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皆様へ(転送はご自由です)

今年は梅の実がいっぱい生り、美味しい梅干しが楽しみです。
いつも怒られる剪定が昨年は良かったかも知れません。

[1] 主題案内を「文末の添付ファイル」でお届けします。
引き続き、イベント情報・ご意見・ご感想などお寄せください。
　　　　　　　　　・・・
[2] ひとこと 【太陽】
今月の省エネ市民会議テーマは「エネルギー」でした。
講師の内山明治氏(県環境学習アドバイザ)からその基礎をお聞きし、
改めて「太陽」の存在を認識しています。
人間が生きるための食料やエネルギー源は「太陽」なのですが、
必ずしもその恵みを充分活かしていないのではないでしょうか。

太陽からのあらゆる自然エネルギーを、どう効率よく利用できるか、
節電だけではない、広い本流の「省エネ」を個人・地域から
効率よく進めていければと思います。

ようやくと言いますか、住まいの省エネ施策が出始めたようです。
今までの遅れを取り戻す意味でも、
みんなが目指せるわかりやすい基本施策が不可欠に思います。
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・
・発信地：千葉県 流山市
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
◯受信不要になりましたらその旨返信ください。
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 1 

環境と農のイベント案内 2014.5.14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 

5.15木〜

6.15日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(大磯照ヶ埼・・三番瀬＆西印旛沼)  

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

左記 URL参照 左記 URL参照 

TEL:047-431-3511(土･15~18時) 

5.16金まで 

9~17 

総合治水ビジュアルボードフェア 総合治水のﾊﾟﾈﾙや雨水浸透ます､流域内の小学

生による真間川絵画ｺﾝｸｰﾙ入賞作品を展示 

船橋市役所 1F美術ｺｰﾅｰ 
(同市 湊町 2-10-25) 

同市 下水道河川計画課 

TEL：047-436-2615 

5.16金〜 

18日 9~16 

第９回ﾛﾊｽﾃﾞｻﾞｲﾝ大賞 2014新宿御苑展 

〜 地球温暖化防止・生物多様性＊ 

＊多様性保全など様々な地球環境問題を一般

の方々に分かりやすく楽しみながら体験 

国民公園 新宿御苑 

(新宿区内藤町 11) 

(一社)ﾛﾊｽｸﾗﾌﾞ･環境省 

TEL:03-3524-9757 

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 

5.17土 

10~16 

こんぶくろ池・工作教室 間伐材を活用した竹ﾄﾝﾎﾞ作り､ｺﾞﾑ鉄砲作り こんぶくろ池公園 
(柏市正蓮寺) 

こんぶくろ自然の森 

TEL：090-9146-4987 

5.17土 
10:30~14:30 

べつの道へ (フォーラム) 
〜 レイチェル・カーソン 没後 50年 

米本昌平(科学史家)〜ﾚｲﾁｪﾙ･ｶｰｿﾝ没後 50年間

の科学･技術の動向／岡田幹治(ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)／他 

日比谷公園内 緑と水の市民ｶﾚｯｼﾞ 
[15時から自然観察会あり] 

ﾚｲﾁｪﾙ･ｶｰｿﾝ日本協会関東ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL：04-7184-5795 [要申込] 

5.17土 

14~17 

(講演会)ｻｽﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｨと環境未来都市 
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20

140418/20140418.html 

小宮山宏(SSC)〜日本｢再創造｣−ﾌﾟﾗﾁﾅ社会の都
市･地域戦略／藤田壮(NIES)〜環境都市への転換を

通じての複合的な価値創造への期待 他 

つくば国際会議場 3F 中ﾎｰﾙ 
(つくば市竹園 2-20-3) 
https://project.nies.go.jp/events/SSC-Sympo/ 

国立環境研究所 

matoba.eriko@nies.go.jp 

TEL：029-850-2825 

5.17土〜 

25日 

第 3回 オープンフォレスト in松戸 
http://www1.koalanet.ne.jp/forest-in-matsudo/ 

松戸市内の森の公開｡普段入れない民有林で新

緑の森を堪能｡ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄや森の文化祭も 

松戸市内の民有林 15 ｶ所､21世

紀の森と広場 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会事務局 

TEL：090-1209-2254 

5.17土〜 

6.07土 13~ 

環境講座｢深海のﾋﾐﾂと可能性｣(全4回) 北村雄一(ｻｲｴﾝｽﾗｲﾀ)〜深海から何がわかるのか､

深海生物の採集法･飼育法ほか｡ﾊﾞｽ研修は実費 

船橋市東部公民館 
(同市 前原西 2-21-21) 

同館 

TEL：047-477-7171 

5.17土〜

10.05日 
10~16 

谷津干潟観察ｾﾝﾀｰ｢ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門講座｣
〜 心構えや知識等を体験を通じ身につける

連続講座／中学生以上／全 5回・無料 

①5月 17日･干潟を知ろう②6月 14日･干潟の生き

もの観察③8月 9日･ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ入門④9月 20

日･淡水池の管理体験⑤10月 5日･お客さん案内 

同ｾﾝﾀｰ 

(習志野市秋津 5-1-1) 

谷津干潟自然観察ｾﾝﾀｰ 
TEL：047-454-8416 

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 

5.18日 
10:45~12:30 

アマモ移植会 

〜 生物のすみかになり海をきれいに* 

*するｱﾏﾓ｡平潟湾再生として琵琶島海底に

ｱﾏﾓが育つ環境を作り天然ｱﾏﾓ苗を植える 

集：金沢八景･瀬戸神社 琵琶島 
(京浜急行 金沢八景駅 徒歩 3分) 

