八千代市市民会館 第 2会議室 

(同市萱田町 728) 
同ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL:090-7278-1840 

2.22 土 

13~17 

歴史ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「柏北部を街ごと博物

館に」〜エコミュージアムの提案 

伊藤毅(東大 建築学)〜｢地･域(ﾃﾘ･ﾄﾘｵ)｣への視点 

須藤格(茅ヶ崎市教委)／古橋勲(こんぶくろ池自然の森)／他 

柏の葉ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 
(TX線 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅東口すぐ) 

手賀の湖(うみ)と台地の歴史を考える会 

TEL：090-6301-7417 火〜土 

2.22 土 

13~17 

子供から大人へ環境ｱｲﾃﾞｱやﾒｯｾｰｼﾞを伝

える｢ESD KIDS FES!!!｣観覧者募集 
子供の体験発表を大人が聞いてお互いに学び

合うきっかけを提供｡"さかなｸﾝ"ｹﾞｽﾄ参加 

丸ﾋﾞﾙﾎｰﾙ 
(東京駅前丸ﾋﾞﾙ 7F) 

環境省
https://www.p-esd.go.jp/esd_kids_fes/ 

2.22 土
13:30~ 

第 178 回 くらしの植物苑観察会 

 申込不要(要入苑料) 

青山宏夫(国立暦博) 

〜 くらしを守るもりやはやし 

同苑 東屋 

  (佐倉市 佐倉中学校となり) 

同苑 

TEL:03-5777-8600 

2.22 土 

14~15:30 

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

藤野純一(国立環境研)〜地球温暖化防止もしく

は緩和させるためのｴﾈﾙｷﾞｰの課題 

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 

2.23 日 

13~14:40 

｢ｶﾉﾝだより｣上映会&講演会 
監督 鎌仲ひとみ＆増田薫(関東ﾈｯﾄ) 

講演 1:板倉正〜｢化石燃料の上昇｣｢次世代への節約｣ 
同 2:増田薫〜｢放射能から子供たちを守るには｣ 

まつど市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ第 2会議室 

(松戸市上矢切 299-1) 

放射能からこどもを守ろう関東ﾈｯﾄ 

常総生協 TEL：090-5579-1739 

2.23 日 

14~15:30 

千葉大主催 園芸講演会 

〜 冬の樹木観察会 
國分尚(同大)〜柏の葉公園を樹木の解説を聞き

ながら散策。冬の樹木の楽しみ方を学べる 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園 

TEL：04-7134-2015 

2.24 月 

10~12:30 

冬の関さんの森から東漸寺の巨木を

訪ねて〜 寒い冬､森はどんな顔を＊ 

＊見せてくれるでしょうか｡寒さに負けない巨

木に元気をもらいましょう｡暖かい服装で 

集：JR新松戸駅改札口 10 時 
雨天中止 

関さんの森を育む会 

TEL：047-343-6022 

2.25 火 

9:30~17:10 

国際シンポジウム REvision2014 

 ｢エネルギー大転換｣と日本の進路 
☆東日本大震災から3年｡世界では多くの国

や地域で自然ｴﾈﾙｷﾞｰと分散型電力の導入が

加速､より安全で持続可能ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑへ＊ 

*転換が進む｡しかし､福島原発惨禍を踏まえ､最も根本的

なｴﾈﾙｷﾞｰ政策の変更が求められる日本では､改革停滞や

逆行の動きも｡REvision2014 は､欧州･米国で進む｢ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ転換｣最新動向を紹介､日本の選択を考える｡ 

http://jref.or.jp/activities/events_20140225.php 

ｲｲﾉﾎｰﾙ 
(千代田区内幸町2-1-1) 

公益財団法人自然ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL：03-6895-1020 
左記 URLから事前登録制 

無料 

     

http://www.lares.dti.ne.jp/~t-nzk/
http://npo-sc.org/nposft2014/
https://www.p-esd.go.jp/esd_kids_fes/
http://jref.or.jp/activities/events_20140225.php
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2.26 水〜 

28 金 10~18 

第 5回 国際二次電池展〜ﾊﾞｯﾃﾘｰｼﾞｬ

ﾊﾟﾝ http://www.battery.jp 

世界最大､二次電池･ｷｬﾊﾟｼﾀの開発･製造に必

要な技術･製品が出展する商談展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

同展事務局 

TEL：03-3349-8576 

2.26 水〜 

28 金 10~18 

第 2回 国際風力発電展〜WIND EXPO 
http://www.windexpo.jp 

風力発電に関する、製品・技術が一堂に出展

する国際専門展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

同展事務局 

TEL：03-3349-8576 

2.26 水〜 

28 金 10~18 

第 4回 国際スマートグリッド EXPO 
http://www.smartgridexpo.jp 

ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞに関連する製品･技術が一堂に出展

する国際展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

同展事務局 

TEL：03-3349-8576 

2.26 水〜 

28 金 10~18 

第 4回 エコﾊｳｽ＆ｴｺﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ EXPO 
http://www.ecohouseexpo.jp 

