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皆様へ(転送はご自由です)

日の出が5時半過ぎとなり、暖かくなりました。
しかし温暖化で夏がますます暑くなると思うと滅入ります。

[1] 主題案内をお届けします。
引き続き、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。

[2] ひとこと 【立ち位置】
　市民の環境保全活動に限らないと思いますが、
なかなか思うように進まず、広がらず、徒労感あります。

そのような時、小椋佳さんのCDをよく聞きます。
同氏作詞・作曲「未熟の晩鐘」シリーズに入っている
「もうと言い、まだと思う」という曲名で、
その歌詞の一部には、

～ 命の立ち位置　いつも坂道
　もうと思えば　下り坂　まだと思えば　上り坂 ～

というわけで「まだまだ」と自分に言い聞かせています。

同シリーズ最後の「船旅」も共感できます。
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
・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 2014.4.14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 

4.16水〜 
5.14水 10~16 

柏の自然と生きもの講座 2014(全 4回) 

4/16:里山と草原の植物・動物の世界* 

*･名前／4/23:林床と林縁の植物･柏の環境の動物

／5/7:湿地の植物､調査同定･写真の撮り方／他 

http://www.kankyostation.org/t

op/010news/2014.html  ←詳細 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL：04-7170-7090 [4/11迄] 

4.19土 

13~15 

第 94回 暦博フォーラム 原山浩介(暦博)〜 歴史にみる震災 

＜5/6(火)まで企画展示｢歴史にみる震災｣展＞ 

暦博講堂 
(佐倉市城内町 117) 

国立歴史民族博物館 

TEL：043-486-0123 [要申込] 

4.19土 
13:30~15:30 

房総の地域文化講座 

「房総の富士山、その自然と信仰」 

中村俊彦(県 中央博)〜富士山が房総の人々に

どんな存在か･中略･富士山とのかかわりを探る 

木更津市中央公民館 
(同市 中央 1-15-4) 

房総の地域文化を守る会 

TEL：090-3431-9483 

4.19土＆ 

20日 10~ 

アースデイ東京2014 〜この地球(ほし)

に棲む声なき生命のささやきに耳を傾け* 

*まだ見ぬ未来の子どもたちの笑顔を願い､この時代に生きる私

たちがするべきことを､様々なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを通じて具体的に提案 
ﾒｲﾝ会場：代々木公園ほか 
(JR山手線原宿駅・S千代田線代々

木公園駅)※入場無料･雨天決行 

同ｲﾍﾞﾝﾄ事務局 

TEL：03-5315-4405 

http://www.earthday-tokyo.org/2014/03/26/459 

4.19土〜 

27日 

千葉県野鳥の会 〜探鳥会&観察会  
(泉自然公園・・花見川) 

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 

4.19土〜

6.15日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(いっせんぼく・・西印旛沼)  

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) 

4.24木〜※ 

10~12 
バードウォッチング 

※ 第 4木曜 6ヶ月 4回／10,368円 

実際に野外に出かけ、いろいろな環境に生息

する鳥たちを紹介 

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 

4.25金 

9:15~12 

公民館講座「流山をもっと知ろう」 

〜 植物セミナー(全 3回)／[1] 

柳沢朝江･内海陽一(利根運河の生態系を守る会) 

〜植物の基礎知識／[2]:5/09(金)･[3]:5/23(金) 

流山市文化会館(同市加 1-16-2) 

[2][3]集：東武野田線運河駅 9:15 

同館 

TEL：04-7158-3462 [要申込] 

4.26土 
10:30~12:30 

第 25回 脱原発八千代ﾈｯﾄﾜｰｸ定例会 
1)原発問題めぐる最新情勢 2) ﾃｰﾏ学* 

*習:｢放射能から子どもを守ろう関東ﾈｯﾄ｣活動〜関東の土

壌汚染調査･甲状腺ｴｺｰ検査 他/地域･ｸﾞﾙｰﾌﾟ他から 
八千代市市民会館 3F (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 