金沢八景-東京湾ｱﾏﾓ場再生会

議事務局 TEL：045-321-8601 

5.18日 

15~17:10 

｢クリーン都市 八千代｣(無料講演会) 

〜自然ｴﾈﾙｷﾞｰを活用したまちづくり 
馬上丈司(千葉大)〜ｴﾈﾙｷﾞｰ自給･再生可能ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ固定価格買取制度･自然ｴﾈ市民ﾌｧﾝﾄﾞ 

八千代市市民会館 第 3会議室 
(同市 萱田町 728) 

(一社)八千代青年会議所 

TEL：047-409-4889 

http://www.chibawbsj.com/
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140418/20140418.html
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140418/20140418.html
https://project.nies.go.jp/events/SSC-Sympo/
mailto:matoba.eriko@nies.go.jp
http://www1.koalanet.ne.jp/forest-in-matsudo/
mailto:namiki.hideyuki@gmail.com
http://earthdaychiba2002.jimdo.com/
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5.18日 

まで 

ｶｼﾆﾜ ﾌｪｽﾀ 2014〜 柏市民が大切に

育てた里山､ｶﾞｰﾃﾞﾝ､広場を一斉公開 

ｶｼﾆﾜとは｢柏の街を一つの大きなｶﾞｰﾃﾞﾝに｣ 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/110600/p018263.html 

場所と詳細は左記 URLならびに

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ参照 

(一財)柏市みどりの基金 

TEL：04-7160-3120 

5.18日 

10~12 

ｶｼﾆﾜ ﾌｪｽﾀ 2014参加ｲﾍﾞﾝﾄ 

〜 高田の森 自然観察会 
里山保全活動 7年､緑の美しい森に｡野草や生
き物も増え､秘密の花園や秘境･野鳥公園も巡る 

集：高田の森 ﾃｰﾌﾞﾙ前 
(柏市高田) 

柏ふるさとﾌｫﾚｽﾄ 

TEL：04-7192-2410 

5.18日 

10~15 

ｶｼﾆﾜ ﾌｪｽﾀ 2014参加ｲﾍﾞﾝﾄ 

〜 まちなかの里山体験 
柏市めじろ台の住宅地や公園に囲まれ緑豊か

な高田山をのぞいてみませんか 

高田山 
(柏市高田) 

かしわの森人 

TEL：090-7846-8077 

5.18日まで 

10~15 

ｶｼﾆﾜ ﾌｪｽﾀ 2014参加ｲﾍﾞﾝﾄ in大島田 

〜 大島田里山ｸﾗﾌﾞは里山保全活＊ 

＊動中です｡大島田の森で鳥のさえずりと森林

浴をしながら気の良い仲間と楽しみませんか 

柏市沼南公民館隣接里山 
(柏市大島田) 

大島田里山ｸﾗﾌﾞ 

TEL：04-7132-2463 

5.18日〜 

25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 URL参照 
http://chibawildbird.web.fc2.com/ 

左記 URL参照 各ｲﾍﾞﾝﾄごとに違います。 

左記 URL参照 

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･ 能性素材が一堂に

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 

5.22水 

14~17 

国際生物多様性の日 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
〜 つながりと個性を活かした自然と共

生する島づくり 

武内和彦(国連大学)〜慶良間諸島国立公園から
見るﾚｼﾞﾘｴﾝﾄな島づくり／桜井泰憲(北大)・他        

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18074 

国連大学ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ﾛｰｽﾞ･ﾎｰﾙ 
(渋谷区神宮前 5-53-70) 

環境省自然環境局(中略)生物多

様性地球戦略企画室 

TEL：03-5521-8275 

5.24土 

7~(19) 

ﾌｸｼﾏ原発震災 被災地訪問ﾊﾞｽﾂｱｰ／有料 

〜 原発事故の完全賠償をさせる会＊ 

*(佐藤三男代表)案内で､いわき市､広野､楢葉､富岡と

北上｡楢葉町宝鏡寺･早川住職のお話も聞く予定 
集：京成線勝田台駅 

北側(成田街道側)ﾛｰﾀﾘｰ 7時 

脱原発八千代ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL：090-8587-0814[要申込] 

5.24土 

14~16 

ちば市民放射能測定室｢しらベル｣ 

設立 2周年 特別講演 

●林重孝(林農園)〜有 農業と放射能汚染 

●河田昌東(ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ支援)〜ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘと福島 

千葉市きぼーる 13F 会議室 1 
(京成線 千葉中央駅 徒歩 5分) 

ちば市民放射能測定室｢しらﾍﾞﾙ｣ 

TEL:043-224-5013 [申込不要] 

5.25日 

10~12 

太東の岬で海辺の自然を観察しよう 

雨天中止 
太東の岬周辺を歩き､海辺の自然(植物･地質な

ど)観察。場所:太東ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ周辺 

集：いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 
(いすみ市万木 2050) 

左同 

TEL:0470-86-5251 

5.25日 

10~12 

緑の教室 〜初夏の野鳥を見つけよ

う！／ 阿部純(印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ)＊ 

＊園内既存林や自然生態園を散策｡初夏の野

鳥や昆虫たちを観察｡雨天時は室内で関連内容 

県立 北総花の丘公園 
(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL：0476-47-4030 

5.25日 

11~、14~ 

感じる植物園ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ＠筑波実験植

物園 〜葛西臨海たんけん隊は参加＊ 

＊体験型環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ総称。今回は筑波実

験植物園での開催が実現。詳細右記 URL参照 

http://www.kasairinkai.com/tankentai/p

rogram_2014detail01.html 

葛西臨海･環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

tanken@kasairinkai.com 

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 

5.27火〜 
6.01日 17:30~ 

(船橋市)運動公園で 

幻想的なホタルの光を  雨天中止 

同公園内人工飼育施設｢ﾎﾀﾙの里｣を無料開放｡

今年で 30回､約 1000匹のｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙが舞う 

船橋市運動公園 

(同市夏見台 6-4-1) 

