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皆様へ (転送は自由です)

ようやく道路から雪が見えなくなりました。
今朝の暖房前屋外気温は5.1℃、屋内温度は15.8℃でした。
三寒四温を繰り返し、順調に春本番になりますでしょうか。

[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。

[2] ひとこと 【ラジオを聞いていて】
この冬、ラジオを聞いていて気になったことがあります。

一つは、節電のため「電気こたつ」を使わず「湯たんぽ」を使う、
という投稿を読んだ公共放送アナウンサーがそれを賞賛していました。
「湯たんぽ」を何で温めたのかが気になります。
大事な省エネ発想ではなく、電気を使わないだけのことです。

もう一つは、山梨県では今までに経験したこと無いような
大きな農的被害が発生した過日の大雪後に、
コメンテーター出演した経済界出身参議院議員Kさんから、
「温暖化はどこへ行ってしまったのか」と言っていました。
まだまだ地球規模温暖化の意味が周知されずがっかりです。
「気候変動」という大事な言葉をもっと使う必要があります。
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
・環境と農の広場・・新美 健一郎・・
・千葉県流山市内から発信
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
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環境と農のイベント案内 2014.2.27 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 

28 金まで 
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.batteryjapan.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 

28 金まで 
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 

28 金まで 
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 

28 金まで 
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 

28 金まで 
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 

28 金まで 
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 

28 金まで 
10~18 

第 10回 国際水素･燃料電池展 

〜FC EXPO〜 http://www.fcexpo.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 

9:30~12 

ほたるの里 生き物調査報告会 

〜 水辺の生き物保全に関心ある方 

草花･昆虫･鳥などの調査結果と､ﾎﾀﾙが生息す

る環境づくりを考え､講演や意見交換会も 

やちよ農業交流ｾﾝﾀｰ 

(同市島田 2076) 

八千代市環境政策室 

TEL：047-483-1151[2/25迄] 

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づくり体験会 
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 

3.01 土 

13~17 

東京港野鳥公園 公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

〜 東京港干潟の環境教育を考える 
ｽﾊﾟｲｸ(ﾌﾗｲｳｪｲﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ)〜東ｱｼﾞｱの干潟現状と

環境教育重要性／取組み事例紹介／他 

同公園内ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ視聴覚室 

(大田区東海 3-1) 

同公園／昼食持参要 

TEL：03-3799-5031 

3.01 土 
13:30~17:30 

第 38回水環境ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ (有料) 

｢雨水活用からはじめる水循環系の再生｣ 
－雨水活用技術規準の策定に向けて 

竹村公太郎(ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ研)〜水循環系の再生と水循環基本法 

Hyun-Suk Shin(釜山大)〜韓国における LID と GI / 他 
http://amamizu-pro.net/2014/01/post-28.html 

建築会館ﾎｰﾙ 

(港区芝 5-26-20) 

日本建築学会水環境運営委員会 

TEL：03-3456-2051 
enomoto@aij.or.jp 

3.01 土〜 

4.13 日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(千葉市泉自然公園・・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) 

http://www.batteryjapan.jp/
http://www.windexpo.jp/
http://www.smartgridexpo.jp/
http://www.ecohouseexpo.jp/
http://www.pvs-expo.jp/
http://www.pvexpo.jp/
http://www.fcexpo.jp/
http://www.toride-ap.gr.jp/news/?p=1514
http://amamizu-pro.net/2014/01/post-28.html
mailto:enomoto@aij.or.jp
http://www.chibawbsj.com/
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3.02 日 

9~12 

さとやま観察会 

〜 野鳥観察会 

市野谷周辺で早春の野鳥の観察をします｡ 集：流山市初石公民館 

(東武野田線初石駅徒歩 5分) 

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

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 

3.02 日 
13:30~16:30 

第 29回 運河塾 

〜理窓公園と利根運河の  ｴｺﾛｼﾞｶﾙ･ﾈｯﾄﾜｰ

ｸ 

約11haの自然豊かな同公園と同運河を同ﾈｯﾄﾜ

ｰｸでつなげる様々な計画がｽﾀｰﾄ｡その詳細を｡ 

流山市立森の図書館 

(同市東深井 991) 