環境住宅･省ｴﾈ建築に必要な製品･技術が一堂

に出展する国際専門展 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

同展事務局 

TEL：03-3349-8576 

2.26 水〜 

28 金 10~18 

第 5回 太陽光発電システム施工展 
http://www.pvs-expo.jp 

太陽光発電ｼｽﾃﾑの設計･施工に関する､製品･技

術が出展の日本唯一の専門展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

同展事務局 

TEL：03-3349-8576 

2.26 水〜 

28 金 10~18 

第 7回 国際 太陽電池展〜PV EXPO 
http://www.pvexpo.jp 

太陽電池に関する材料､装置､ﾓｼﾞｭｰﾙ､が一堂に

出展する日本最大の国際展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

PV EXPO事務局 

TEL：03-3349-8576 

2.26 水〜 

28 金 10~18 

第 10回 国際水素･燃料電池展 

〜FC EXPO〜 http://www.fcepo.jp 

水素･燃料電池関連製品・技術が一堂に出展す

る世界最大級の国際展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

FC EXPO事務局 

TEL：03-3349-8576 

2.28 金 

19~21 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ とある団地に現れた｢ﾎﾃﾙ｣｡ 
サンセルフﾎﾃﾙとは何なのか?〜 ｱｰﾄ､建

築、環境､ｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾝから読み解く 

取手市の団地に､一年のうち数日だけのﾎﾃﾙが出現｡

宿泊客はｿｰﾗｰﾜｺﾞﾝで団地産電気を収集｡ 

馬場正尊(Open A)/長島確(翻訳家)/他 3 名 

3331Arts Chiyoda 
(千代田区外神田 6-11-14 S銀座線

末広町駅 4出口徒歩 1分) 

取手ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会 

TEL･FAX:0297-72-0177[要予約] 
http://www.toride-ap.gr.jp/news/?p=1514 

3.01 土 

10~11:30 

千葉大主催 環境講演会 

〜 蜜ろうﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑづくり体験会 
三輪正幸(同大)〜ﾐﾂﾊﾞﾁの巣(蜜ろう)からﾊﾝﾄﾞｸﾘ

ｰﾑができる。自然物由来の材料のみで作る 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園 

TEL：04-7134-2015 

3.01 土 

10~16:30 

第 12回 白井市環境ﾌｫｰﾗﾑ〜 自らの 

手で守ろうふるさと白井の自然と環境 
10時〜小学校･市民団体ﾊﾟﾈﾙ展｡13時〜小学生

&大人事例発表 5件･環境漫才/他/【別記】あり 

白井市文化会館 2F 
(同市 復 1148-8) 

同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL：047-492-1111 同市環境課 

3.01 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) 

〜 裸子植物の自然史：ｲﾁｮｳとｿﾃﾂ 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保 4-1-1) 

同園 

TEL:029-851-5159 

3.02 日 

10~12 

里山の四季 〜 筑波山近隣で身近な

自然を解説、園内を観察 

福田良市・渡辺剛男(同園) 

〜 植物の冬越し(冬) 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保 4-1-1) 

同園 

TEL:029-851-5159 

3.02 日 

13:30~15 

植物園・研究最前線 〜 まさかこんな

ところに!?都市生態系ラン、なぜ？ 

遊川地久(同園)〜ﾗﾝはふつう自然度の高い環境

に生えますが､公園のような場所を選ぶ種も 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保 4-1-1) 

同園 

TEL:029-851-5159 

3.02 日 

13:30~16 

第 4 回 市民環境講座／〜地球観測衛星

が見つめる地球の異常現象と温暖化 
対象:小学高学年〜中学 1 年向け／申込不要 

伊藤徳政(JAXA)〜宇宙から見た地球の今＆対話 

山口孝夫(同)〜若田飛行士の宇宙実験＆対話 

他：宇宙ｸｲｽﾞ[賞品：宇宙食や JAXA ｸﾞｯｽﾞ] 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 

(同市中 110 TX線 流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ

駅 徒歩 3分) 

実施：温暖化防止ながれやま 
共催:宇宙航空研究開発機構(JAXA) 

TEL:04-7150-6083 流山市環境政策課 

3.04 火〜 

07 金 10~17 

第 5回 LED Next Stage 2014 
http://www.lednext.jp/ 

｢LED照明と有機EL照明｣のﾏｰｹｯﾄを広げる新し

いあかりの総合展 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

日本経済新聞社 

TEL：03-6256-7355 

3.05 水 
13:30~17:40 

日本学術会議公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

〜 安全な原子力であることの要件 

〜 福島原子力事故の教訓 

澤田隆(日本原子力学会)〜東日本大震災と福島原子

力事故の発生／他 4件講演／ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/183-s-3-1.pdf 

日本学術会議講堂 
(港区六本木 7-22-34) 

同会議 総合工学委員会 

原子力事故対応分科会 
mailto:sympo25122013@yahoo.co.jp 

http://www.fcepo.jp/
http://www.fcepo.jp/
http://www.fcepo.jp/
http://www.fcepo.jp/
http://www.fcepo.jp/
http://www.fcepo.jp/
http://www.fcepo.jp/
http://www.toride-ap.gr.jp/news/?p=1514
http://www.fcepo.jp/
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/183-s-3-1.pdf
mailto:sympo25122013@yahoo.co.jp
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3.06 木＆ 

07 金 

生ごみ資源化ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ養成講座 
注：申込期限(2/10)過ぎ掲載 

地域で助言や技術指導を行い､生ごみ減量･資

源化を進めるｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ｡ 

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 
(同市中央区弁天 3) 

千葉市市役所廃棄物対策課 

TEL：043-245-5379 

3.07 金 

8:40~16:30 

自然観察会 

〜 成田山探鳥会(社協ﾊﾞｽ利用) 

梅の花が見ごろ｡冬の小鳥たち｡参加費 1000円 

持物:観察用具､弁当､飲み水､帽子､敷物､他 

集：JR東船橋駅 8:40 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL：047-438-9568 

