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皆様へ (転送はご自由です)

このイベント案内の使い方はいろいろあると思います。
一覧から時代の流れを感じられるかも知れません。
一番のお奨めは「気になるイベント」に参加することです。
何かに気付いたり、新たな世界が見えてきたりします。

[1] 主題案内を文末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 【ソフト人とハード人】
非技術(ソフト)分野の人は技術(ハード)に関心を持ち、
技術屋(ハード)さんはソフト(非技術)分野にも関心を持つ
バランス間隔が何を進めるにも大事です。
昔、パソコンはソフトなければただの箱と言われたり、
ビデオ(テープ)方式の技術が優れていると言われながら、
ソフト映像が少ないため、別方式が主流になったのは有名です。
いくら優れた基本技術であっても、
実生活に合った応用技術(ソフト)がなければ普及しない証明です。
一方ソフト中心の人でも、その企画の可否判断する場合、
技術的見通しがしっかりしていないと不確実な企画になります。
ソフトの代表が、時代の流れを映す「情報」で、
その情報を知らないために、自分の不利益だけでなく、
団体活動の場合は、他人への不利益や後ろ向きの活動に
繋がってしまう恐れがあると思います。
技術屋の端くれとしてソフトとハードを改めて思う今日このごろです。
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・
・発信地：千葉県流山市
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
お詫び：パソコンのキーボード故障対応で配信が遅くなりました。

ページ(1)
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環境と農のイベント案内 2014.6.15 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 

6.16月まで 第 16 回（長南町）ホタル観賞会 

〜 初夏の風物詩ﾎﾀﾙは枯れないきれ＊ 

＊いな水の中に｡ﾎﾀﾙ住める環境は私たちの大切な

環境｡私たちと自然との関わりを学んでみませんか 

集：長南町役場発 19:10&19:20 

(千葉県長生郡長南町長南 2110) 

長南町生態系保全推進協議会 

TEL:0475-46-3397 同役場 

6.16 月 

13~17 

九都県市による エコドライブ講習会 
千葉会場参加者募集!／参加費要 

講義/普段運転で燃費計測/ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ講義/ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ

と実車練習/ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞで燃費計測/ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 
県 自動車練習所 
 (千葉市若葉区坂月町 308) 

日本自動車連盟･県大気保全課 

申込 TEL:03-6833-9130 [6/6迄] 

問合せ TEL:043-223-3810 http://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/event/2014/h26ecodriveseminar.html 

6.17 火＆ 

18 水 10~17 

ﾘﾌｫｰﾑ産業ﾌｪｱ 2014／関連ｲﾍﾞﾝﾄあり 

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/機能性野菜 

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 

6.19 木 

9~12 

環境に関する OECD ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｫｰﾗﾑの 

一般向けシンポジウム 
基調講演(OECD)/事例報告/ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ/他 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18171 

東京ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 2F ﾏｸﾞﾉﾘｱ 
(港区芝公園 3-3-1) 

環境省・OECD 

TEL：03-5362-0120 事務局 

6.20 金 
13:30~16:30 

鳥取環境大 特別企画シンポジウム (有料) 

〜 低炭素社会の実現に向けて 〜 

☆ 電力ビジネスと清掃工場 ☆ 

山本昌宏(環境省)〜国の廃棄物発電と清掃工場強

靭化/加納達也((株)価値総研)〜同発電ﾋﾞｼﾞﾈｽ化/他 

江戸東京博物館ﾎｰﾙ 
(墨田区横綱 1-4-1) 

鳥取環境大学 

事務局:(株)廃棄物工学研究所  

TEL：086-239-5303 [6/19必着] 詳細：http://www.kankyo-u.ac.jp/research/sri/results/symposiums/shedule/20140430/ 

6.20 金 
13:30~17:15 

東京ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ国際ﾌｫｰﾗﾑ 

～ 低炭素化時代の建築物: 