同市体育施設管理事務所 

TEL：047-438-4461 

5.30金〜 

6.01日 10~ 

住宅設備・建材 EXPO／事前登録で無料 
http://www.housingworld.jp 

■低炭素住宅 ■震災対策 ■ｶﾞｰﾃﾞﾝ&ｴｸｽﾃﾘｱ 

■工務店･ﾘﾌｫｰﾑ会社支援 ■ｷｯﾁﾝｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 1･2 

(江東区有明 3-10-1) 

朝日 住まいづくりﾌｪｱ実行委員会 

TEL：03-6869-6352 事務局 

5.31土 

9~10受付 

東葛飾地域 県民の日イベント 

手賀沼なぞ解きウォーク(柏〜我孫子) 

手賀沼の豊かな自然と景色を堪能しながら、

なぞ解きに挑戦！ 

集:我孫子ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀ(ｱﾋﾞｼﾙﾍﾞ) 
(JR我孫子駅 南口すぐ) 

県 東葛飾地域振興事務所 

TEL：047-361-2111[申込不要] 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/110600/p018263.html
http://chibawildbird.web.fc2.com/
http://www.ifiajapan.com/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18074
http://www.kasairinkai.com/tankentai/program_2014detail01.html
http://www.kasairinkai.com/tankentai/program_2014detail01.html
mailto:tanken@kasairinkai.com
http://www.nippo.co.jp/n-expo014/
http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka14/
http://www.housingworld.jp/
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5.31土 

17~20 

｢自然エネルギー食堂｣ 第１回･初夏 

〜自然ｴﾈﾙｷﾞｰを学び交流の連続企画(有料) 

古屋将太(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研)〜日本の自然ｴﾈﾙｷﾞｰ

利用解説｡二本松有 農研の食材料理を楽しむ交流も 

Daichi & keats 
(千代田区丸の内 1-4-1 

 S大手町駅 B1徒歩 1分) 

大地を守る会 同ｲﾍﾞﾝﾄ事務局 

TEL：043-213-5860[5/23迄] 
http://www.daichi.or.jp/info/event/2014/0502_4835.html 

5.31土 

18:30~20 

ホタルの里でホタルを見よう 
＜定員一杯 申込はｷｬﾝｾﾙ待ちで受け付け＞ 

ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙの集団発光を､山田地区ﾎﾀﾙの里で観

察しよう!  場所: ｽﾎﾟｯﾄ地区⑦-ﾎﾀﾙの里 

集：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 

6.01日 

9~(12) 

さとやま観察会 

〜 チョウの観察会 
市野谷の森周辺でﾁｮｳの観察をします｡ 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 

6.01日 

10~12:30 

第 103回 東葛しぜん観察会 

〜自然博物公園で生き物を探そう 
現地：こんぶくろ池(柏市) 

持ち物：飲み物･帽子･虫ﾒｶﾞﾈ･昼食 

集:柏駅西口 2番ﾊﾞｽ停国立がんｾﾝﾀ

ｰ行 9時乗車(同ｾﾝﾀｰﾊﾞｽ停集合) 

同観察会 

TEL：04-7193-2939 

6.01日 
10:30~12:45 

アマモ花枝(はなえだ)採取会 

〜 ｱﾏﾓの種が実る季節｡若い種が＊ 

＊入った花枝を集め､漁港のｲｶﾀﾞに下げ､強い

種に成熟させるｼｰｽﾞﾝ初めの大切なｽﾃｯﾌﾟ 

集:横浜 海の公園 海とのふれあい

ｾﾝﾀｰ (海の公園柴口駅 徒歩 3分) 

金沢八景-東京湾ｱﾏﾓ場再生会議事

務局 FAX:045-317-9072 

6.06金 
13:30~15:30 

省エネ学習会／第 83回 省ｴﾈ市民会議 

〜年間通し快適住宅を省ｴﾈ面で考える  
青木一男(青木建設(株))〜地球と人に優しい健

康長寿な家づくり･2020年に向けた省ｴﾈ住宅 

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 [要予約] 

6.07土 
8:30 ~ 

17:30 ※ 

埼玉のﾒｶﾞｿｰﾗｰめぐり ＆ 川の博物館 

〜 日本初･水に浮かぶﾒｶﾞｿｰﾗ * 

*･ｿｰﾗｰon theｳｵｰﾀｰ桶川／ｴﾈﾜﾝｿｰﾗﾊﾟｰｸ寄居／埼玉

県立川の博物館／川越市資源化ｾﾝﾀ水上ﾒｶﾞｿｰﾗ／他 
集:ｿﾆｯｸｼﾃｨとｼｰﾉ大宮の間の歩道 
(JR大宮駅西口徒歩 5分) 

※ 解：川越駅 17:30  

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ 埼玉 

FAX：049-263-4473 
yousuke_matsuoka2002@yahoo.co.jp http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20140607.pdf       (有料) 

6.07土 

13~15:30 

とことんｾﾐﾅｰ｢ﾌｪﾉﾛｼﾞｰ基礎講座｣第 3回 

〜 樹木の成長と自然の移り変わりを観察 

八田洋章(科博) 

〜 裸子植物の自然史:その他の針葉樹 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 [要予約] 

6.07土& 

08日 19:15~ 

センター内小川でホタル観察 
小雨決行 

ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙが今年もｾﾝﾀｰの小川で見られるか

な? 