利根運河の生態系を守る会 

TEL：04-7124-9145 

3.04 火 

13:30~16 

被災地・被災者支援学習会〜 災害時、

NPOはどういう役割を果たせるか？ 

栗田暢之(ﾚｽｷｭｰｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ)〜東日本大震災におけ

る全国の NPO の動き／旭市ほか報告 2件 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ 

(同市中央区中央 4-5-1きぼｰる13F) 

ちば NPO 協議会､NPO ｸﾗﾌﾞ 

TEL：043-303-1688[要申込] 

3.04 火〜 

07 金 10~17 

第 5回 LED Next Stage 2014 
https://messe.nikkei.co.jp/ld/ 

｢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 

3.06 木＆ 

07 金 

生ご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､生ごみ減量･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) 

梅の花が見ごろ｡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｡ 

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[2/21 迄] 

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 

13~15 

獨協大ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ〜江戸時代 文化･文政

期の日蘭交流―ｼｰﾎﾞﾙﾄと日本の植物― 

加藤僖重(獨協大)〜1823 年来日｡膨大な調査から

日蘭･日欧の文化交流を実感｡興味深い標本紹介 

同大学 天野貞祐記念館大講堂 

(東武線松原団地駅西口徒歩 5分) 

同大ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:048-946-1678 [申込不要] 

mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
https://messe.nikkei.co.jp/ld/
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/183-s-3-1.pdf
mailto:sympo25122013@yahoo.co.jp
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3.08 土 

13:15~14 

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 

3.08 土＆ 

09 日 

第 12回 聞き書き甲子園フォーラム 

〜 高校生が森や海･川とともに生きる* 

*知恵や技を持つ｢名手･名人｣訪ね､知恵・技術､考え

方などを聞き書き記録する取組と成果発表 

江戸東京博物館(墨田区横綱)＆ 

ﾀｲﾑ 24 ﾋﾞﾙ(江東区青海 2-4-32) 

同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会事務局 

TEL：03-6432-6580 [3/3迄] 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/140210_1.html 

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 

3.11 火 

10:30~12 

子どもを放射能から まもる会 3 月の学習会 佐々木悠二(小櫃川の水を守る会) 

〜放射性廃棄物処分場問題への取り組みとこれから 

千葉市花見川区保健福祉ｾﾝﾀｰ 3F 
(同区瑞穂 1-1) 

子どもを放射能からまもる会 in 千葉 

TEL:090-7280-5186[予約不要] 

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 

3.14 金 

16~17:50 

第 6回 ﾏｯﾁﾝｸﾞﾒｯｾ(環境恊働創造市交流会) 

〜 企業･行政･大学･市民の環境活動交流会 

13年度の活動報告､14年度の活動予定､その

他､分野別交流会､終了後は懇親会予定 

きぼｰる 15F 多目的室 
(千葉市中央区中央 4-5-1) 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会 

TEL：080-5374-0019 

3.15 土 

14~16 

歴史講演会 手賀沼干拓・洪水と沼沿いの人々のくらし 
対象：柏市内在住・在勤・在学者 

ｱﾐｭｾﾞ柏 

(柏市柏 6-2-22) 

柏市立図書館本館 

TEL：04-7164-5346 

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・・」 (有料) 

都筑建(PV-Net)〜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/ 他 

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(PV-Net) 

TEL：03-5805-3577 
info@greenenergy.jp http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20140316.pdf 

3.17 月 

9:15~16:35 

第 7回 県 環境研究ｾﾝﾀｰ公開講座 

〜 ﾊﾞｽで県内廃棄物処理施設見学 
市川ｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ施設(高俊興業(株))→ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新

都心→千葉ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｻｲｸﾙ(株))→曽我駅 

集･解:同ｾﾝﾀｰ稲毛地区 
(千葉市美浜区稲毛海岸 3-5-1) 

同ｾﾝﾀｰ 企画情報室 

TEL：0436-24-5309[要申込] 