さらなる省エネに向けた世界の動き～ 

建築物の省ｴﾈ化に向けた世界の動向､各都市の優良

事例や民間事業者との連携事例などを紹介／＊ 
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/05/20o5c101.htm 

都庁第一本庁舎 5階 大会議場 

(新宿区西新宿 2-8-1) 
＊詳細＆申込等は左記 URL 参照 

東京都・C40 世界大都市気候先導ｸﾞﾙｰﾌﾟ

TEL：03-5388-3501 [要申込] 
c40tw2014@congre.co.jp 

6.21 土 
13~15:30 

山の学校 117 川の生きもの 1 小糸川上流で､動植物を観察します｡幼児でも楽

しめるゆっくりﾍﾟｰｽの観察会 
清和県民の森 

(君津市豊英 660) 

県立中央博物館 教育普及課 

TEL：043-265-3776 

6.21土 他※ 

13:30~15 
(江東区)清掃工場個人見学会 

〜 新江東・有明の清掃工場を見学 

新江東(1)と有明(2)の各清掃工場で説明･施設見

学｡※6/21(土):(2)のみ､6/28(土):(1)(2) 

(1) 同区夢の島 3-1-1 

(2) 同区有明 2-3-10 

(1)TEL：03-5569-5341 

(2)TEL：03-3529-3751 

6.21 土 

14~17 

環境学習会(映画上映&ﾌﾘｰﾄｰｸ) 

〜 環境問題の映画(90分程度)上映＊ 

＊後､30分～1時間程度のﾌﾘｰﾄｰｸにより､映画

の主題に対する見方を深める学習会 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 
(柏市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F) 

同ｽﾃｰｼｮﾝ運営協議会 

TEL：04-7170-7090[要申込] 

6.21 土 

15~16:30 

ｾﾐﾅｰ 〜 涼しく･省エネ～ 進化する

窓まわり製品の上手な採り入れ方 

遮熱効果高い窓周り製品。暑さ対策の現状と

我が家でできることにつなげる実践的内容 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE (7F) 

(新宿区西新宿 3-7-1 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同 

TEL：03-5322-6500 

6.22 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 

9~12 

三番瀬探検隊 

「♪鳥くんと野鳥を探そう」 
野鳥研究家♪鳥くんと一緒に夏鳥を観察 ふなばし三番瀬海浜公園 

(船橋市潮見町 40) 

同公園 

TEL：047-435-0828 [要申込] 

6.22 日 

10~15 

(東京都) 檜原都民の森イベント 

(1)木工教室(終了)と(2)自然教室 

(1)肘掛椅子/3,100 円(2)ｱｼﾞｻｲ類とｳﾂｷﾞ類め

ぐり/100円。会場･申込などは右記 URL参照 

http://www.hinohara-mori.jp/conte

nt/event.html 
同森 

TEL：042-598-6006 

     

http://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/event/2014/h26ecodriveseminar.html
http://the-bars.com/
http://www.nikkan.co.jp/eve/smart/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18171
http://www.kankyo-u.ac.jp/research/sri/results/symposiums/shedule/20140430/
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/05/20o5c101.htm
mailto:c40tw2014@congre.co.jp
http://www.hinohara-mori.jp/content/event.html
http://www.hinohara-mori.jp/content/event.html
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6.22 日 

10~16 

第 17回浦安市環境ﾌｪｱ〜低炭素社会の実

現へ! 未来へつなごうみんなの ECOCORO! 

