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皆様へ(転送は自由です)

日の出が早くなり遅咲きの梅が開花しました。
今朝の暖房前屋外気温は9℃、屋内は17℃でした。

3.11震災・原発人災から3年過ぎました。
皆様にご助力いただいた宮城県南三陸町の再生は思うようにいかないようです。
若い方達の中には新たな一歩を踏み出した情報をいただきました。

まだ終息やコントロールされていない現実から目をそらしていないでしょうか。
外からの視線を含め、大いに気になります。

[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。

[2] ひとこと【ESD】
本案内に掲載しましたが、
4月25日締め切りで「ESD」理解促進のため､
親しみ・覚えやすい愛称を15文字以内で募集中です。

「Education for Sustainable Development」を
「持続可能な開発のための教育」と訳され、よく見かけます。
これは直訳のためか一般社会にわかりにくい典型例と思います。

その原因は、前記訳文中の「開発」にあるのではないでしょうか。
たしかに 「Development」「開発」は正しい和訳かも知れません。

しかし「開発」を環境分野でイメージ（思い巡らすと）すると、
森林などを「開発という名のもとの環境破壊」は良く知られています。
したがって、環境教育が目的であることから和訳の「開発」を、
たとえば「社会」「未来」「地球」などにすれば、
理解が得らやすいと思うのです。

同じように「再生可能エネルギー」も一般にわかりにくく、
「自然エネルギー」であれば受け入れやすいと思うのです。
いかがでしょうか。
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・
・発信地：千葉県流山市
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
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環境と農のイベント案内 2014.3.14 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 

3.15 土 

13~15 

講習会＆座談会 

〜 生ゴミから作る〜花もカエルも歌う庭 

生ｺﾞﾐ資源化ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰが､堆肥や土づくりなど

を話す｡申込み不要､参加無料 

土気あすみが丘ﾌﾟﾗｻﾞ 3F 
(千葉市緑区あすみが丘 7-2-4) 

てんとう虫の会 

TEL：090-7067-1605 

3.15 土 
13:30~16:30 

房総エネルギーと里山フォーラム 

〜 自然エネルギーはじめます。 

松原弘直(ISEP)〜自然ｴﾈﾙｷﾞｰ現状と可能性～ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

ﾊﾟﾜｰで地域活性化／川西諭(上智大)〜ｴﾈﾙｷﾞｰの未来 WS 

岬ふれあい会館 大ﾎｰﾙ 
(いすみ市岬町東中滝 720-1) 

いすみ自然ｴﾈﾙｷﾞｰ推進協議会 

TEL：03-5651-8104 

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 

3.15 土〜 

30 日 

千葉県野鳥の会 〜探鳥会&観察会  
(泉自然公園・・三番瀬) 

最新情報は次の HP 参照 
http://chibawildbird.web.fc2.com/ 

左記 HP参照 各ｲﾍﾞﾝﾄごとに違います。 

左記 HP参照 

3.15 土〜

4.13 日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(江戸川・・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) 

3.16 日 

10~15 

ガレージセール 〜掘出し物を見つ

けてみませんか〜不用になった物* 

*を必要とする方に安価で譲る同ｾｰﾙはごみの

減量に｡書籍･衣類･玩具･食器･電化製品など 

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) 

同市ﾘｻｲｸﾙ推進課 

TEL：04-7157-8250 

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[要申込] 
info@greenenergy.jp http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20140316.pdf 

3.16 日 
10:15~19:30 

高木基金 2014年度 国内枠助成 
☆ 公開プレゼンテーション ☆(全16件) 

生涯かけ､在野から核･原子力問題の専門的批判に

力を尽くした高木仁三郎遺志により､｢市民科学｣

志す市民研究者･ｸﾞﾙｰﾌﾟへの調査研究･研修を助成 

文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ 26F ｽｶｲﾎｰﾙ 

(文京区春日 1-16-21) 

(NPO)高木仁三郎市民科学基金 

FAX：03-3358-7064 [要申込] 
info@takagifund.org http://www.takagifund.org/activity/2013/20140316kp.html 

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 

9~12 

あびこ自然観察隊 

「春の谷津田観察会」 (雨天中止) 
岡発戸･都部の谷津田を歩きながら野鳥を中心

に早春の生き物を観察｡いち早く春を感じて 

集：JR成田線｢東我孫子駅｣南口 

9時 

我孫子市 鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212[要申込] 