3.17 月 

13~16:30 

国土交通大学校柏研修ｾﾝﾀｰ公開講座 

〜特別警報･･命を守るために知ってほしい 

新出祥文(気象庁)〜同警報をはじめとする防災

気象情報／川口剛(柏市)〜柏市の防災対策 

同ｾﾝﾀｰ 

(柏市柏の葉 3-11-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7140-8777 

3.17 月 
13:30~16:30 

H25年度 東京都環境建築フォーラム 
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2

014/02/22o2d200.htm 

倉渕隆(東京理科大)〜ﾆｱﾘｰ･ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞﾙ普及

の国際動向･目標／宮森剛(国交省)〜住宅･建築物の

省ｴﾈﾙギｰ施策の最新動向／他5件 

ﾆｯｼｮｰﾎｰﾙ 
(港区虎ﾉ門 2-9-16日本消防会館内) 

東京都環境局都市地球環境部

TEL：03-5388-3515 
左記 HPから申込み 

3.18 火 

9:30~12:30 

講師養成講座 太陽熱ｴﾈﾙｷﾞｰを教えよ

う！〜模型ｷｯﾄを使った授業の進め方(有料) 

岡本康男((株)ﾁﾘｳﾋｰﾀｰ)〜太陽熱利用実際と仕組･

温度を計ろう授業進め方･指導者の約束事 他 

足立区生涯学習館｢学びﾋﾟｱ｣ 
(同区千住 5-13-5) 

(NPO)ｴｺﾛｼ゙ー夢企画・他 

TEL：03-3886-6554 

3.21 金祝 

13~17 ※ 

IPCC横浜会議･記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

だめじゃん､地球温暖化｡異常気象が日常に!? 
※10 時〜12時：ﾕｰｽ向けﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

江守正多(国立環境研)〜今､地球環境はどのような変化

の中に/肱岡靖明(同)〜地球温暖化でどんな影響が/他 

http://www.kikonet.org/event/20140321.html 

横浜市中央図書館ﾎｰﾙ 
(同市西区老松町 1) 

(NPO)気候ﾈｯﾄﾜｰｸ､他 

TEL:03-3263-9210 [申込要] 

3.22 土 花炭を作ろう いろいろなものを使って｢花炭焼き｣に挑戦し 集:いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 同ｾﾝﾀｰ  

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/140210_1.html
http://www.smart-mobility-asia.jp/tokyo/
mailto:info@greenenergy.jp
http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20140316.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/02/22o2d200.htm
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/02/22o2d200.htm
http://www.kikonet.org/event/20140321.html
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9:30~12:30 雨天順延 23 日(日) ましょう｡ (いすみ市万木 2050) TEL:0470-86-5251 

3.23 日 

9~15 

第 3回 小水力発電ｱｲﾃﾞｱｺﾝﾃｽﾄ 

〜高専学生が地域の自然資源活用 

発電装置見学会､ﾌﾟﾚｾﾞﾝ発表､審査､表彰式 

http://chiikisaisei.org/323_ideacontest/ 

鯖江市河和田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
(鯖江市河和田 19-6-1) 

同ｺﾝﾃｽﾄ実行委員会 

2013-p@mph-contest.org 

3.23 日 

9:30~12:30 

ESD(持続可能な開発のための教育)ﾌｫｰﾗﾑ inちば 
〜今後 ESD の取組みを千葉で推進していくため 

石田好広(足立区立梅島小)〜学校教育とESD／他

2件。http://kanpachiba.com/archives/1466 

きぼｰる多目的室 15F 千葉市科学館 

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL：090-8116-4633 

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 

3.24 月 

10:30~12 

春の生涯学習ｳｨｰｸ 2014in 新宿 

〜 放射線の危険と安全 

釜谷美則(工学院大)〜除染作業が進む｡放射性物質

を怖がり過ぎたり､安全対策を怠ってはいけない 

工学院大 新宿ｷｬﾝﾊﾟｽ A1161 教室 

(新宿駅西口徒歩 5分) 

ｻﾝｹｲﾘﾋﾞﾝｸﾞ新聞社 [3/20迄] 

TEL:0120-117-151 同ｳｨｰｸ事務局 

3.29 土 
13:15~14:35 

「シェーナウの想い」上映会 

 ﾄﾞｲﾂ南西部の小さなｼｪｰﾅｳ市｡ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ* 

*原発事故後､ｼｪｰﾅｳの親たちが子どもの未来を守る

ため､自然ｴﾈﾙｷﾞｰ電力会社を自ら作ろうと決意 

我孫子市生涯学習ｾﾝﾀｰ｢ｱﾋﾞｽﾀ｣ 

(同市若松 26-4) 