4.26土 

14~16 

柏ﾕﾈｽｺ公開講演会 

〜｢ｸﾞﾚｰﾄ ｼﾞｬｰﾆｰ｣の旅で 

見たこと･聞いたこと･考えたこと 

関野吉晴(武蔵野美大)〜南ｱﾒﾘｶ南端からｱﾌﾘｶま
での踏査探検談から､平和と共生･環境保全･異文化

理解などの持続可能な社会づくりを考える 

柏市中央公民館(柏市柏 5-8-12) 

注:ﾊｶﾞｷで上記住所･右主催者宛に

申込み要 

柏ﾕﾈｽｺ協会(左記同館内) 

TEL：04-7167-8296[4/15迄] 

4.27日 

13:30~16 

手賀沼地域の歴史講演会 

〜 手賀沼地域の農業と漁業と人々の暮らし 
相原正義(元北海道教育大)〜自然災害含む厳し

かった同地域。先人の知恵と勇気に学ぶ 

柏市 中央公民館 

(柏市柏 5-8-12) 

手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考え

る会 TEL：04-7131-3036 

4.29火祝 

9~13 

第 12回 今上落し河川清掃 
〜江戸川沿いに流山市内を南北に* 

*流れる｢今上落し｣､通称｢こがわ｣を､魚･しじみ
が捕れる綺麗な川によみがえらせようと活動中 

集：富士橋付近 

(流山市加 9) 

めだかの会 

TEL：090-2562-3087 

4.29火祝 

9~16 

2014新宿御苑 みどりフェスタ 
〜 御苑で 体験！発見！自然の魅力 

ｿﾞｰﾝ:自然ふれあい･自然体験･生き物にぎわ
い･国立公園の魅力発見／物産の販売も 

同苑 

(新宿区内藤町 11) 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL：03(3341)1461 

5.02金 
13:30~15:30 

第 82回 省エネ市民会議 (省ｴﾈ学習会) 

〜 エネルギー入門編 〜 

内山明治(県 環境学習ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)〜学校で学んだ

｢理科｣｢物理｣などﾍﾞｰｽにｴﾈﾙｷﾞｰの基本を学ぶ 

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 

5.03土祝 

9:30~12 

第 102回 自然観察会 
雨天中止 

｢森で不思議探検ﾂｱｰ!｣ 

場所：ｵｵﾀｶの森(流山市) 

集：東武野田線･TX 流山おおたかの

森駅 改札口 9時 30分 

東葛しぜん観察会 

TEL：090-8495-0050 

http://www.kankyostation.org/top/010news/2014.html
http://www.kankyostation.org/top/010news/2014.html
http://www.earthday-tokyo.org/2014/03/26/459
http://chibawildbird.web.fc2.com/
http://www.chibawbsj.com/
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5.03土祝

〜05月祝 

祝 20回“どきどき"フリーマーケット 2014 

〜 1日約 1,500店の巨大ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 

手づくりｱｰﾄﾏｰｹｯﾄ､幕張うまいもん祭り､bayfm

ﾌﾘﾏﾊﾟﾗﾀﾞｲｽなど 1日中楽しめるｲﾍﾞﾝﾄが満載! 

幕張ﾒｯｾ 
(JR京葉線 海浜幕張駅徒歩約 5分) 

同ﾌﾘﾏ実行委員会事務局 

TEL：043-296-9211 

5.04日 

9~12 

さとやま観察会 野鳥観察会〜市野谷周辺で春の野鳥を観察 集：流山市初石公民館 

(同市西初石 4-381-2) 

(NPO)NPO さとやま 

jimukyoku@nposatoyama.com 

5.08木 
13:30~15:30 

緑の講習会 公園樹木ツアー 

〜 春を見つけよう・感じよう！ 

八田洋章(樹形研)〜園内の木々は次々開花。八

田先生と観察しながら春を満喫しましょう 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園 

TEL：04-7134-2015 

5.10土 

13~15:30 

とことんｾﾐﾅｰ 

｢ﾌｪﾉﾛｼﾞｰ基礎講座｣第 2回 

八田洋章(科博)〜観察の基礎｢葉のつくりほか(2)｣ 
樹木の成長と自然の移り変わりを 1年を通し観察 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 

5.10土 

14~16:30 

市民の､市民による､市民のためのｴﾈﾙｷﾞｰ講座 

第 1回 未来のエネルギーのために!! 