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] 

http://chibawildbird.web.fc2.com/
http://www.chibawbsj.com/
mailto:info@greenenergy.jp
http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20140316.pdf
mailto:info@takagifund.org
http://www.takagifund.org/activity/2013/20140316kp.html
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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3.22 土 

9~16 

祝！運河駅(改修)竣工企画 

〜 安池和也(植物)細密画展＆座談会 

運河駅改修竣工式を記念､同駅展示ｺｰﾅｰにて

同氏の細密画展示と随時座談会 (入場無料) 

東武野田線運河駅 
(流山市東深井 405) 

利根運河交流館 

TEL：04-7153-8555 

3.22 土 

9:30~12:30 

花炭を作ろう 

雨天順延 23 日(日) 

いろいろなものを使って｢花炭焼き｣に挑戦し

ましょう｡ 

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 

3.22 土 
10:30~12:30 

第 24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 ☆ 

原発めぐる最新情勢/学習会｢ｴﾈﾙｷﾞｰ基本計画

(案)と原子力政策｣/地域･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･個人報告/他 

八千代市市民会館(同市萱田町 728

東葉高速八千代中央駅徒歩 10分) 

同ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL：090-7278-1840 

3.22 土 
13:30~15:30 

かわはく体験教室 ｢かわサタ自然教室｣ 

〜 かえるの卵を観察しよう 

早春に産卵するカエルの卵を観察します 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 [申込要] 

3.22 土 
13:30~17:30 

人でつながる!地域でつなげる!!〜ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞ

ｼﾞﾈｽ情報最前線'14 CB交流会 in Chiba 

市川望美(ﾎﾟﾗﾘｽ)〜女性の社会参加支援｢非営利

型株式会社｣の挑戦/板倉正(自給ｴﾈﾙｷﾞｰの会)/他 

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

NPO支援ｾﾝﾀｰちば 

TEL：04-7135-8101 

3.22土 13~ 

23 日 ~12 

自然エネルギー起業セミナー 

 〜 地球･地域･未来に優しいﾋﾞｼﾞﾈｽ 

吉川守秋(ｴｺﾌﾟﾗﾝふくい)〜市民出資､私募債市民共

同太陽光発電／鈴木純一(ｶﾗﾏﾂｽﾄｰﾌﾞ LLP)〜針葉樹

を燃やせる国産ｽﾄｰﾌﾞ販売､薪の流通／他 

飯田市役所りんご庁舎 3F 

(長野県飯田市本町1-15) 

南信州自然ｴﾈﾙｷﾞｰ普及協議会 

TEL：0265-24-4821 

http://www.ohisama-shinpo.or.jp/newspress/news140220.html 

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) 

第 31回 大堀川の水辺清掃に参加し

ませんか！ 〜 春の大掃除 2014 

今年17年目｡川の中もﾁｬﾚﾝｼﾞ｡一般参加者は岸

辺からｺﾞﾐを集める｡終了後ご苦労さん会も 

集：北柏ふるさと公園 
(JR北柏駅徒歩 8分) 

大堀川の水辺をきれいにする会 

TEL：04-7145-5178 [申込不要] 

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 

10~15 

第 13回 春の江戸川カッパ市 (雨天中止) 
フリーマーケット・手づくりアート 

E ﾎﾞｰﾄ乗船体験､新鮮野菜市､松戸みどりと花の

基金､ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｶﾌｪ､ﾔｯｻﾝ一座の紙芝居､紙ﾄﾝﾎﾞ 

江戸川河川敷 (松戸市樋野口 

水門･川の一里塚周辺) 

同市実行委員会 

TEL：047-330-3450 

3.23 日 

13~16 

三番瀬探検隊 

「♪鳥くんと野鳥を探そう」 
野鳥研究家の♪鳥くんと一緒に三番瀬の野鳥

を観察し､そのあと室内で鳥の勉強しよう! 