集：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 

6.08日 

9~12 

手賀沼を知ろう 手賀沼に生息する魚について学んだ後､船で同

沼を巡る｡対象:親子･成人､先着 30名 

集：県立手賀の丘少年自然の家 

(柏市片山 275) 

同家 

TEL：04-7191-1923 

6.08日 

10~14 

第 17回 増尾のもりであそぼう！ 
参加無料・雨天中止・弁当販売なし 

自然と親しむﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ･森のおはなし会･ﾛｰﾌﾟ

わたり･ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾝﾎﾞ･叩いて遊ぼう･忍者修行他 

柏市 増尾城址総合公園 

(柏市増尾 650) 

柏 子どもの文化連絡会 

TEL：090-7708-0691 

6.08日 
11:30~12:30 

インテリアから考える照明計画の考え方 

河原武儀(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ)〜家を設計* 
*する際､照明計画も｡照明は室内環境以外に暮らし

方に影響｡基本を知り快適化･雰囲気づくり･節電も 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 8F 

(新宿区西新宿 3-7-1 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同 

TEL：03-5322-6500 [要予約] 

6.08日 

13:30~15 

植物園･研究最前線〜植物のここが面白い 

〜 高山植物のはなし 

村井博士の研究〜夏の山を彩る様々な高山植物｡ 

この｢高嶺の花たち｣がたどってきた道や生き方を紹介 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 [要予約] 

6.12木 

8:20~ 

自然観察会 

〜 市原市民の森 探鳥会 雨天中止 

ｻﾝｺｳﾁｮｳの子育てが見られるかも｡持物:観察用

具､弁当､飲み水､帽子､敷物雨具 

集：船橋駅さっちゃん像前  

 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL：047-447-3590 

6.13金 

12~17:30 

国立環境研究所 公開シンポジウム 2014 

〜低炭素社会に向けて〜 温室効果ガス

削減の取り組みと私たちの未来 

町田敏暢(同所)〜大気中温室効果ｶﾞｽの今〜止まら

ない濃度上昇／江守正多(同)〜なぜ低炭素社会が

必要か−気候変動ﾘｽｸ管理の視点から／他 

ﾒﾙﾊﾟﾙｸﾎｰﾙ (港区芝公園 2-5-20) 
http://www.nies.go.jp/event/sympo

/2014/index.html ←申込み等詳細 

国立環境研究所 

TEL：029-850-2309 [要申込] 

6.15日 

9:30~12:30 

岩船で磯の生き物観察しよう 

〜 磯にはどんな生き物が＊ 

＊いるのかな?観察しよう! 場所:いすみ市岩船

の磯 持物:飲み水､水の中で履く靴､軍手 

集：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 

http://www.daichi.or.jp/info/event/2014/0502_4835.html
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
mailto:yousuke_matsuoka2002@yahoo.co.jp
http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20140607.pdf
http://www.nies.go.jp/event/sympo/2014/index.html
http://www.nies.go.jp/event/sympo/2014/index.html
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6.17火＆ 

18水 10~17 

ﾘﾌｫｰﾑ産業ﾌｪｱ 2014／関連同時開催あり 

http://the-bars.com 

展示：省ｴﾈ･ｴｺ･健康／外壁･屋根／ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ･

点検／窓･開口部／断熱。太陽光発電ｾﾐﾅｰ 他 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 2 

(江東区有明 3-10-1) 

(株)ﾘﾌｫｰﾑ産業新聞社 

TEL：03-6252-3450 

6.18水〜 

20金 10~17 

スマートコミュニティ Japan2014 
http://www.nikkan.co.jp/eve/smart/ 

ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ展/次世代自動車展/農業ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭ

ｰｼｮﾝ展/ﾊﾞｲｵﾏｽｴｷｽﾎﾟ/防災･減災/ 能性野菜 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 2･3 

(江東区有明 3-10-1) 

(株)日刊工業新聞社 

TEL：03-5644-7221 

6.22日 
8:30~9(受付) 

狩猟免許試験 
・受付期間：6月 2日(月)〜9日(月) 

対象:県内居住 20歳以上｡受付:地域振興事務

所･県自然保護課へ持参(左記同所課で申請書配布) 

県 射撃場 
(市原市古敷谷 2620) 

県 自然保護課 

TEL：043-223-2972 

6.22日 

13~15 

リサイクル教室 

〜 なんでも修理教室 
直し方を一緒に学ぶ｡ 持参品:おもちゃ･時計･

ﾗｼﾞｵ･その他家庭用品。(一人 2点まで) 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 
(柏市十余二 348-202) 

同館 

TEL：04-7199-5082 

6.23月 

9:30~15:45 

緑のそよ風 里山散策会 
雨天中止 

松虫寺(印西市松虫 7)近くの里山など散策。 

持ち物：飲み物、弁当、あれば双眼鏡 

集：北総線 印旛日本医大駅前 印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL：0476-47-1455 [要申込] 

6.26木 

15~17 

環境対策をﾋﾞｼﾞﾈｽに! 柏市地球温暖化対策ｾﾐﾅｰ 

｢2020年までに柏市がめざす未来像｣ 
〜持続可能な低炭素ライフへの転換！ 

柏商工会議所・柏市環境部〜第 2期 柏市地球温暖

化対策計画の概要(現状･方針･他)／朝倉暁生(東

邦大)〜全国環境先進都市にみる取組み事例紹介 

柏商工会議所 4F会議室 

(柏市東上町 7-18 JR柏駅東口徒歩

8分) 