3.07 金 
10:10~12:30 

ｴﾈﾙｷﾞｰ学習会・｢ｼｪｰﾅｳの想い～自然

ｴﾈﾙｷﾞｰ社会を子どもたちに｣上映会 

山本裕一郎(生活ｸﾗﾌﾞ虹の街)〜生活ｸﾗﾌﾞのｴﾈﾙｷﾞｰ

政策／託児:生後 4ヶ月以上あり｡2/21申込み〆切 

生活ｸﾗﾌﾞ虹の街 本部 3階ﾎｰﾙ 

(千葉市美浜区真砂 5-21-12) 

同ｸﾗﾌﾞ 

TEL：043-278-7172 

3.07 金 
13:30~15:30 

第 80回 省エネ市民会議 

〜日本とドイツのエネルギー事情 
長谷川平和(在日ﾄﾞｲﾂ商工会)〜日独ｴﾈﾙｷﾞｰ事情

の比較､ﾄﾞｲﾂの再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰと電力事情。 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 3F 
(TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅徒歩 3 分) 

温暖化防止ながれやま 

TEL：04-7155-1073 

3.07 金 
18:30~20:30 

第 6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 

ﾐﾗﾝﾀﾞ･ｼｭﾗｰｽﾞ(ﾍﾞﾙﾘﾝ自由大)＆原科幸彦(CUC) 

〜 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策と倫理 

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 

3.08 土 

9~13 

H25年度 里山活動体験 

現地：とみだの森／参加費無料 

1)植樹:ｸﾇｷﾞ等を植える｡2)間伐体験:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

と共に木や竹を切り､森を整備する。 

集:千葉市富田都市農業交流ｾﾝﾀｰ 

(同市若葉区富田町 711-1) 
ちばし温暖化対策ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL：043-245-5199 事務局 

3.08 土 

10~12 

手賀沼定例探鳥会「てがたん」 

〜 「春をさがそう」 

身近な生き物に見られる春の兆しを探します 集：鳥博玄関前 午前 10時 
(我孫子市高野山 234-3) 

我孫子市鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212 

3.08 土 

1315~14 

第 35回鳥博 テーマトーク 

〜 採集人 折居彪二郎と山階鳥研 
〜ｵﾘｲﾔﾏｶﾞﾗ､ｵﾘｲｵｵｺｳﾓﾘなど鳥類･哺乳* 

平岡考(山階鳥研)〜*類に名を残す折居彪二郎(おりい

ひょうじろう)は研究にどんな貢献を。同研に残された

品はどのくらいの数､どんなものなのか紹介 

鳥の博物館 2 階多目的ﾎｰﾙ 
(我孫子市高野山 234-3) 

我孫子市鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212 

3.09 日 

10~12 

トウキョウサンショウウオの 

卵のうを見つけよう  小雨決行 

ﾄｳｷｮｳｻﾝｼｮｳｳｵの卵のうを探し観察｡(卵のうや成

体の採捕はできません)／持ち物あり 

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 

3.09 日 

14~17 

印旛沼流域圏交流会ｷｯｸｵﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

〜恵み豊かな印旛沼を取り戻すため 

1.流域を知る(話題提供 2件)。2.市民団体活動

紹介。3.同交流会設立の意見交換 

千葉大 けやき会館 
(千葉市稲毛区弥生 1-33) 

同交流会準備会事務局 

TEL：090-8116-4633 

3.12 水〜 

14金 10~17 

スマートモビリティアジア＠東京 
http://www.smart-mobility-asia.jp/tokyo/ 

公共交通の効率化や利便性向上と地域連携促

進､活性化を目指し新ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･IT提供方法提案 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

同展運営事務局 

TEL:03-5565-1642 

3.16 日 

10~17:30 

PV-Net 太陽光発電所長大集合ｲﾍﾞﾝﾄ 2014 

｢広げよう!ｺﾐｭﾆﾃｨ発電所〜自然ｴﾈﾙｷﾞ

ｰでつながる地域､つなげる未来〜｣ 

市民共同発電所の作り方／植田譲(東工大)〜発

電所の維持／倉阪秀史(千葉大)〜全国各地の事

例／長島彬(CHO技研)〜ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ／ 

明大ﾘﾊﾞﾃｨｰﾀﾜｰ 14階 1146 教室 

(千代田区神田駿河台 1-1) 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL：03-5805-3577 
info@greenenergy.jp 

 

【農林水産・畜産・食・緑・バイオマス・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) 

どこで(所在地、交通、宛先、 応

募先等) 集､解:集合,解散 S:地下鉄 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO法人 

毎月第１木

曜 13:30~ 

生ごみ｢困った｣解決〜 生ごみ減量 

無料相談〜手作り有機肥料へ 

関美恵子(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)〜堆肥化に失敗した方、生

ごみ減量化に挑戦の方。 

ちば市民活力創造ﾌﾟﾗｻﾞ 
(千葉市中央区中央 2-5-1) 

(NPO)環境ﾈｯﾄ 

TEL：043-264-6131 

2.15 土 
13:30~15:30 

かしわ環境ステーション公開講座 3 神谷由紀子(日本ﾌｯﾄﾊﾟｽ協会)〜農と市民をつなぐ

ﾌｯﾄﾊﾟｽ・柏の農業が元気になる! 