ふなばし三番瀬海浜公園管理棟前 

(船橋市潮見町 40) 
同園/[事前申込要] 

TEL：047-435-0828 

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 

3.25 火 
13:30~16:30 

国際シンポジウム 

〜環境先進国ﾄﾞｲﾂのｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ住宅に学ぶ 
ﾄﾞｲﾂが現在進めている住宅等の環境･省ｴﾈ施策

やﾌﾟﾗｽｴﾅｼﾞｰﾊｳｽなどの最新情報紹介 

ｲｲﾉﾎｰﾙ 
(千代田区内幸町 2-1-1) 

(一社)日本ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ建築協会 

TEL：03-3222-6391 

http://www.jsbc.or.jp/seminar/2014/pdf/JGinternational_sympo.pdf 

3.26 水 
15:30~18:15 

気候変動による影響と適応のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

IPCC第 38回総会(3/25-29)横浜開催にあたり 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17850 

原澤英夫(国立環境研)他 2名〜気候変動影響研究 

杉浦俊彦(農研機構)〜日本における気候変動影

響への取組･菅原正(日産自動車)・他 3名 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議場 5F 
(横浜市西区みなとみらい 1-1-1) 

環境省・IGES 

TEL：03-5521-8247 
事前登録制 

3.28 金〜 

30 日 

第 3回 うらやすﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画祭 

〜 埋もれた真実を掘り起こせ！ 

上映予定作品：天のしずく 辰巳芳子“いのちのｽｰ

ﾌﾟ”／もったいない!／TRASHED-ｺﾞﾐ地球の代償／他 
浦安市民ﾌﾟﾗｻﾞ Wave101 
(JR京葉線 新浦安駅前) 

浦安ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰｵﾌｨｽ 

TEL：070-5454-1980 

http://www.ohisama-shinpo.or.jp/newspress/news140220.html
http://chiikisaisei.org/323_ideacontest/
mailto:2013-p@mph-contest.org
http://kanpachiba.com/archives/1466
http://www.jsbc.or.jp/seminar/2014/pdf/JGinternational_sympo.pdf
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17850
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3.29 土 
13:15~14:35 

映画「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 

FAX：04-7183-4413[要申込] 

3.29 土 
13:15~16:30 

県 環境研究ｾﾝﾀｰ 第 8回 公開講座 
〜 同ｾﾝﾀｰ職員による最近の研究成果 

(1)液状化･流動化現象 (2)環境放射能 

(3)PM2.5 

県教育会館 新館 501会議室 
(千葉市中央区中央 4-13-10) 

同ｾﾝﾀｰ 企画情報室 

TEL：0436−24−5309[先着順]   

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] 

4.04 金 

9~ 

自然観察会 

〜 新宿御苑 探鳥会 

多くの桜が見ごろ｡ｽｲｾﾝ､ﾊﾅﾓﾐほか｡花の蜜を吸

うｲﾝｺに出会えるか? 

集：船橋駅さっちゃん像前 9時 
新宿御苑(新宿区内藤町 11) 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL：047-447-3590 

4.04 金 
13:30~15:30 

第81回 省エネ市民会議 〜 IPCC(国連

気候変動に関する政府間ﾊﾟﾈﾙ)の学習会 
IPCCとは(概要､組織､評価報告書)･5次報告書(WG1:

科学的根拠概要)･同(WG2:影響･適応･脆弱性概要) 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 1F(A101) 
(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[要申込] 

4.06 日 

9~12 

さとやま観察会 

〜 野草観察会 

市野谷周辺で早春の野草の観察をします｡ 

雨天中止 

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 

4.11 金 

9~12 

春の利根運河めぐり  (雨天中止) 

〜利根運河のスミレをみつけよう！ 

利根運河の生態系を守る会植物調査ﾁｰﾑと一緒に春

の運河に自生するｽﾐﾚ探しの旅へ出かけましょう 

ｺｰｽ:利根運河交流館→運河土手

→理窓会記念自然公園→運河駅 

同館 

TEL：04-7153-8555[要申込] 

4.12 土 

※ 

渡されたバトン さよなら原発(上映会) 

※：10:30〜、14:00〜、18:30〜 (有料) 

未来への決断!私たちの選択｡池田博穂監督。ｼﾞｪｰ

ﾑｽ三木脚本｡ 企画･製作日本の青空Ⅲ製作委員会 

佐倉市民音楽ﾎｰﾙ (佐倉市王子台

1-16 京成臼井駅南口徒歩約 5分) 

同映画佐倉上映実行委員会 

TEL:090-5826-0215 ﾁｹｯﾄ取扱 

4.13 日 

10~15 

万木城の歴史と里山の自然観察 

雨天中止 

春の万木城周辺の歴史･自然を再発見しましょ

う｡ 持ち物：飲物､弁当､山歩きできる服装 

同ｾﾝﾀｰｽﾎﾟｯﾄ地区①-万木の丘 
(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 

4.13 日 

10~17:30 

脱原発ﾌｫｰﾗﾑ〜 脱原発社会の創造 

〜いま､市民として取組むべきこと 

http://www.c-poli.org/main/dg_forum (有料) 