〜 自立して考える市民像確立を目指し 

北澤宏一(東京都市大)〜左記ﾃｰﾏ講演/市民ﾄｰｸ/

ﾗｲﾌﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ/全 10回｡今後の開催日程内容は、 

http://echoice.jimdo.com を参照。 

千葉大 けやき会館 
(千葉市稲毛区弥生町 1−33西千葉

ｷｬﾝﾊﾟｽ構内) 

千葉大 佐藤研究室 

FAX：043-290-3215 
chiba.echoice@gmail.com 

5.14水 

17~18:30 

関東･水と緑のﾈｯﾄﾜｰｸ拠点百選 

応募セミナー 

事業紹介･選考委員によるﾎﾟｲﾝﾄ解説･過去の選

定団体からの活動報告･質問ｺｰﾅｰ 

関東地域づくり協会 東京事務所 

(千代田区神田東松下町 45) 

日本生態系協会 

TEL：03-5951-0244 

5.17土 

10~12 

センター内ホタルの水路で生き物を

探そう        雨天中止 

やがてｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙの舞う水路で､水辺の生き物

を観察しよう! 

いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 
(いすみ市万木 2050) 

左同 

TEL:0470-86-5251 

5.18日 

10~17 

第 11回 里山ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ in君津 
〜里山･裏山･命山 その恵みと創造 

ｹﾋﾞﾝ･ｼｮｰﾄ(東京情報大)〜里山のにぎわいを創り

だす力／事例報告 3件／地元発表 3件／他 

君津市生涯学習交流ｾﾝﾀｰ 
(同市久保 2-13-2 中央公民館) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

namiki.hideyuki@gmail.com 

5.18日 

10:30~16 

vol.13 Earth Day Chiba (ｱｰｽﾃﾞｲちば) 
〜 今年もｺﾞｷｹﾞﾝにﾉﾝﾋﾞﾘ♪／ﾌﾘﾏも開催 

http://earthdaychiba2002.jimdo.com 

Food･Fair Trade･Workshop･NPO･Art&Craft･他 
30年後の日常､街中にｱｰｽﾃﾞｲちば風景があふれるよ

う｢未来のちば｣を一歩一歩､みんなで育てましょう 

稲毛海浜公園 芝生広場 

(千葉市美浜区高浜 7-2-1) 

 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL：080-3914-6488[5/31迄] 
ﾌﾘﾏ専用 TEL：043-234-1206 

5.21水 

23金 10~17 

第 19回 国際食品素材/添加物展 

･会議(ifia JAPAN 2014) 

最新の食品素材･添加物･ 能 素材が一堂に

会する国際見本市 http://www.ifiajapan.com/ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 
(江東区有明 3-10-1) 

日本ｲｰｼﾞｪｲｹｲ(株) 

TEL：03-6459-0444 

5.27火〜 

30金 10~17 

2014 NEW環境展 
http://www.nippo.co.jp/n-expo014/ 

環型社会構築にむけ､各種課題に対応する環

境技術 械･ 器が一堂に会する見本市 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 
(江東区有明 3-10-1) 

同展事務局 

TEL：03-3262-3562 

5.27火〜 

30金 10~17 

2014地球温暖化防止展  
http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka14/ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ･緑化･温暖化防止対策などを展示し､

環境関連産業 が一堂に会する見本市 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 
(江東区有明 3-10-1) 

同展事務局 

TEL：03-3262-3562 

 

【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 

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 体験ｺｰﾅｰ(花苗ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ)・他 

農研 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 

4.21月 
13:30~15:30 

緑の講習会 

家庭菜園：夏野菜を作ってみよう！ 

北条雅章(千葉大)〜夏野菜は作りやすさ･種類

の多さから人気｡ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを聞いて大収穫を 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園 

TEL：04-7134-2015 

mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://echoice.jimdo.com/
mailto:chiba.echoice@gmail.com
mailto:namiki.hideyuki@gmail.com
http://earthdaychiba2002.jimdo.com/
http://www.ifiajapan.com/
http://www.nippo.co.jp/n-expo014/
http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka14/
http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/m/47/02-01.pdf
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4.24木〜 