(1)市･市民団体･企業等ﾌﾞｰｽ出展(展示･活動報

告･体験型ｲﾍﾞﾝﾄなど) (2)ｽﾃｰｼﾞ環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 

JR京葉線 新浦安駅前広場 
(浦安市入船 1-3) 

浦安市都市環境部環境保全課 

TEL：03-351-1111(内線 2127) 

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 

6.22日まで

金土日 20~ 

南房総 蛍ファンタジア 

〜里のホタル･海のホタル 特別鑑賞会 

白浜ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ大ﾄﾞｰﾑ温室内でｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙを鑑

賞､特設ｺｰﾅｰでｳﾐﾎﾀﾙの紹介と発光ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを 

白浜ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ 

(南房総市白浜町根本 1454-37) 

南房総市温泉組合 

TEL：0470-28-5307 

6.22 日〜 

28 土 

千葉県野鳥の会 〜探鳥会&観察会  
(花見川・・三番瀬(探検隊)) 

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 

6.22 日〜

9.14 日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(谷津干潟・・花見川) 

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) 

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 

14~ 

(環境)白書を読む会 

〜 今年の環境白書について､* 

*ﾃｰﾏやねらいなどを編集担当者が直接解説 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18275 

東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ 1F 視聴覚室 
(渋谷区神宮前 5-53-67) 

関東地方環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｵﾌｨｽ 

TEL:03-3406-5180 

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：04-7165-3323 

6.28 土 

11~15:30 

｢いちかわ環境ﾌｪｱ 2014｣〜 見つけよ

う､育てよう､地球にやさしいエコの芽 
http://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000132.html 

ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ&ｴｺｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ/ﾏｲｴｺﾊﾞｯｸﾞ作り/いちかわこども

環境ｸﾗﾌﾞ発足式&環境映画｢ﾛﾗｯｸｽおじさんと秘密の

種｣｢嫌われ者のﾗｽ｣上映&節電ﾋﾞﾝｺﾞ/発明工夫展 他 

現代産業科学館 ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸ市川 

(市川市鬼高 1-1-3) 

市川市 環境政策課 

TEL：047-320-3150 

6.28 土 
13:45~15:50 

第 1回景観ｾﾐﾅｰ｢景観づくりと色彩｣ 
〜 まちの色･にぎわいの色･木更津の色 

吉田槇悟(武蔵野美大)紹介〜環境色彩ﾊﾟｲｵﾆｱ｡同

調査から地域の特徴的色彩のまちづくり･他 

木更津市民会館 小ﾎｰﾙ 

（同市 貝渕 2-13-40） 

県 公園緑地課／同市 

TEL:043-223-3279[6/26必着] 

6.28 土 ※ 

20~21:30 

ヒメボタルに愛隊【夜の森の観察会】 
※：7.05(土)も同時刻に開催 

漆黒の闇にｷﾗｷﾗ光るﾋﾒﾎﾞﾀﾙに会いに夜の森を

歩く｡ﾍﾋﾞﾄﾝﾎﾞやﾓﾘｱｵｶﾞｴﾙに会えるかも 

集：内浦山県民の森 総合ｾﾝﾀｰ 
(鴨川市内浦 3228) 

左記同 

TEL：04-7095-2821 [要予約] 

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 

6.29 日 

9:30~14:30 

第 2回トビハゼのくらす干潟を訪ねる 
〜 東なぎさには船(5分)で渡ります 

身近な海にどんな生き物がくらしているか､ど

んなことが起きているか､体験を通し学ぶ 

集:9:30迄、東京水辺ﾗｲﾝ船着場 
詳細は左下記 URL参照 

葛西臨海水族園 

TEL：03-3869-5152 

http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=kasai&link_num=22280 

6.29 日 

10~12 

エコ時代の人間力 UP 〜 H26年度 

日本民間生薬検定講習会/基礎入門編 

民間生薬は経験的･伝統的に伝わり､漢方とは違う 
http://www.c-yaku.or.jp/shouyaku/2014_beginner_info.pdf 

千葉市薬剤師会会館 3F 
(千葉市中央区問屋町 9-2) 

(一社)千葉県薬剤師会 

TEL：043-242-3801 

6.29 日 

14~15:30 

公開講演会「インド糸糸物語り 

〜 亜大陸に伝わる伝統的な糸素材｣ 

田中ぱるば(真木ﾃｷｽﾀｲﾙｽﾀｼﾞｵ)〜野蚕､家蚕､羊毛､ｶ

ｼﾐﾔ･･古来よりの様々な素材により紡がれる糸紹介 

足立区生涯学習ｾﾝﾀｰ 4F 講堂 
(同区千住 5-13-5) 