地産･地消の太陽光発電を考える学習会 

nakagawak1@jcom.home.ne.jp 

3.29 土 
13:30~,16:30~ 

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画 上映会 

｢天のしずく｣〜辰巳芳子"いのちのｽｰﾌﾟ" 
海､山､畑の恵みを渾然一体化､最も吸収しやす

い状態にした食べ物､おつゆ｡･･愛の発露では 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 多目的ﾎｰﾙ 

(TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅徒歩 3分) 

同映画上映実行委員会 

TEL：04-7150-7474 

3.30 日 

13:30~16 

最新科学を分かりやすく・地球温暖化学習会(中

級編) 〜 気候変動、異常気象と地球温暖化 
大木昌秀(東大)〜このままでは 2100年まで5℃気温上

昇?取り返しのつかない気候変動時代に突入する危険性が 

武蔵野公会堂(武蔵野市吉祥寺南

町 1-6-22 JR吉祥寺駅徒歩 1 分) 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ(東京) 

FAX:0422-49-3755 [要申込] 

 

【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~ 

生ごみ｢困った｣解決〜 生ごみ減量 

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

ご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 

2.28 金 
13:30~15:30 

医福食農連携･食でつながるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

〜心と体がよろこぶ､食の新発想ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
いま日本中で､医療･福祉と食料･農業の異業種連携が 

特別講演桐島洋子(作家)〜私の食生活／仲西栄

治(ﾌｧｰﾑいせはら)･倉貫早智(神奈川県立保健福祉大) 

http://www.maff.go.jp/kanto/press/kikaku/140207.html 

かながわ労働ﾌﾟﾗｻﾞ 
(横浜市中区寿町 1-4) 

農水省関東農政局､神奈川新聞社 

TEL:03-3544-2507 同新聞社 

2.28 金 
13:30~16:30 

食育ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 大学生こそ農業体験を!! 

〜農から食の大切さを伝えたい〜 

澤登早苗(恵泉女学園大)〜若者こそ農業体験が

必要〜感じる心･考える心を育てる〜／他 

東雲(しののめ)合同庁舎 5F 
(江東区東雲 1-9-5) 

関東農政局東京地域ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-5144-5273 

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 公開講座 ﾄﾏﾄの歴史や技術開発､家庭でできるﾄﾏﾄづくり 千葉市民会館 県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

http://chiikisaisei.org/323_ideacontest/
mailto:2013-p@mph-contest.org
http://kanpachiba.com/archives/1466
mailto:nakagawak1@jcom.home.ne.jp
http://www.maff.go.jp/kanto/press/kikaku/140207.html
http://organic21st.web.fc2.com/
mailto:nakanisi@waka.c.u-tokyo.ac.jp
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13:30~16 「おいしい!楽しい!!千葉のトマト」 や利用方法などを紹介 (JR千葉駅 徒歩 7分) 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 

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 

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 

3.12 水〜 

14 金 10~ 

ｵｰｶﾞﾆｯｸ&ﾅﾁｭﾗﾙ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ展 
http://www.this.ne.jp/info/organic.html 

消費者が求めるﾌﾟﾚﾐｱﾑな商材を広く紹介し､小

売･流通のﾊﾞｲﾔｰとﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞの場を提供 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

(江東区有明 3-11-1) 

UBM ﾒﾃﾞｨｱ(株)/事前登録者無料 

TEL：03-5296-1025 

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 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 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】   

2.28 金 

まで 

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 

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 

3.02 日 

11~13 

｢体験農園 in岩名｣入園説明会 

4月開園、全 28区画、30㎡/区画､ 

43,000 円/年､講習:4月〜翌年 1月迄､休憩所

兼懇談ｽﾍﾟｰｽ､農具保管庫､ﾄｲﾚ､水洗場､駐車場 

農園：佐倉市飯野 920-1 
(岩名運動公園駐車場の隣) 