26土 10~17 

第 7回 ﾎﾋﾞｰｸｯｷﾝｸﾞﾌｪｱ 2014 

ﾃｰﾏ:｢Party!｣〜毎日がﾊﾟｰﾃｨのような 

日本ﾎﾋﾞｰｼｮｰとｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝによる新ｸｯｷﾝｸﾞｽﾀｲﾙ

提案など､会場を｢Party!｣で彩るｼｮｰに注目 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-10-1) 

日本ﾎﾋﾞｰ協会 

TEL：03-3851-6628 

4.25金 

14~15:30 

小児科医から学ぼう！健康講座 

〜 子どもの食物アレルギー 
小林嘉代(東葛病院)〜学ぼう､子どもの食物ｱﾚﾙ

ｷﾞｰ/基本的知識や対処法を学び日々の生活に 

流山市 十太夫福祉会館 
(同市 十太夫 97-1 小山小学校内) 

東葛健康友の会 

TEL：04-7159-1075 

4.26土 

9:30~14 

米作り 1・田植え体験をしよう 
小雨決行 

秋の収穫への第一歩。裸足で田んぼに入り、

自分の手で苗を植えよう！稲刈り予約可 

いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 
(いすみ市万木 2050) 

左同 

TEL:0470-86-5251 

4.26土 
13:30~15:30 

公園で体験してみよう！ 

〜 緑の教室／予約制 

中村利一(園芸ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ) 

〜 ｺﾝﾃﾅで育てる ﾒﾛﾝ､ｽﾞｯｷｰﾆ､枝豆 

青葉の森公園 緑の相談所 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

左同 

TEL：043-208-1510 

5.02金 

10~12 

食を楽しむ教室＆緑の教室 

〜 涼しく快適！緑のカーテン 

吉村孝(緑の相談員)〜今夏は緑のｶｰﾃﾝ｡しっかり学

び賢く節電!。ｶｰﾃﾝ向き植物紹介･持帰り苗付き 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL：0476-47-4030 

5.14水 
13:30~15:30 

緑の講習会 

緑のカーテン コツと楽しみ方 
吉村孝(北総花の丘公園)〜ﾍﾞﾃﾗﾝも初心者も､ｻﾝﾌﾟﾙ

苗を見ながらｺﾂと楽しみ方をお教えします 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園 

TEL：04-7134-2015 

5.17土 

10~12:30 

食生活がつくる明日の希望 (講演会) 

〜健康は食卓から〜 50年に余る健康* 

東城百合子(あなたと健康)･五来純(あなたと健康社) 

*運動を通じ｢自然療法･自然食｣を伝えてこられた  

松戸市民会館 
(同市松戸 1389-1) 

柏の葉自然に学ぶ会 

TEL：04-7100-8821 

5.27火 
12:30~15:30 

消費者ﾌｫｰﾗﾑ in千葉 ／講演会 他 
〜健康のため､食情報を見極める力を 

高橋久仁子(群馬大)〜｢食べ物情報｣ウｿ･ホﾝﾄ 

他 事例発表｡手話通訳､予約制託児あり 

千葉市文化ｾﾝﾀｰ 
(JR千葉駅 徒歩 10分) 

県 生活安全課 

TEL：043-223-2292[5/13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 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 
右記へ直接検体を持参 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】   

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 

第 4土曜 

9~12:30 

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 

http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
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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 

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 

八千代市農政課 

TEL：047-406-4778 

随時 流山市アグリサポート(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 ]                            ※：4月から「環境政策・放射能対策課」に変わりましたが長いので略記。 

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 

募集開始 

NEW 

環境活動見本市・環境恊働創造市 

9月 23日開催 ｴｺﾒｯｾ 2014 inちば 
市民団体･企業･行政の方々､ぜひ出展のご検討を 
http://ecomesse.blogdehp.ne.jp/category/1883528.html 

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 
(JR京葉線 海浜幕張駅徒歩約 5分) 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会 

TEL：080-5374-0019 

申請受付中

NEW 

余った電気は売電！／先着順の奨励金 

〜 財布にもやさしい太陽光発電 
金額:3万円/kW(上限 12万円)｡対象:流山市民で

市内事業者から購入した方｡ 詳細：右記 URL参照 

http://www.city.nagareyama.chiba.