脱原発政策大綱とｴﾈﾙｷﾞｰ基本計画/立地自治体の

経済と原発依存からの脱却/福島の現状から脱原発

の未来を創造する/市民として取組むべきこと 

日本教育会館 一ﾂ橋ﾎｰﾙ 

(千代田区一ツ橋 2-6-2 

S 神保町駅 A1出口 徒歩 5分) 

同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL：03-5226-8843 
kobayashi@c-poli.org 

 

【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) 

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 

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 
(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 火 

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] 

3.18 火 
13:30~15:30 

緑化講習会〜タネから草花を育てよう! 
講師：白瀧嘉子(園芸ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ) 

草花の育て方や手入れ方法など､実技を交え学
ぶ｡困りごとの相談時間も｡流山市民対象 

流山市役所 
(同市平和台 1-1-1) 

同市役所 みどりの課 

TEL：04-7150-6092 

mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://www.c-poli.org/main/dg_forum
mailto:kobayashi@c-poli.org
http://yuki-hajimeru.net/?p=4915
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3.19 水 

14~16 
消費者講座  垣田達哉(消費者問題研) 

〜｢ﾃﾚﾋﾞでは教えてくれない食品表示の裏話｣ 

船橋市役所 6F 602 会議室 
(同市湊町 2-10-25) 

同市消費生活課 

TEL：047-436-2482 

3.23 日 

10~13 
親子じゃがいもづくり教室 3月に種芋を植え付けし､6月には収穫｡ 

掘り取り時じゃがいも 10kgお土産付き 

道の駅くりもと「紅小町の郷」 

(香取市沢 1372-1) 

左同 農園部 

TEL：0478-70-5151 

3.29 土 

10:30~12 

公開講座 太陽の光を浴びてうまみ凝縮 

〜 干し野菜をはじめよう (有料) 

廣田有希(干し野菜専門家)〜味が濃くなり美味し

く､調理時間短縮。切り方･干し方のｺﾂを学ぶ 

よみうりｶﾙﾁｬｰ柏 
(柏市柏 1-1-21 そごう柏店 11F) 

左同 

TEL：04-7164-3151 

4.14 月〜※ 

15:30~17 
野菜のソムリエの 旬の野菜講座 

※:毎月第 2 月曜日･6 ヶ月 6 回 (有料) 

吉野利奈(ｼﾆｱ野菜ｿﾑﾘｴ)〜野菜の上手な選び方･

保存方法､調理法など食に役立つ知識を学ぶ 

よみうりｶﾙﾁｬｰ柏 
(柏市柏 1-1-21 そごう柏店 11F) 

左同 

TEL：04-7164-3151 

4.18 金 ＆ 

19 土 10~16 

農村工学研究所 一般公開 
〜 しなやかな農村を創造する私たちのまなざし 

茨城県農林水産部共催展示も 

研究内容紹介ﾊﾟﾈﾙ･模型展示･振動による地盤の液

状化体験･春の草花を使ったしおり作り･農地土壌

の物理性体験ｺｰﾅｰ(花苗ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ)・他 

農研機構 同研究所 
(つくば市観音台 2-1-6) 

同研究所 

TEL：029-8169-8188 
http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/m/47/02-01.pdf 

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】   

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 南流山駅すぐ) 

流山市商工課 

TEL:04-7150-6085 

3.22 土 

9~12:30 

第 50回 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 

毎日 6~11 
水曜と元旦は休 

勝浦朝市 

〜 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で､70軒

ほどの店が地元自慢の品を並べて賑わいます 

1〜15日：(勝浦市)下町通り 

16〜月末：(同)仲本町通り 

勝浦市観光商工課 

TEL：0470-73-6641 

http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/m/47/02-01.pdf
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
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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 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 

随時 流山市アグリサポート(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 

あなたの3Rアイデアお寄せください 柏市役所廃棄物政策課ﾂｲｯﾀｰでは週2〜3回､3R

情報発信｡ごみ減量･再使用の実践ｱｲﾃﾞｱ募集 

同課(柏市柏 5-10-1) 左同 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/3rchiebukuro.html 