柏市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F 
(柏市南増尾 56-2) 

同ｽﾃｰｼｮﾝ運営協議会 

TEL：04-7170-7090 

http://www.smart-mobility-asia.jp/tokyo/
mailto:info@greenenergy.jp
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2.20 木&27

木 10~12(13) 
食育講座｢食育から学ぶ家族の健康｣ 

〜 食に関する知識を養おう 〜 

橋本陽子(料理研究家)〜20日/講義:これから必要な食

育基礎知識/27 日実習:食材栄養を損なわない調理とﾏﾅｰ 

柏市中央公民館 
(柏市柏 5-8-12) 

同館／申込は往復はがき 

TEL：04-7164-1811 [2/7迄] 

2.21 金 

14~16:30 

食物アレルギー学習会 

〜 医師と管理栄養士の講演 

講演：ｱﾚﾙｷﾞｰ専門医と大学准教授(管理栄養士) 

対象：食物ｱﾚﾙｷﾞｰの方や家族など 

県 東葛飾合同庁舎 

(松戸市小根本 7) 

松戸健康福祉ｾﾝﾀｰ地域保健課 

TEL：047-361-2138 

2.22 土 
10~,13:30~ 

椎茸(ｼｲﾀｹ)栽培講習会 

対象：柏市民／有料 

栽培方法を学んでから､原木に穴を開けて種駒

を打ち､持ち帰る｡3本:1,800円､5本:3,000円 

柏市あけぼの山農業公園 

(柏市布施 2005-2) 

同公園 

TEL：04-7133-8877 

2.22 土 
13:30~15:30 

公園で体験してみよう!  

〜 緑の教室 〜 

小竹寿子(緑の相談員)  

〜 土と肥料のお話し 

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 

2.22 土 

14~15:30 

千葉大主催 園芸講演会 

〜緑の害虫と環境にやさしい防ぎ方 
野村昌史(同大)〜害虫の生態や防ぎ方をわかり

やすく､天敵利用など環境に配慮した防除法も 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園 

TEL：04-7134-2015 

2.23 日 

10~11:30 

千葉大主催 園芸講演会 

〜 タネからタネへ 
野島博(元同大)〜作物の発芽から収穫までのｺﾂ

など､ｱｶﾃﾞﾐｯｸな内容を分かりやすく解説 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園 

TEL：04-7134-2015 

2.23 日 

10~16 

米作り 6・わらでぞうりを作ろう 

対象:中学生以上。〜世界に一足＊ 

＊しかない自分だけのわら草履を作る。 

持ち物:植木ﾊﾞｻﾐ､弁当､座布団､寒くない服装 

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 

2.23 日 

10:30~12 

春のお祝いの食卓は祭り寿司で！ 
※ お子様、ご主人もご一緒に(応相談) 

恒例の祭り寿司講座。春らしいお寿司の提案 

太巻き入門。参加費：800円 

流山市 初石公民館 
(東武野田線 初石駅徒歩 5分) 

たすけあいの会 なでしこ 

TEL：090-1268-2971[要予約] 

2.23 日 

13~16:30 

酪農教育ﾌｧｰﾑ､教員実践ｾﾐﾅｰ 
〜酪農の潜在的教育力活用､子供が命と向き合う 

田村学(文科省)〜21世紀型学力における実践的

な体験学習の必要性／石田陽一(酪農家)／他 

東京八重洲ﾎｰﾙ 201会議室 
(中央区日本橋 3-4-13新第一ﾋﾞﾙ) 

日本教育新聞社･中央酪農会議 

TEL：03-5510-7800 

2.25 火 
10:30~12:30 

どうして？アレルギー (講演会) 

〜 だから､ちゃんと考えよう!食と環境 

赤城智美(ｱﾄﾋﾟｯ子地球の子NW)〜どうしたら予防･

治療できるか?食と環境に思い当たりませんか 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

(生協)ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 柏ｾﾝﾀｰ 

TEL：0120-862-718 

2.26 水 
13:30~15:30 

栄養学の母"香川綾"に学ぶ 

講師：吉田企世子(女子栄養大)〜＊ 
*計量ｶｯﾌﾟ･ｽﾌﾟｰﾝのﾙｰﾂ､夫婦二人三脚で広げ

た日本の家庭料理の味の軌跡を辿る｡保育あり 

船橋市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 
(同市宮本 2-1-4) 

左同／対象：船橋市民等 

TEL：047-423-0757[要申込] 

3.01 土 

10~17:40 

ﾎｯﾄな現地報告から学ぼう!! 国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

｢有機農業とｺﾐｭﾆﾃｨ:明日への戦略｣ 

基調講演：丹野喜三郎(農園主､福島〜長野移住)＊ 

＊原発事故と有機農業:日本の将来を考える/ﾌｨﾘﾋﾟﾝ:GMOと戦う

有機農業から新しい開発を考える・ﾎｾ･ﾒﾃﾞｨﾅ(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大)・ｾｻﾞｰ

ﾙ･ﾍﾞﾙｶﾞﾗ/他 12 件 http://organic21st.web.fc2.com 

東大駒場ｷｬﾝﾊﾟｽ 18号館 
(目黒区駒場 3-8-1 京王井の頭線 

駒場東大前徒歩 10分) 

東京大学・東京外国語大学 

TEL：045-771-9415 
nakanisi@waka.c.u-tokyo.ac.jp 

3.01 土 
13:30~15:30 

緑の講習会 

〜 オリーブの育て方 

三輪正幸(千葉大)〜これから苗木を植えたい･

全然実らないなど､果樹として育てるｺﾂ解説 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園 

TEL：04-7134-2015 

3.01 土 
13:30~15:30 

公園で体験してみよう!  