jp/life/34/273/001472.html 
流山市 環境政策課 ※ 

TEL：04-7150-6083 

随時 

NEW 

太陽光発電施工は流山市内事業者で 

〜 実質負担額は 91万円(3kW)から 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ導入希望者の相談や施工を受

付け｡現地調査を行い最適な発電ｼｽﾃﾑを提案｡ 

詳細は下記 URLまたは問合せを 
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875 

流山太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ活用ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7158-6111商工会議所内 

申請受付中

NEW 
H26年度 柏市ｴｺﾊｳｽ促進総合補助金 

〜 省ｴﾈ･創ｴﾈ･見える化･蓄ｴﾈ【別記】 

ｴｺ窓改修･太陽光発電･ｴﾈﾌｧｰﾑ･HEMS･蓄電池･

EV充給電設備／ http://www.ecosite.jp/ecohouse 

同市 環境政策課 
(柏市柏 5-10-1) 

左同 

TEL：04-7167-1695 

随時 関連省庁メールマガジン 

〜 右記 URLの通り(一例) 

環境省：http://www.env.go.jp/melmaga/ 

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁：http://www.enecho.meti.go.jp/mailservices/mailmag_index.html 

左記各省庁へ 

随時 あなたの3Rアイデアお寄せください 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 

4.15火 

まで 

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 

4.20日まで 

NEW 

科学の街 つくば 科学技術週間一般公開 

〜みんながしあわせになるかがくがいいな。 
つくば市内の関連 41施設・ 関を公開 
http://stw.mext.go.jp/common/pdf/event/tsukuba.pdf 

左記 URL参照 文科省 研究交流ｾﾝﾀｰ 

TEL：029-851-1331 

4.20日 

まで 

建築家がつくる木の上の小屋 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 

4.25金 

必着 

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 

4.28月 

必着 NEW 

自治会などにｺﾞｰﾔの苗･種を無料配布 

〜 緑のｶｰﾃﾝを育て涼しい省ｴﾈの夏を 

地球温暖化と節電対策として自治会等地域ぐ

るみ取組みを支援。注:個人申込みはできない  

各自治会等へ配布の申込書を 

右記まで郵送 

流山ｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝ普及促進協議会 

TEL：04-7154-2327 

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://ecomesse.blogdehp.ne.jp/category/1883528.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875
http://www.ecosite.jp/ecohouse
http://www.env.go.jp/melmaga/
http://www.enecho.meti.go.jp/mailservices/mailmag_index.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/3rchiebukuro.html
http://stw.mext.go.jp/common/pdf/event/tsukuba.pdf
http://www.esd-jpnatcom.jp/aisho-boshu/
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4.29火 

まで 

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 

4.30水まで 新｢食料･農業･農村基本計画｣検討

における国民皆様の御意見･御要望 

第 1回：基本計画全般 

食料･農業･農村基本法に基づき､今後 10 年程

度を見通した農政の中長期的なﾋﾞｼﾞｮﾝを示す 
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo02/140226.html 

左記 HP参照 農水省大臣官房政策課 

TEL：03-3502-5515 

5.06火祝 

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 

5.06火祝 

まで 

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 

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 

5.09金 

必着 NEW 

限りある貴重な水の理解を深めるため 

県内 中学生 水の作文コンクール 
ﾃｰﾏ:水について考える(題名自由) 
規定：400字詰め原稿用紙 4枚以内。 

〒260-8667(住所記載不要) 
(以下右記) 

県 水政課 

TEL：043-223-2272 

5.09金まで 

NEW 

河川(利根川)愛護モニター募集 

〜20歳以上･同川付近に住み､日常* 

*の河川情報を管理者へ｡謝礼:4,500(円/月)程

度。期間:H26年 7月 1日〜H28年 6月 30日 

国交省利根川上流河川事務所* 
(※茨城県守谷市大字大柏 355-7)  