同所 経営支援一課 

TEL：04-7162-3311 
FAX：7165-3323 

6.28土& 

29日 11~ 

MOTTAINAI ﾌｪｽﾀ in秋葉原 UDX 

〜 MOTTAINAI宣言･ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ＊ 

＊･ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ･てづくり市&ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｷｯｽﾞﾌﾘﾏ･

ﾘｻｲｸﾙﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ･団体､企業 CSR活動・他 

秋葉原 UDX ｱｷﾊﾞ広場(千代田区外

神田 4-14-1 JR秋葉原駅徒歩 2分) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ運営委員会 
info@cotte-shop.jp 

随時 
火曜は休み  

平伏沼(へぶすぬま)のﾓﾘｱｵｶﾞｴﾙの観察 

＆山歩き観察 

海抜 842m平伏山山頂にある同沼の周囲に広が

る落葉広葉樹林を散策し､ﾓﾘｱｵｶﾞｴﾙを観察 

同沼 

(福島県双葉郡川内村) 

川内村教育委員会 

TEL：0240-38-3805 

 

【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 

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 

5.18日 

10~ 

サツマイモ作り隊 体験農園･第 3弾はｻﾂﾏｲﾓ作り隊｡かしわで裏の

畑で美味しいお芋を作り。参加費 1,000円 

かしわで裏の畑 
(柏市高田 100) 

かしわで 

TEL：04-7141-6755 

5.25日 

9~12 

田んぼアート 

〜豊作祈願田植え祭り・参加者募集 

図柄に合わせて田植えを行います｡作業終了後

は､地元の食材に舌鼓｡当日参加も可能 

福島県岩瀬郡鏡石町旭町 440-6 

(JR東北本線 鏡石駅東口徒歩 1分) 

鏡石町産業課 

TEL：0248-62-2118 [要申込] 

5.25日 

まで 

2014年 白子たまねぎ狩り 
http://www.town.shirako.lg.jp/0000000828.html 

白子町内たまねぎ畑で収穫体験｡甘みを感じる

特産品 10kg･1000円｡農家ｱﾄﾞﾊﾞｲｽにより収穫 

同町内 35件農家 
場所等詳細は左記 HP参照 

白子町役場産業課農業振興係 

TEL：0475-33-2115 

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] 

5.28水 

全 4日間 

みそ作り講習会〜 柏産米こうじ作り

と野田産大豆を使ったみそ作り(有料) 

5/28:こうじ作り､5/29:こうじの手入れ､5/30:

みそ仕込み､9/中旬:天地返し･分配｡柏市民対象 

柏市あけぼの山農業公園 
(柏市布施 2005-2) 

同公園 

TEL：04-7133-8877 

     

http://the-bars.com/
http://www.nikkan.co.jp/eve/smart/
mailto:info@cotte-shop.jp
http://www.town.shirako.lg.jp/0000000828.html
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5.30金 

まで受付 

かしわ市民大学第 4期生募集 
｢ﾌｰﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ養成講座〜ｶｼﾜ×農×食｣ 

開催：6月〜来年 3月の全 13回(有料) 

本学は自ら考え行動する柏市民の学びの場 
農と食を通じ柏の新魅力発信のﾌｰﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰﾀ養成 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ:五十嵐泰正(筑波大)／他｡詳細右記 URL 

ｱﾐｭｾﾞ柏(柏市柏 6-2-22)他 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/sos

hiki/400100/p018347.html 

柏市恊働推進課 

TEL：04-7167-0941 

5.30金 

まで 

青年就農給付金(準備型) 

☆就農前後の時期に 150万円/年☆ 

就農予定が 45歳未満の方を対象｡一定要件に

より親元就農も対象｡ 別途｢経営開始型｣あり 

研修地所轄の県農業事務所 

または県立農業大学校 

県 担い手支援課 

TEL：043-223-2904 

6.01日 
13:30~15:30 

緑の教室 〜 挿し木を楽しもう 

吉村孝(緑の相談員)〜初心者も行え＊ 

*るｾｰｼﾞやｽﾄﾚﾌﾟﾄｶｰﾊﾟｽ等で､挿し穂の作り方か

ら挿し木後管理まで｡持ち帰り用実習付き 

県立 北総花の丘公園 
(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL：0476-47-4030 

6.04水 
10:10~14:30 

谷津田のお米づくり体験 田植え 斜面林に挟まれ、水が豊富な谷津田は生き物

宝庫｡保品｢冬水田んぼ｣の米づくりに力を 

集：八千代市少年自然の家駐車場 

(同市 保品 1060-2) 

八千代自然と環境を考える会 

TEL：047-450-8468 [先着順] 

6.07土 

10~13:30 

流山で野菜の収穫＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ 
雨天時は 14日(土) 

無農薬野菜を収穫しﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰする｡右記会館で

整理券配布中｡中学生以上 1,500円､小学生 800円 

えか自然農場 
(流山市西深井 浄観寺近く) 

流山市 東深井福祉会館 

TEL：04-7155-3638 

6.10火〜 

13金 10~ 

FOOMA JAPAN 2014 国際食品工業展 
https://www.foomajapan.jp/2014/ 

最先端の食品 械･関連 器が一堂に会する 

ｱｼﾞｱ最大級の食のﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1〜6 
(江東区有明 3-10-1) 

FOOMA JAPAN運営事務局 

TEL：03-6809-3745 

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 
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】   