〜 緑の教室 〜 

中村利一(緑の相談員)  

〜 ﾐｶﾝ類の剪定と育て方 

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 

3.04 火 

13:30~16 

公開講座 

「おいしい!楽しい!!千葉のトマト」 

ﾄﾏﾄの歴史や技術開発､家庭でできるﾄﾏﾄづくり

や利用方法などを紹介 

千葉市民会館 

(JR千葉駅 徒歩 7分) 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

TEL：043-291-0151 

3.04 火〜 

07 金 10~17 

FOODEX JAPAN 2014 

第 39回 国際食品・飲料展 
ｱｼﾞｱ最大級の国際食品･飲料展｡対象:業界関係

者･招待者･ﾊﾞｲﾔｰ(それ以外､16歳未満は入場不可) 

幕張ﾒｯｾ 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

一般社団法人 日本能率協会 他 

TEL：03-3434-3453 事務局 

3.05 水〜 

06木 10~17 

第10回 食品安全シンポジウム／有料 
http://school.jma.or.jp/foodsqm/ 

食品企業の様々な課題に対し､今後の取組みや

今後進むべき方向性のﾋﾝﾄを見出していただく 

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 中 301室 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

一般社団法人 日本能率協会 

TEL：03-3434-1242 

http://organic21st.web.fc2.com/
mailto:nakanisi@waka.c.u-tokyo.ac.jp
http://school.jma.or.jp/foodsqm/
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3.07 金 

10~11:45 

食物アレルギー教室 

講話:(1)診断・治療・自己管理＊ 

*(2)災害の備えと災害発生後の対応｡対象:野

田市在住･通学の 3歳〜小学生の保護者など 

野田市中央公民館 講堂 
(東武野田線愛宕駅徒歩 15 分) 

県 野田健康福祉ｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7124-8155[2/12迄] 

3.07 金 

13~17 

農業環境技術研究所 30周年記念ｾﾐﾅｰ 

核酸から見えてきた 

農業に関わる微生物の生態と機能 

本郷裕一(東京工大)〜ｼﾝｸﾞﾙｾﾙ･ｹﾞﾉﾐｸｽを用いた環境

微生物の遺伝資源化と生態系解明／他 7件 

http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h25/20140307.html 

秋葉原ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ (千代田区 

外神田 1-18-13秋葉原ﾀﾞｲﾋﾞﾙ 2F) 

(独)農業環境技術研究所 

TEL：029-838-8262 

micro0307@niaes.affrc.go.jp 

3.07 金 
18:30~20:30 

みんなの有機農業公開講座 

〜 宮沢賢治の有機の世界を求めて 

舘野廣幸(有機稲作農家)〜『楢ﾉ木大学士の野宿』

をめぐって(1)／本をみんなで読んで(楽しそう) 

文京区湯島第二会館 
(文京区本郷 3-10-18) 

日本有機農業研究会 

TEL：03-3818-3078 

3.14 金 

まで 

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ど通 

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 

3.15 土 
10:30~12:30 

第 9回たねとりくらぶの集い&青年部主催

公開ｾﾐﾅｰ 2014〜 天下の台所､＊ 

大竹道茂(江戸東京･伝統野菜研)〜＊江戸時代の東

京にはおいしい･めずらしい野菜が集まっていた 

國學院大学渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ 

常磐松ﾎｰﾙ (渋谷区東 4-10-28) 

日本有機農業研究会 

TEL：03-3818-3078 

3.15 土 
13:30~17:10 

第 9回たねとりくらぶの集い(第 9回

日本有機農業研究会 種苗研修会) 

野口勲(野口種苗研究所)〜食糧自給率の前に種の自

給率｡固定種､在来種､F1､種をとりまく環境は 

國學院大学渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ 

常磐松ﾎｰﾙ (渋谷区東 4-10-28) 

日本有機農業研究会 

TEL：03-3818-3078 

3.17 月＆ 

18 日 

第 14回 有機農業公開セミナーin 福島 
〜 有機農業が地域に広がることのﾒﾘｯﾄを考える 

大江正章(ｺﾓﾝｽﾞ)〜左記ﾃｰﾏ基調講演／先進事例

／他／ http://yuki-hajimeru.net/?p=4915 
福島県文化センター 
(福島市春日町 5-54) 

有機農業参入促進協議会 

TEL：0263-92-6622 [3/7 迄] 

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でｼﾞｬﾑ作り 

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 

受付中 食品などの放射性物質検査(無料) 

対象:流山市内在住者 

対象品目:市内で消費される食品･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 

【朝市・露店市・市場・援農・就農・農業研修・農学・農園・農林地 情報】   

右記 HP 

＆問合せ 

野菜作りを楽しんでみませんか 

〜 流山市内各所・体験農園利用者募集 

農作業知識や道具がなくても専門家が指導 
一人でも、家族、友達などの複数人での利用も可 

左記 HP参照 流山市農政課 

TEL：04-7150-6086 
詳細は左記 HPの各農園まで http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010859.html 

3 月開園 

募集中 

農業体験農園 

(農園名)ｿﾙﾌｧｰﾑ まえやま 

入園料:40,000円｡条件:概ね 20歳以上の健康

な方｡駐車場あり｡ 

〒289-1124 八街市山田台 307 
(農園所在地も同じ) 

左記農園 
solfarm.maeyama0520@gmail.com 

4 月開園 

募集中 

農業体験農園 

(農園名)えびちゃん農園 

年会費：43,000 円。1区画面積：30㎡。 

講習日：月 2 回 土曜日。現地説明会あり。 

農園：白井市平塚 404-1 (NPO)しろい環境塾 

TEL：047-404-3298 月水土 

http://kankyojuku.sunnyday.jp/ebichan/ebichanindex.html 

2.15 土 ※ 

9~11 

船橋漁港の朝市 

※：毎月第 3(土)開催 

新たな船橋特産「ﾎﾝﾋﾞﾉｽ貝(＊)」等の魚介類ほ

か｡ ＊アメリカ原産。近年東京湾から市場に 

船橋漁港内 

(船橋市日の出 1-22) 