*守谷出張所※ 

TEL：0297-48-2441 

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 

5.30金 

消印有効 

NEW 

第 6回関東･水と緑のﾈｯﾄﾜｰｸ拠点百選 
〜 将来に残したい｢自然･風景･人｣のつ

ながり〜 

募集範囲:関東 1都 7県､対象者:市民団体･教

育団体･民間企業･地方自治体･個人/(詳細下記) 

http://www.ecosys.or.jp/100select/6th/index.html 

左記 URL参照 日本生態系協会 

TEL：03-5951-0244 

6.29日 

まで 

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 

7.22火 

まで 

これから始める夏の省エネ対策 

〜 日射遮蔽のポイント 〜 
戸建･ﾏﾝｼｮﾝ､条件や生活ｽﾀｲﾙによる製品選び｡どこに

どのような〜昨今は窓周りの日射し対策 

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 

     

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo02/140226.html
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://www.ecosys.or.jp/100select/6th/index.html
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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｡ｲﾍﾞﾝ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､通常ｲﾍﾞﾝﾄは概ね 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 

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 

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  家庭用燃料電池ｼｽﾃﾑ(ｴﾈﾌｧｰﾑ)[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 放射能対策課 

[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://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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 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 

 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｡ 

 

【別記】柏市ｴｺﾊｳｽ促進総合補助金制度／対象設備と補助額 

ﾒﾆｭｰ 対象設備 補助額 

ｴｺ窓改修 

(1) 窓中央部の熱貫流率が4.0W/平方ﾒｰﾄﾙ･K以下にするよう､次の方法で改修するもの｡ 

•内窓設置:既存の窓の内側に新しく窓を設置する(二重窓)｡ 

•ｶﾞﾗｽ交換:既存のｻｯｼを利用して､ｶﾞﾗｽのみを交換する｡ 

•全部交換:ｻｯｼとｶﾞﾗｽを交換する｡ 

(2) 居室(風呂･ﾄｲﾚ等は不可)へ設置すること｡ 

(3) 1部屋単位での設置とすること｡ 

設置費の4分の1上限10万円 

太陽光発電設備 

(1) 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること｡ 

(2) 太陽電池の出力状況等により､起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること｡ 

(3) 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙが､次のいずれかの規格等に適合していること｡ 

ｱ 国際電気標準会議の規格又は日本工業規格に適合しているものであること｡ 

ｲ 財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること｡ 

(4) 最大出力が10kW未満であること｡ 

(5) 併せて､本補助金で補助対象となっているｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ(HEMS)も設置すること｡ 

2万円/kW上限6万円 

家庭用燃料電池ｼｽﾃﾑ(ｴﾈﾌｧｰﾑ) 
国が実施する｢民生用燃料電池導入支援補助金｣の対象 器として､一般社団法人燃料電池普及

促進協会の承認を受けたものであること｡ 
※予算額に達したため一時申請を終了しております｡ 

上限10万円 

HEMS(ｴﾈﾙｷﾞｰ計測装置も可) 

(1)使用電力の計測･取得間隔(積算消費電力量(Wh)または消費電力(W)の計測または取得間隔)が

30分間隔以内であること｡ 

(2)ﾃﾞｰﾀの蓄積期間(HEMS 器により測定した所定時間単位の積算消費電力量ﾃﾞｰﾀをHEMS 器､あ

るいは関連する外部 器に蓄積し続けることができる期間)が､1時間以内の単位で1ヶ月以上､1日

上限1万円 
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以内の単位で13ヶ月以上であるもの｡ 

※ 表示できることを前提とする｡ 

(3)独自端末(壁面設置型の専用 器など設置するHEMS 器に付随するﾓﾆﾀｰのこと)､ﾀﾌﾞﾚｯﾄ､ｽﾏｰﾄﾌ

ｫﾝ､ﾊﾟｿｺﾝのいずれかを選択して｢見える化｣端末として表示することができること｡ 

蓄電池 
国が実施する｢定置用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電池導入支援事業費補助金｣の対象 器として､一般社団法人環境

共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞの承認を受けたものであること｡ 
上限10万円 

電気自動車充給電設備 

電気自動車等から分電盤を通じて住宅に電力を供給する 能を有し､かつ国が実施する｢次世代自

動車充電ｲﾝﾌﾗ整備促進事業補助金｣の対象 器として､一般社団法人次世代自動車振興ｾﾝﾀｰの承認

を受けたものであること｡ 

上限5万円 

 

 
 

【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 

     

 