同ｾﾝﾀｰ／放送大学 

TEL：03-5244-2760 [要申込] 

6.30 月 

13~16 

10周年記念行事〜2014ちばし環境ﾌｪｽﾃ

ｨﾊﾞﾙ〜 (1)記念講演:森田正光(お天* 

*気ｷｬｽﾀ)〜異常気象と環境問題 (2)環境落語:林

家時蔵〜ｺﾞﾐ減量とﾘｻｲｸﾙ (3)ﾊｰﾌﾟ&ｱﾙﾊﾟ ｺﾝｻｰﾄ 

千葉市文化ｾﾝﾀｰ ｱｰﾄﾎｰﾙ 
(JR千葉駅東口徒歩 10 分) 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL：043-227-0055 事務局 

http://chibawildbird.web.fc2.com/
http://www.chibawbsj.com/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18275
http://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000132.html
mailto:info@cotte-shop.jp
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=kasai&link_num=22280
http://www.c-yaku.or.jp/shouyaku/2014_beginner_info.pdf
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7.02 水 

14~16:30 

国連気候変動ﾎﾞﾝ会議(SB40/ADP2-5)報

告会〜 '15年国際合意に向けた日本の温

暖化対策と新目標〜 ･ﾎﾞﾝ会議参加 NGO* 

*ﾒﾝﾊﾞｰ報告･気候変動交渉経緯･ﾎﾞﾝ会議結果と今後･日

本の温暖化対策課題･気候資金”緑の気候基金”動向･途

上国の森林減少･劣化からの排出削減／ 詳細右記 URL 

日比谷図書文化館 日比谷ｺﾝﾍﾞﾝ

ｼｮﾝﾎｰﾙ(千代田区日比谷公園1-4) 
http://www.kikonet.org/event/2014-07-02 

Climate Action Network 

TEL：075-254-1011 
kyoto@kikonet.org 

7.04 金 

18~19:30 

だいじょうぶ？ 

首都直下地震の被害想定とその備え 

藤本一雄(千葉科学大)〜首都圏を襲う地震・津

波被害に対する防災・危機管理の素養 

毎日新聞東京本社 B1F ﾎｰﾙ 
(千代田区一ツ橋 1-1-1) 

千葉科学大学 

TEL：03-3212-3215[6/23迄] 

7.05 土 

13~15:30 

とことんｾﾐﾅｰ｢ﾌｪﾉﾛｼﾞｰ基礎講座｣ 

〜 樹木の成長と自然の移り変わりを観察 

八田洋章(科博)〜 観察の基礎： 

〜 茎の伸長と肥大 (1) 

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] 

7.06 日 

9~12 

さとやま観察会 昆虫観察会 森の中で昆虫を探します｡ 集：初石公民館 9時 
(流山市西初石 4-381-2) 

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

7.06日まで 

16~ 

ロマンの森共和国ホタル鑑賞の夕べ 

〜6月上旬から中旬は｢源氏ﾎﾞﾀﾙ｣＊ 

*6月中旬から 7月上旬は｢平家ﾎﾞﾀﾙ｣が､例えよ

うもない美しさでﾛﾏﾝの森を乱舞する 

ﾛﾏﾝの森共和国 

(君津市豊英 659-1) 

左同 

TEL：0439-38-2211 

7.10 木 

18~19:30 

第 62回 環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟエコサロン 県環境政策課温暖化対策室の取り組み 

話題提供者:県環境政策課 

きぼーる 会議室 3 
(千葉市中央区中央 4-5-1) 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 

TEL：090-8116-4633 

7.12 土 

9:30~12:30 

(船橋市)三番瀬の生き物さがし 

対象:小学生以上(1･2年生は保護者要) 