同漁港事務局 

TEL：090-3089-7100 かねはち水産内 

2.15 土 

10~15 

マルシェコロール(ﾌﾗﾝｽ語:色鮮やかな市場) 

〜おいしい、たのしい 見つける日 

写真持寄り｢ｱﾙﾊﾞﾑｶﾌｪ｣｢ｵﾘｼﾞﾅﾙひな祭り箸袋づ

くり｣開催｡先着 50 名､あったか〜い甘酒ｻｰﾋﾞｽ 

TX柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅前[一番街ｴﾝ

ﾄﾗﾝｽﾊﾟﾃｨｵ､UDCK] 

ﾏﾙｼｪｺﾛｰﾙ実行委員会 

TEL：04-7135-8101 平日のみ 

3.08 土〜 

09 日 1 泊 2 日 

子どもの農業体験イベント「農ガキ」 

対象:年中〜年長幼児･小学生／有料 

大根･ほうれん草を収穫体験し､大根餅のきな

こまぶし､ほうれん草のﾆｮｯｷ･ｶｯﾌﾟｹｰｷを作る 

集：JR千葉駅東口 8:30 

または京成佐倉駅北口 10:00 

(NPO)千葉自然学校 

TEL：043-202-7173[先着順] 

     

http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h25/20140307.html
mailto:micro0307@niaes.affrc.go.jp
http://yuki-hajimeru.net/?p=4915
mailto:solfarm.maeyama0520@gmail.com
http://kankyojuku.sunnyday.jp/ebichan/ebichanindex.html
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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、花卉など 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 

売など。 

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、ふるさと産品など販売 

【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 

ふるさと産品など。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〜 どなたでも 

ご利用できます〜 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

地域で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) 

どこで・どこへ (所在地、交通、

宛先、応募先等) 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO 法人 

2.15 土〜 

28金 10:30~ 

NEW 

｢福島 六ヶ所 未来への伝言｣(映画) 
島田恵初監督作品/2013年/105分 

上映後のゲスト・監督トーク日あり 

六ヶ所村に 12年間滞在経験ある写真家・島田恵が､

現地に暮らす人々の視線で､まだ終わっていない震

災･原発事故で揺れ動く人々の想いを描く 

ｵ—ﾃﾞｨﾄﾘｳﾑ渋谷 
(渋谷区円山町 1-5 KINOHAUS 2F) 

2014 六ヶ所みらい映画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

TEL：070-6523-8559 

2.15 土〜 

5.06火NEW 

マリンサイエンスギャラリー 

〜海藻いろいろ〜千葉県の豊かな海から 
動かなく目立たない海藻｡県は世界的にも大変

豊富｡種類､色､役割､利用などの魅力に迫る 

県立中央博物館 分館海の博物館 
(勝浦市吉尾 123) 

同館 

TEL：0470-76-1133 

2.19 水 

消印有効 

皇居(吹上御苑)自然観察会募集 
5/04:中学生以上｡5/05:小学＊ 

*4年生以上｡各日 3回･30 人程度｡専門家と共

に 1.3kmを 1 時間 40 分で回る｡ 

日本郵便 宮内庁内郵便局留め 

管理課自然観察会担当宛 

宮内庁/24時間ﾃﾚﾎﾝｻｰﾋﾞｽ 

TEL：03-3284-6780 or HP 

2.20 木まで 

NEW 
高倉百合子写真展｢凍(い)てつく朝に｣ 

〜 自然と向き合い撮り続け 17年､* 

*初めての個展｡冬の寒さに耐えている草花､田

畑の美しさをﾃﾞｼﾞﾀﾙで表現してみました。 

富士ﾌｲﾙﾑﾌｫﾄｻﾛﾝ ｽﾍﾟｰｽ 1 
(港区赤坂 9-7-3 東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ) 

左同 

TEL：03(6271)3351 

2.20 木 

まで NEW 

｢ふじのくに地球環境史ﾐｭｰｼﾞｱﾑ｣(仮称)

〜研究職(3名)募集〜15年に開館＊ 

*同ﾐｭｰｼﾞｱﾑで調査研究･教育普及従事｡環境史､

地質･岩石･地震､生命･昆虫の各博士(60歳未満) 

静岡市内 

[注：今年 6 月から就業] 

静岡県政策企画局企画課 

TEL：054-221-2838 

2.20 木〜 

3.20木NEW 

千葉県大多喜町〜旧老川小学校 

地域活性化の廃校活用計画公募 

用途地域:指定なし､用地 13,649 ㎡､校舎 1,953 ㎡、 
http://www.town.otaki.chiba.jp/new/osirase/oikawaboshuu.html 

同校 

(夷隅郡大多喜町小田代 524-1) 

同町企画財政課管財係 

TEL：0470-82-2112 

http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokui%20ku/volunteer/volunteer-bosyu.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokui%20ku/volunteer/volunteer-bosyu.html
http://www.town.otaki.chiba.jp/new/osirase/oikawaboshuu.html
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2.23日まで 

NEW 

第 30回植物画コンクール入選作品展 
〜 自然への理解を図る学習支援活動 

全国 2,696 点応募から 106点の優秀作品が各賞

に｡これら作品を部門別展示｡22 日:ﾚｸﾁｬｰﾀｲﾑあり 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保 4-1-1) 

同園 

TEL:029-851-5159 

2.23 日 

まで NEW 

絵画展 川崎茂花 

〜 ｺｳﾉﾄﾘと野の花 〜 

いすみ市市民ｷﾞｬﾗﾘｰ 

(同市大原 7400-17) 