5.18日 

9~15 

船橋市場開設 45周年記念 

〜 船橋市場だヨ！全員集合 〜 

4月から地方卸売市場として新ｽﾀｰﾄ｡ご当地ｸﾞ

ﾙﾒ出店､野菜･魚の即売会､ふなばしﾄﾞﾄﾞﾝﾊﾟ祭他 

同市場 
(同市 市場 1-8−1) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 
http://funaichi-dayo.com/contact/ 

6.14土 

9~11 

ふなばし朝市／小雨決行 

〜新鮮でおいしい船橋産の野菜や＊ 

＊船橋漁港で水揚げされた魚介類など販売｡ 

ふなばしｾﾚｸｼｮﾝ認証品も販売 

船橋大神宮駐車場 
(京成線 大神宮下駅徒歩 3分) 

ふなばし朝市委員会 

TEL：047-436-2472 事務局 

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 

 (東武線 運河駅 徒歩 2分) 

利根運河交流館 

TEL:04-7153-8555 

     

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/400100/p018347.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/400100/p018347.html
https://www.foomajapan.jp/
https://www.foomajapan.jp/2014/
mailto:info@foomajapan.jp
http://funaichi-dayo.com/contact/
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
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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 

勝浦朝市 (水曜と元旦は休み) 

〜 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う 

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 

 

開催・募集・通知 [ NEW:新掲載 ]                            ※：4月から「環境政策・放射能対策課」に変わりましたが略記します。 

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 

配布中 

NEW 

｢バケツ稲づくりセット｣ 

〜 先着 35万セット 

ｾｯﾄ内容：ｺｼﾋｶﾘ､3種配合肥料､栽培ﾏﾆｭｱﾙ 

詳細：http://www.yoi-shoku.jp/education 

左記 URL参照／北海道は下記 
http://ja-dosanko.jp/education/rice/ 

全国農業協同組合中央会 

TEL：03-5295-1323 事務局 

5.15木〜 

21水 

田沼武能写真展〜｢むさしの日記｣〜 

☆いま､国木田独歩の時代の＊ 

＊ような広大な林は望むべきもないが､｢小さ

な武蔵野｣は､そこかしこに散在している 

ｵﾘﾝﾊﾟｽｷﾞｬﾗﾘｰ東京(千代田区神

田小川町 1-3-1 S小川町駅 A6出口) 

同ｷﾞｬﾗﾘｰ／ 日曜・祝日定休 
TEL：03-3292-1934  

5.16金まで 河川(※)愛護ﾓﾆﾀｰ募集(2年間)〜※:江

戸川･利根運河･坂川･中川･綾瀬川〜資格：* 

*河川から約 5km以内に居住の20歳以上｡日常生

活での気づき報告や河川愛護活動･会議参加など 

〒278-0005 野田市宮崎 134 

江戸川河川事務所 
左記事務所 

TEL：04-7125-7319 

5.19月 

締切 

NEW 

江戸川大学オープンカレッジ／有料 

現役ﾊﾟｰｸﾚﾝｼﾞｬｰが語る 

〜とっておきの国立公園ばなし(全4回) 

1)5/26:親泊素子(同大)〜同公園管理  2)6/02:宇

賀神知則(環境省)〜同公園の魅力 3)6/09:浪花伸

和(同)〜同公園とﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ 4)他 詳細は右記 URL 

同大学(流山市駒木 474) 
http://blog.livedoor.jp/stcenter/

archives/51944061.html 

同大 駒木学習ｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7156-7715 

5.19月〜 

6.30月 

県 環境研究ｾﾝﾀｰ･最近の研究成果 展 

 大気騒音振動､廃棄物･化学物質､* 

*水質環境､地質環境の各環境分野の調査研

究｡その取組と成果をわかりやすくﾊﾟﾈﾙ展示 

5/19〜22：きぼーる(千葉市中央区) 

5/23〜6/30:同ｾﾝﾀｰ(市原市岩崎西) 

県環境研究ｾﾝﾀｰ／土日休館 

TEL：0436-21-6810 

5.20火まで 

10:30~18:30 

第 33回 土門拳賞 桑原史成 写真展 

【不知火海 The Minamata disease Disaster】 

〜 不知火海(八代湾)沿岸は約 200㎞､＊ 
http://www.nikon-image.com/activity/salon/

exhibition/2014/05_ginza.htm - 02 

＊その一帯で住民に過酷な事件が起き現在も続く｡

約 3,000人の認定患者(新潟県も含む)､救済を求める

人が約 6万 5,000人､係争中訴訟も｡水俣事件は公

式発見から 58年｡作者は写真を表現手段の記録を

継続｡展示写真はその断片的記録｡ 

銀座ﾆｺﾝｻﾛﾝ 
(中央区銀座 7-10-1) 

左同 

TEL：03-5537-1469 

5.23金まで
NEW 

6月 29日開催 ｶﾞﾚｰｼﾞｾｰﾙ出店者募集 

〜 ご家庭に眠る不用品を有効活用 〜 
180×80cm/区画｡書籍･衣類･玩具･電化製品など

日常生活用品｡食料･動物不可｡ 流山市民対象 

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) 

同市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7157-7411 

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 
･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 

5.26月まで 日本における気候変動による将来影響

の報告と今後の課題(中間報告)ﾊﾟﾌﾞｺﾒ 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18073 

(ｱ)気候変動による影響が考えられる分野･項

目(ｲ)気候変動による影響の評価情報(ｳ)｢中間

報告｣概要(ｱ)(ｲ)以外の意見／詳細左記 HP参照 

左記 URL参照 環境省地球環境局総務課 

TEL：03-5521-8247 

5.29木~ 

6.04水NEW 

｢いのちの伝承−日本の世界自然遺産をめぐるいとなみ｣

堀江重郎 写真展 ｢神々からの伝言｣ 
樹齢数千年の屋久杉が息づく屋久島は｢奇跡の島｣

とも｡亜熱帯から亜寒帯まで日本列島の自然が凝縮 

ｵﾘﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ東京(日曜･祝日休館) 