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 

3.15 土〜 

5.06火 NEW 

春期企画展 

「荒川流域のいきもの絵画展」 

荒川流域の花や魚､昆虫､野鳥や動物など自然

生物の写実絵画展｡生き物の剥製も展示 

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 

3.20木まで 

NEW 

ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ 2014〜南極と北極〜両極地域

の自然と人間活動(実施:5/9〜7/4･全5回有料) 
長谷川裕彦(中央学院大)〜左記ﾃｰﾏにつき多くの

写真で解説｡熱帯雨林と並ぶ最重要地域 

中央学院大学 
(我孫子市久寺家 451) 

同大ｱｸﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7183-6529 

3.20木まで 

NEW 

ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ 2014〜 日本における津波

被害に学ぶ （実施：5/12・有料） 

山本憲志郎(中央学院大)〜周囲を海に囲まれた

列島に住む私たち｡津波の基本は防災上重要 

中央学院大学 
(我孫子市久寺家 451) 

同大ｱｸﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7183-6529 

3.20 木〜 

4.01 火 

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 

3.21 金祝〜 

4.20日 NEW 

建築家がつくる木の上の小屋 
3/21,22:子供向け関連ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟあり 

若手 4名の建築家による 3本の樹木上のﾂﾘｰﾊｳ

ｽには､未来を担う子供たちへのﾒｯｾｰｼﾞが 

ふなばしｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ公園 

(船橋市金堀町 525) 

同園 

TEL：047-457-6661 

3.23 日〜 

12.13 土 NEW 

生きものいっぱい♪ 

〜 谷津田の米作り講座 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ･種籾配布〜収穫祭･もちつきまで全

13回｡参加費：大人 10,000 円､家族 15,000 円 

千葉市緑区下大和田町 
(JR千葉駅ﾊﾞｽ 45分徒歩 5分) 

ちば環境情報ｾﾝﾀｰ 

TEL：043-223-7807 

3.26 水〜 

4.09 水 

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 
〜 花とイワシといちご狩り・・ 
http://www.sunrise99.jp/iwashi/iwashi/index.html  

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

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 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 
(国民宿舎ｻﾝﾗｲｽﾞ九十九里) 

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
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/3rchiebukuro.html
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
http://www.sunrise99.jp/iwashi/iwashi/index.html
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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 

4.02 水〜 

29 火 NEW 

うんがいい！展示会 

〜 利根運河のスミレ展 

利根運河の生態系を守る会植物調査ﾁｰﾑが､運

河周辺に生育するｽﾐﾚの写真と鉢植えを展示 
利根運河交流館 
(流山市西深井 836) 

同館 

TEL：04-7153-8555 

4.25 金 

必着 NEW 

みんなでつくる・みんなにわかる 
持続可能な開発のための教育(ESD*)愛称公募 
*Education for Sustainable Development 

より身近に感じ、ESDの理解促進を目指すため､

親しみ・覚えやすい愛称を 15 文字以内。 
http://www.esd-jpnatcom.jp/aisho-boshu/ 

応募方法など詳細は左記 HP 参

照 

ESD愛称募集ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事務局 

TEL：03-5859-0254 

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 

5.06 火祝 

まで 

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) 

関連講演会：4/12(土)､19(土) 

同館 

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

5.07 水 

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 

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 

5.25 日 

まで 

H25年度 春の展示「水辺の記録」 
〜 写真家 林辰雄のまなざし 

･関連講演会(3/22)･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 

6.29 日 

まで NEW 

写真展「砂漠の中の水」 

〜 埼玉県は水に恵まれるが､砂漠ごと* 

*き乾燥地にも人は住む｡水が人を生かす｡この地で

人々はいかに水を利用しているか､その一端を紹介 

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 

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 

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/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 

     

http://www.tokyo-co2down.jp/s%20ubsidy/hems/
http://www.tokyo-co2down.jp/s%20ubsidy/hems/
http://www.esd-jpnatcom.jp/aisho-boshu/
http://www.rekihaku.ac.jp/
http://act.parc-jp.org/s/fs/2014-01.html
http://www.parc-jp.org/freeschool/index.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=823
http://nagareyamatoy.web.fc2.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

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】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、作物を区画や株ごとに販売し､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 

随時 被災地に緑と心の復興を〜どんぐ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ぐりから苗木を育て､被災

地に送り返して植樹｡どんぐり里親募集 

〒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.city.yachiyo.chiba.jp/161000/page100060.html
http://greatforestwall.com/
http://kodairasolar.wordpress.com/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008259.html
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 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｡ 

 
 

【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 

     

 