自然と共生する里づくり連絡協議会 

TEL:0470-62-1243 同市商工観光課 

2.23日まで 

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。 

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 

2.23日まで 

9~17 

1月企画展「魚(うお)のみち」 

〜 ダムや堰などの川の人工物が＊ 

＊魚などの生き物の往来を妨げ問題に｡その解

決策｢魚道｣の役割､実例､課題など紹介 

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 

2.23日まで 

NEW 

ちば生きもの科学クラブ 2013 作品

展覧会 〜 テーマ「鳥」〜 

同ｸﾗﾌﾞは関係各機関で様々な活動を通じ､生き

物を科学的に観て楽しみ､体験を通じて考える 

千葉市科学館 7F ｻｲｴﾝｽｱｰﾄ広場 
(同市中央区中央 4-5-1 Qiball内) 

同科学館 

TEL：043-308-0511 

2.28金NEW 

消印有効  

ふなばし三番瀬海浜公園〜〜 

ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ作品募集〜〜 ﾃｰﾏ：右記 

(1)三番瀬:同瀬に生息の生物や風景等 (2)富士

山:公園からの富士山 / ｻｲｽﾞ:四切り(ﾜｲﾄﾞ含) 

〒273-0016船橋市潮見町 40 
(以降右記)／[直接持参可] 

ふなばし三番瀬海浜公園 

TEL：047-435-0828 

2.28 金 

まで NEW 

生産緑地地区の追加指定申請 市街化区域内の緑地機能の優れた農地など計

画的保存のため、生産緑地地区の追加指定 

所定申請書・必要書類を 

流山市都市計画課へ 

同課 

TEL：04-7150-6087 

2.28 金 

まで 

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

で工事完了。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 

3.02 日 

23 時まで 
NEW 

大袋幼稚園(越谷市)に市民共同太陽光

発電所を作りたい！〜クラウドファン

ディング(寄附支援)募集中 

たくさんの方々と共同で市民参加型の太陽光

発電所を作りたい 

https://readyfor.jp/projects/saitama-ohisama 

学校法人 武藤学園 大袋幼稚園 
(埼玉県越谷市大竹 822) 

埼玉県地球温暖化防止活動推

進ｾﾝﾀｰ／(NPO)環境ﾈｯﾄﾜｰｸ埼玉 

TEL：048-749-1217 

3.03 月 

まで NEW 

H26年東金市 市民農園･田んぼの学校 

参加･利用者募集〜市民以外大歓迎! 

市民農園:2箇所､各 50 区画､5000 円/30㎡・年 

田んぼの学校:3箇所､各 10〜15a､20000 円/年 

東金市内 

 

東金いきいきﾌﾟﾗﾝ実行委員会 

TEL：0475-50-1137 事務局 

http://togane-sangyo.net/shinchakujoho/boshu/boshu.html 

3.07 金 

必着 

ながれやま節電ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2013・冬 〜

節電で“ながぽん”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。抽選で 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 

3.08 土〜 

5.25日NEW 

H25年度 春の展示「水辺の記録」 

〜 写真家 林辰雄のまなざし 
･期間中､講演会･ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾄｰｸあり 

高度経済成長期に風景や生活の変化を膨大な写真

に遺した故林辰雄。湾岸､印旛沼､九十九里浜･外房

海岸に分け紹介｡水と共にあった暮しを振り返る 

県立 中央博物館 
(千葉市中央区青葉町 955-2) 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=823 

同館 

TEL：043-265-3111 

3.14 月 

まで 

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 

3.15 土〜 

4.15 火 NEW 

不用布が大変身！ 

〜 ケロクル☆クラブ★作品展 〜 
捨てようと思っていた布が見事に生まれ変わ

り､再び使える｢ﾘｻｲｸﾙ手芸｣の素晴らしさ 

流山市 ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館 

(同市下花輪 191 駐車場あり) 

同市環境部ﾘｻｲｸﾙ推進課 

TEL：04-7157-8250 

3.23 日 

まで 

(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 

3.31 木まで 

NEW 
第 8回 九十九里 浜大漁 イワシまつり 
〜 花とイワシといちご狩り・・ 

2/15(土)&3/15(土)のｲﾍﾞﾝﾄ:九十九里"市"･獲れたて

新鮮"ｲﾜｼ無料配布"･"ｲﾜｼ"の解体ｼｮｰ･揚げたて"ｲﾜｼ
ｻﾝﾗｲｽﾞ九十九里 ﾛｰﾀﾘｰ前広場 
(山武郡九十九里町真亀 4908) 

九十九里地域まちおこし連絡協議会 

TEL：0475-76-4151(国民宿舎

https://readyfor.jp/projects/saitama-ohisama
http://togane-sangyo.net/shinchakujoho/boshu/boshu.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=823
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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｣など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です｡  

注 1:参加対象が市内在住など限定されているものも含まれます｡ｲﾍﾝ゙ﾄ例としてご覧ください｡ 注 2:詳しくは検索をおすすめします｡ 注 3:応募など準備に時間のかかるものは早

め､通常ｲﾍﾝ゙ﾄは概ね 1 ヶ月先まで掲載します｡ 注 4:日程･内容が変更される場合があり、ご確認ください｡  注 5:で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

http://www.sunrise99.jp/iwashi/iwashi/index.html  の天ぷら"即売会･お楽しみ抽選豪華ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ ｻﾝﾗｲｽﾞ九十九里) 