(千代田区神田小川町 1-3-1) 

左同 

TEL：03-3292-1934 

5.30金 18

時必着NEW 
平成 26年度 長期優良住宅化リフォー
ム推進事業 提案募集 

(1)評価基準に基づく長期優良住宅化ﾘﾌｫｰﾑ(2)提案

による長期優良住宅化ﾘﾌｫｰﾑ／詳細右記 URL参照 

http://www.kenken.go.jp/chouki_r/ 国交省 住宅局住宅生産課 

TEL：03-5253-8510 

http://www.yoi-shoku.jp/education
http://ja-dosanko.jp/education/rice/
http://blog.livedoor.jp/stcenter/archives/51944061.html
http://blog.livedoor.jp/stcenter/archives/51944061.html
http://www.nikon-image.com/activity/salon/exhibition/2014/05_ginza.htm#02
http://www.nikon-image.com/activity/salon/exhibition/2014/05_ginza.htm#02
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=823
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18073
http://www.kenken.go.jp/chouki_r/
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5.30金 

必着 

NEW 

平成 26年度 住宅･建築物 技術高度

化事業 提案募集 

〜 (1)住宅等における環境対策や＊ 

＊健康向上に資する (2)住宅等におけるｽﾄｯｸ活用､

長寿命化対策に資する (3)住宅等における防災性

向上や安全対策に資する／詳細は右記 URL参照 

http://www.mlit.go.jp/jutakukenti

ku/house/jutakukentiku_house_tk4_

000084.html 

住宅性能評価･表示協会

TEL:03-5229-7442 

国交省住宅局住宅生産課 

TEL：03-5253-8510 

5.30金 

消印有効 

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 

5.30金〜 

6.29日 NEW 

奥会津写真家集団 写好景嶺(しゃすけね)展 

〜 心のふるさと奥会津･只見線 

福島と新潟を結ぶ同線の美しい沿線風景や奥

会津の魅力と'11年豪雨被害の記録も紹介 

秋山庄太郎写真芸術館 

(港区 S表参道駅 A4徒歩 7分) 

同館／月〜木 休館 

TEL：03-3405-8578 

6.15日 

まで NEW 

サバンナからのメッセージ 

〜 アフリカの自然とその保全 
同大陸の南部･東部のｻﾊﾞﾝﾅとよばれる植生帯
に焦点をあて､そこで暮らす野生生物に迫る 

茨城県自然博物館 

(同県 坂東市大崎 700) 

同館 

TEL：0297-38-2000 

6.16月消印

有効 NEW 
平成 26年度(第 1回)住宅・建築物 

省 CO2先導事業 提案募集 

[1]住宅及び住宅以外のｵﾌｨｽﾋﾞﾙ等建築物の新築 

[2]既存住宅･建築物の改修 [3]省 CO2 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

整備 [4]省 CO2に関する技術検証／詳細右記 URL 

http://www.kenken.go.jp/shouco2/ 国交省 住宅局住宅生産課 

TEL:03-5253-8510／(独)建築

研究所 TEL:03-3222-7881 

6.22日 

まで NEW 

静遥(しずはる)房総風景画展 

〜 画家･静遥氏による昭和のたた＊ 

＊ずまい残す房総半島のﾊﾟｽﾃﾙ画｡地元で大切

に守られてきた里山や田園､海浜風景 80点 

田園の美術館[いすみ市郷土資料館] 

(いすみ市弥生 93-1) 

同館 

TEL：0470-86-3708 

6.23月 

締切 NEW 

子どもゆめ基金 

〜子どもの体験・読書活動へ助成 
ｷｬﾝﾌﾟや自然観察など自然体験､科学実験教室
など科学体験､農業･漁業など職場体験､他 

〒151-0052 渋谷区代々木神園

町 3-1 (独)国立青少年教育振興* 

* 構 子どもゆめ基金部助成課 

TEL：0120-579081／HP参照 

6.23月 

締切 NEW 

子どもの自然体験プログラム 

〜 イルカの島ねいちゃーず (有料) 
実施日:8/18(月)〜22(金)｡会場:東京都 御蔵島 

対象:小学 4年〜中学 3年(条件あり)｡右記 URL参照 

集：8/18(月) 東京竹芝桟橋 
http://elfin-ee.com 

ELFIN体験共育くらぶ 

TEL：0470-55-8322 

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日 

締切 NEW 

第 16回｢ﾐﾂﾊﾞﾁの童話と絵本のｺﾝｸｰﾙ｣ 
〜 ﾐﾂﾊﾞﾁやはちみつをﾃｰﾏにした＊  

＊童話や絵本／一般の部･こどもの部 
http://beekeeper.3838.com/activity/dohwasakuhin/oubo.html 

左記 URL参照 (株)山田養蜂場 

TEL：0868-54-3999 

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 

7.01火 

まで NEW 

第 13回 ｢聞き書き甲子園｣
http://www.foxfire-japan.com 

高校生が｢森の名手･名人｣｢海･川の名人｣を訪
ね､その知恵･技術､人となりを聞き書き記録 

左記 URL参照 (NPO)共存の森ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL：03-6432-6580 