(NPO)千葉自然学校 

TEL：043-227-7103 

3 月開園 農業体験農園 入園料:40,000円｡条件:概ね 20歳以上の健康 〒289-1124 八街市山田台 307 左記農園 

http://school.jma.or.jp/foodsqm/
http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h25/20140307.html
mailto:micro0307@niaes.affrc.go.jp
http://www.this.ne.jp/info/organic.html
http://yuki-hajimeru.net/?p=4915
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010859.html
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募集中 (農園名)ｿﾙﾌｧｰﾑ まえやま な方｡駐車場あり｡ (農園所在地も同じ) 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 

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] 

3.29 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 

ﾘｻｲｸﾙ･ﾌﾘﾏ同時開催/同出店者募集:20 区画､

1,500 円･6㎡/区画､食品･加工物はﾏﾙｼｪｺﾛｰﾙへ 

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 
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 

ご利用できます〜 市民感謝デー  

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 

随時 

NEW 

市民参加型農業を取り入れたい農家 【別記】(1)〜(6)のような市民参加型の農業

を考えている農家を募集。詳細は右記まで。 

やちよ農業交流ｾﾝﾀｰ 
http://yachiyo-agri.org/index.html 

八千代市役所農政課 

TEL：047-406-4778 

2.28 金まで

10:30~ 
｢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 

mailto:solfarm.maeyama0520@gmail.com
http://kankyojuku.sunnyday.jp/ebichan/ebichanindex.html
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://yachiyo-agri.org/index.html
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2.28 金 

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 

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 

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

ディング(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 

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 

NEW 

｢学校の森･子どもｻﾐｯﾄ｣参加校･協賛

企業募集／8月 5日(火)､6 日(水)開催 

身近な森林を活用した体験活動や教育活動の発表

を行う小学校と､本ｻﾐｯﾄ趣旨に賛同の協賛企業 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kokusou/140213.html 

明治神宮の森 
(渋谷区代々木神園町)・他 

同ｻﾐｯﾄ実行委員会 

TEL：03-6432-6580 
(NPO)共存の森ﾈｯﾄﾜｰｸ 

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 

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 

3.11 火〜 

5.06 火祝 

NEW 

企画展示「歴史にみる震災」 
〜 人は震災をどう生きたか 〜 

・日本列島では歴史上､数多くの＊ 

＊震災が繰り返され､人びとの命を奪い､傷つけ､生

活基盤を破壊し､多くを学んだ｡今日を生きる私た

ちから断絶せず、現在との繫がりを考える必要が 

国立歴史民族博物館 
(佐倉市城内町 117) 

同館 

TEL：03-5777-8600 
http://www.rekihaku.ac.jp 

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 

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 

3.20 木〜 

4.01火NEW 

10:30~19 

住まいの環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｱﾜｰﾄﾞ 2014 
受賞作品展〜東京ｶﾞｽ主催同ｱﾜｰﾄﾞ｡｢人と環境

と住空間の真の融合｣ﾃｰﾏに､良質なﾃﾞｻﾞｲﾝ事例* 

*募集｡暮らし･環境･ﾃﾞｻﾞｲﾝ調和住宅は現代の様々な背景を写し

出し､次の時代の住まい像を考えるきっかけを写真図面で提示 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1658.html 

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

左同 

TEL：03-5322-6500 

3.20 木 

まで 

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 

3.26 水〜 

4.09 水 

NEW 

全労済 地域貢献助成事業募集 2014 
〜豊かな未来を次世代に｡環境と子育

て・子育ちのための活動を応援〜 

地域の生態系を守る･低炭素､循環型地域社会

をつくる･自然や環境の大切さを学ぶ･他 
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2014/140214.php 

〒151-8571 渋谷区代々木

2-12-10全労済 総務部内 

地域貢献助成事業事務局 

TEL：03-3299-0161 

3.31 木まで 第 8回 九十九里 浜大漁 イワシまつり 
〜 花とイワシといちご狩り・・ 

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 

https://readyfor.jp/projects/saitama-ohisama
http://togane-sangyo.net/shinchakujoho/boshu/boshu.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kokusou/140213.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=823
http://www.rekihaku.ac.jp/
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1658.html
http://www.town.otaki.chiba.jp/new/osirase/oikawaboshuu.html
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2014/140214.php
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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 (国民宿舎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 