3.31 木 

まで 

(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年度まで 

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 

まで 

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 

6.29日まで 

NEW 

第 68回 企画展 

日本の鳥展〜 鳥の見分け方 〜 

日本産鳥類の同館ｺﾚｸｼｮﾝを活用､見わけ方やそ

のﾎﾟｲﾝﾄ､鳥を見わけることで何がわかるのか 

我孫子市 鳥の博物館 

(我孫子市高野山 234-3) 

同館／詳細は HPを 

TEL：04-7185-2212 

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

ｱﾌﾘｰ等改修で固定資産税が減額 

要件:H20年 1月 1日以前の自宅｡H28年 3月 31

日まで工事完了｡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

前まで 
出前講座｢どこでもﾄｰｸながれやま｣〜市

職員が出向いて政策など説明 

ﾃｰﾏ例:流山ｸﾞﾘｰﾝﾁｪｰﾝ戦略/景観によるまちづくり/ご

みを減らすために今できること/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 被災地に緑と心の復興を〜どんぐりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

〜プロジェクト D〜参加者募集 
被災地で拾ったどんぐりから苗木を育て､被災

地に送り返して植樹｡どんぐり里親募集 

〒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 森の長城ﾌﾛ゚ｼﾞｪｸ

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 

〜生活で受ける放射線量の目安に 

個人が携行する日常生活環境で､どの程度の 

放射線量を受けているか調べる測定器です 

流山市 放射線対策室 

[電話で予約要] 

同室  

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 〜

家庭で手軽にできる 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･太陽光発電など旬の情報を出前 

各団体で指定した会場 
(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排出量など数値で 

わかり節電が実感できる｡(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｣で

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､｢ごみ･環境｣⇒｢同ﾘﾎﾝ゙館｣⇒｢同 

館｣⇒｢ﾘｻｲｸﾙ教室の開催案内･｣で最新情報を 

同館  
(柏市十余二 348-202) 

同館  

TEL:04-7199-5082 

http://www.sunrise99.jp/iwashi/iwashi/index.html
http://www.tokyo-co2down.jp/s%20ubsidy/hems/
http://www.tokyo-co2down.jp/s%20ubsidy/hems/
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/
http://greatforestwall.com/
http://kodairasolar.wordpress.com/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008259.html
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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 円程度まで｢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｡参加の場合ご確認ください｡ 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 = 環境保全・食農安全 〜〜〜 
 

【別記】3 月 1 日開催「白井市環境フォーラム」内容補足 

【事例発表 1 部】午後 1 時〜 

◆ﾒﾀﾞｶ救出作戦･ﾄﾝﾎﾞ池再生･EM の活用：白井市立第 1 小学校の 6 年生の皆さん 

◆白井こどもｴｺｸﾗﾌﾞの活動：白井こどもｴｺｸﾗﾌﾞの皆さん 

【事例発表 2 部】午後 3 時〜 

◆大地のめぐみを大事に使おう!：(NPO)みどりと大地の会／◆ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞについて：(NPO)世界環境改善連合〜藤田仁志(ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ推進員)  

◆環境施策と環境製品の紹介：菊川工業(株) 
 

 

【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 

12.10 ｢断熱｣すれば・・ムダなく・健康で・

快適に・暮らせます。 

(住まいの省エネルギー冊子) 

坂本雄三 他 〜 住宅断熱の基礎知識､特に省ｴﾈだけでない効

果を､新築､増改築､購入を考え中の方々を対象に作成｡ 

 http://www.heat20.jp/book_syoukai.html 

2020年を見据えた住宅の高断

熱化技術開発委員会 HEAT 20 

／350円／左記 HP参照 

164mm×231mm版 14 ﾍﾟｰｼﾞ 

12.12 図解 エコハウス 

〜 省エネ＝快適な住まいの仕組み 

・これからはｴｱｺﾝ 1 台で家中快適に 

竹内昌義･森みわ〜省ｴﾈ化の具体策､快適空間づくりの仕組みを

ｲﾗｽﾄとｼﾝﾌﾟﾙな言葉で説明｡本当の省ｴﾈ住宅は我慢を強いるこ

となく､とても快適な空間になることを､ぜひ知ってください 

(株)ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ／2,200 円 

TEL:03-3403-1321 

http://www.xknowledge.co.jp 

B5版 159 ﾍﾟｰｼﾞ 

14.01 メルケル首相への手紙・・ドイツの

エネルギー大転換を成功させよ！ 

ﾏﾃｨｱｽ･ｳﾞｨﾚﾝﾊﾞｯﾊｰ著／滝川薫･村上敦(訳)〜著者は再生ｴﾈﾋﾞ

ｼﾞﾈｽ立志伝中の人で､本の中できちんと経営者感覚で再生ｴﾈの

将来を予見､事業として成立する数々の具体案を示している 

(株)いしずえ／1,800円 

TEL:047-380-7293 
http://www.ishizue-books.co.jp 

｢再生ｴﾈ総研｣情報 

14.01.30 
(入手) 

市民のﾁｶﾗで､地域のｴﾈﾙｷﾞｰを育てる時代へ｡

再生可能エネルギー 

ファンド&共同出資 〜事例集〜 

全国各地事例､市民の声､ﾌｧﾝﾄﾞ･寄付の仕組み､日本の発電電力

構成､固定価格買取制度､代表的な発電例、ファンド具体例、他 

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/data/saiene_fund.pdf 

経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 

【左記 URLからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可】 

A4 版 26 ﾍﾟｰｼﾞ冊子 

(A4 版両面ｶﾗｰ 14 枚) 

 

http://www.heat20.jp/book_syoukai.html
http://www.xknowledge.co.jp/
http://www.ishizue-books.co.jp/
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/data/saiene_fund.pdf