7.22火 

まで 

これから始める夏の省エネ対策 

〜 日射遮蔽のポイント 〜 
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 

8.22金まで 第 4回｢家庭の省エネ ｴｷｽﾊﾟｰﾄ｣検定 

実施：10月 19日(日)12〜16時／有料 

ｴﾈﾙｷﾞｰ基礎と家庭の省ｴﾈ･ 器の省ｴﾈ･住宅の省ｴﾈ 
https://shouene-residential-expert.jp/guide/index.html 

東京会場：東京海洋大学(仮) 

(港区港南 4-5-7) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 

TEL：03-5543-3047 

9.03水 

消印有効 

第 42回 毎日農業記録賞〜国内の｢農｣
｢食｣｢農に関わる環境｣への関心を高め、

これから含め携わる人たちを応援 

内容:左記に｢農村｣加えたﾃｰﾏの思い､体験記録､提

言｡対象:一般部門･高校生部門､いずれもｸﾞﾙｰﾌﾟ可 

http://mainichi.jp/shimen/news/m20140426ddm010040003000c.html 

居住地の毎日新聞各本社､支社､総

局､支局の同記録賞係 

同記録賞運営委員会事務局 

TEL：03-3212-1599 
mainou@mainichi.co.jp 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000084.html
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000084.html
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000084.html
http://www.ecosys.or.jp/100select/6th/index.html
http://www.kenken.go.jp/shouco2/
http://elfin-ee.com/
http://beekeeper.3838.com/activity/dohwasakuhin/oubo.html
http://www.foxfire-japan.com/
https://shouene-residential-expert.jp/guide/index.html
http://mainichi.jp/shimen/news/m20140426ddm010040003000c.html
mailto:mainou@mainichi.co.jp
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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 〜〜〜 
 

 

9.30火 

必着 NEW 

緑のカーテン フォトコンテスト 

〜 対象:4月以降､柏商工会議所＊ 

*会員の店舗､事務所､工場､自宅､および柏市内

の小中学校｡2L版写真 2枚(全体と効果明示) 

〒277-0011柏市東上町 7-18 

柏商工会議所経営支援一課 

同会議所 環境保全委員会 

TEL：04-7162-3305 同課 

9.30火 

必着 NEW 

緑のカーテン体験談 

〜 体験談と写真を募集 
写真(L版ﾌﾟﾘﾝﾄ or ﾃﾞｰﾀ※)と約 400字の文章 

植物種･植えた場所･方角など付記 ※約 1MB 

〒260-8667 (住所記載不要) 

千葉県 県土整備部 公園緑地課 
同課 

TEL：043-223-3996 

11.28金 

まで 

H26年度独立型再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電ｼ

ｽﾃﾑ等対策費補助金新規事業分公募 
http://www.nepc.or.jp/topics/2014/0421_4.html 

地域の自家消費向け再生ｴﾈ発電ｼｽﾃﾑ等の導入促進

目的｡地方公共団体､非営利民間団体､地方公共団

体と民間事業者連携の補助。詳細左記 URL参照 

左記 URL参照 新ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進協議会 

TEL：03-5979-7621 

募集中 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 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 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 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 

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 

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 URL参照 同病院 

TEL:04-7155-2293 

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.nepc.or.jp/topics/2014/0421_4.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://nagareyamatoy.web.fc2.com/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008259.html
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【参考書・資料等】[ NEW:新掲載 ] 

発行年月 書 名[編著者] 内 容 発行所/本体価格/連絡先 備 考 

2014. 

3月 

NEW 

ちばの 農林漁業 体験旅 

〜 千葉の豊かな自然に学ぶ 

＊1年を通じ楽しめる 

｢ｸﾞﾘｰﾝ･ﾌﾞﾙｰﾂｰﾘｽﾞﾑ｣ (以下目次から) 

太巻き寿司作り(南房総)･干物作り(同)･海女さん交流

(同)･地引き網(同)･炭焼き(九十九里)･野菜収穫(同)･農

業学習(北総)･稲刈り(ﾍﾞｲ･東葛飾)･味噌作り(同)･ 

他体験施設ﾘｽﾄ 

千葉県農林水産部 流通販売

課(制作・昭文社)／無償／ 
〒260-8667千葉市中央区市場

町 1-1 TEL:043-223-2889 

左記担当課 HPにはまだ 

UPされていません｡ 

UPされればﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞでき

るかも知れません｡ 

2014. 

3月 

地元で電気をつくる本 

〜市民発電所がｴﾈﾙｷﾞｰを変える 

[市民のｴﾈﾙｷﾞｰひろば･ねりま] 

目次から〜(1)こんなに違う日本と EU (2)各地でｽﾀｰﾄ！

市民参加の地域ｴﾈﾙｷﾞｰ事業 (3)みんなでつくろう！市民

が主役のｺﾐﾆﾃｨ発電所 他 

ぶなのもり※／700円／※川

口市芝樋ノ爪 1-6-57-301 
(ｱﾏｿﾞﾝでも購入可) 

(NPO)元気力発電所より 
http://genkiryoku.p-kit

.com 

2014. 

3月 

自然エネルギー白書 2014 

[環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研究所] 

〜 世界で急成長する自然ｴﾈﾙｷﾞ* 

*ｰについて日本の現況と本格導入への見通しを中心に分

析･｢固定価格買取制度(FIT制度)｣｢ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟﾜｰ｣｢自然ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ 100%地域｣･自然ｴﾈﾙｷﾞｰ 100%の実現に向けた提言 他 

右記参照／  円／中野区中

野 4-7-3／詳細下記 URL参照 
http://www.isep.or.jp/library/6204 

認定 NPO法人 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ

政策研究所 

TEL：03-5942-8937 

 

http://genkiryoku.p-kit.com/
http://genkiryoku.p-kit.com/
http://www.isep.or.jp/library/6204