5.06 火 

まで 

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 

5.07水NEW 

締切り 

はじめてみよう!自然ｴﾈﾙｷﾞｰ 〜都市生活者

による自家発電のｽｽﾒ 〜 20W 革命 〜(有料講座) 

5月〜11月全 8回､各自持ち運べる 20W太陽光発

電を作る｡ http://act.parc-jp.org/s/fs/2014-01.html 

ｱｼﾞｱ太平洋資料ｾﾝﾀｰ(PARC)自由学校 

(千代田区神田淡路町 1-7-11東洋ﾋﾞﾙ) 
左同 

TEL：03-5209-3450 

5.07水NEW 

締切り 

雑穀自由学校／5 月〜2 月全 4回､他 

〜 つぶつぶ みんなで育てよう！(有料講座) 

稗･粟･高ｷﾋﾞ･大豆など､在来農法で育てる。 
http://www.parc-jp.org/freeschool/index.html 

現地：秩父市の畑 ｱｼﾞｱ太平洋資料ｾﾝﾀｰ(PARC)自由学校 

TEL：03-5209-3450 

6.29日まで 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 

6.30月 NEW 

消印有効 

第 20回 美しい農村環境写真ｺﾝﾃｽﾄ 

ﾃｰﾏ：誰もが住んでみたい美しい農村環境 

対象:千葉県民･県内撮影作品､ｶﾗｰ単写真・四

切り(ﾜｲﾄﾞ可)･A4 ｻｲｽﾞ､未発表 3作品/人、他 

〒 261-0002 千葉市美浜区新港

249-5 水土里ﾈｯﾄ千葉(千葉県＊ 

＊土地改良事業団体連合会) 

TEL：043-241-1728 

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/景観によるまちづくり/ご

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〜 家電品の消費電力量や CO2 排出量など数値で 流山市役所 環境政策課 同課 TEL:04-7150-6083 

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://act.parc-jp.org/s/fs/2014-01.html
http://www.parc-jp.org/freeschool/index.html
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/
http://greatforestwall.com/
http://kodairasolar.wordpress.com/
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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、ご確認ください｡  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

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) 

 
 

【別記】八千代市内の農家向け「市民参加型農業」内容（http://www.city.yachiyo.chiba.jp/161000/page100060.html） 

(1) 農家の畑やﾊｳｽでｲﾁｺﾞ､ﾄﾏﾄ､ｷｭｳﾘなどのもぎ取り体験 

 例えば､食べ放題のｲﾁｺﾞの摘み取り体験やﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ摘み取り体験､梨など自分で取ったものを買い取る形式などを実施する｡ 

(2) 農家の畑で、ｴﾀﾞﾏﾒやｻﾂﾏｲﾓなど区画割の収穫体験 

 例えば、作物を区画や株ごとに販売し､ある一定の期間で好きなときに収穫できるｵｰﾅｰ制度などを実施する｡ 

(3) 農家の指導のもとに、作付け・収穫などを行う農業体験 

 例えば､畑を区画分けにして､定期的に講習や連絡板等による栽培の指導を行う体験農園などを実施する｡ 

(4) 農家と一緒に、田植え・稲刈りなどの一貫した作業を行う農業体験 

 例えば､田んぼに小学生の団体や家族などを招き、田植え・稲刈りなどを体験させる農業体験などを実施する｡ 

(5) 農地を区画割にして貸し出す市民農園 

 例えば､市町村と貸付協定を結び､農業委員会承認のもとに開設できる特定農地貸付法による市民農園などを開設する｡ 

(6) 日帰りまたは宿泊で中学生や高校生などを受け入れ､農作業などの農家生活体験 

 例えば､朝の収穫や日中の日常的な農作業を行い､ともに食事を取り､その家に泊まるといったような農家の日常生活を体験できるような農家生活体験などを実

施する｡ 

ｺﾝｾﾝﾄ利用の小型消費電力計 わかり節電が実感できる｡(流山市内対象) 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､｢ごみ･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.city.yachiyo.chiba.jp/161000/page100060.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008259.html
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【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､快適空間づくりの仕組みを

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
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