みんなと一緒に三番瀬の生き物･自然に触れ､

自然の素晴らしさを感じてみませんか｡   

集：ふなばし三番瀬海浜公園 管理棟 

(船橋市潮見町 40) 

船橋市環境保全課 

TEL:047-436-2450[6/23必着] 

7.12 土 
12:30~14:30 

公民館「すず虫飼育教室」 

 

｢流山鈴虫の会｣と恊働の教室｡飼育方法解説

後､すず虫を無料配布。虫を入れる容器持参 

流山市文化会館 

(同市加 1-16-2) 

同館 

TEL:04-7158-3462 [先着順] 

7.12 土 
※ 

13~16 

ご当地電力講座〜市民発電所はつくれ

る！ 参加費 1,000円(18歳以下無料) 

※10:30〜 映画｢シェーナウの想い｣無料上映会 

松原弘直(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研)〜ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾊﾟﾜｰからご当

地ｴﾈﾙｷﾞｰへ 国内外事例／田中稔(太陽光発電所 NW東

京)〜市民発電を始めよう〜具体的ﾌﾟﾛｾｽと実践例／他 

(生協)ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 会議室 
(船橋市本町 2-1-1 船橋ｽｸｴｱ 21 4F) 
http://www.renet-chiba.net 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰを広めるﾈｯﾄﾜｰｸちば 

TEL：047-420-2600 [要予約] 

7.12 土 

13:30~15 

第 8回 歴史と文化のﾄｰｸ&ﾄｰｸ in ながれやま 

<市いち>は流山の｢農｣と｢商｣の交流の場であった 
金子早苗((有)かごや)〜同社の歴史から､戦前〜昭

和30年代前後の流山や本町を語る｡ 

流山福祉会館(流山市流山 2-102) 

受付:見世蔵(同市流山 2-101) 
万華鏡ｷﾞｬﾗﾘｰ 見世蔵 

TEL:03-7103-71 

7.12 土 

14~16 

第 7回 ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ inふなばし／満員 

〜作って見ようナノテクノロジー 

白鳥世明(慶大)〜蓮の葉はどうして水をはじく

の?〜体験して未来の科学技術者を目指そう！ 

船橋情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 3F 
(船橋市本町) 

船橋三田会 

TEL:090-3007-3785 

7.13 日 

10~16 

(つくば市)植物園で｢夏のきのこ｣を観察

しよう♪ 

保坂健太郎(植物研究部)〜夏にしか見ることの

できない｢きのこ類｣の観察･採集･同定入門編 

筑波実験植物園 研修展示館 

(つくば市天久保 4-1-1) 

国立科学博物館 

TEL:03-5814-9888[6/22締切] 

7.13 日 

11~,13~ 

科博研究者によるﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰﾄｰｸ 

〜 土･日･祝日に科博の研究者が､＊ 

並河洋(動物研究部)〜ｸﾗｹﾞは花 

＊展示や研究内容などについての解説･質疑応答 

国立科学博物館 地球館 1F 

(台東区上野公園 7-20) 

同館 

TEL:03-5814-9888[申込不要] 

7.13 日 

12~,14~ 

科博研究者によるﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰﾄｰｸ 

〜 土･日･祝日に科博の研究者が､＊ 

矢部淳(地学研究部)〜街角の植物史 

＊展示や研究内容などについての解説･質疑応答 
国立科学博物館 地球館 B2F 

(台東区上野公園 7-20) 

同館 

TEL:03-5814-9888[申込不要] 

7.15 火〜 

21 月 随時 

ハス観賞週間 

〜 日の出と共に開花するﾊｽの花＊ 

＊を観賞しましょう｡どなたでも大歓迎､この

前後の週も見頃のはずです｡ 

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 

7.16 水〜 

18 金 

第5回 エコオフィス／エコ工場 EXPO 
http://www.eco-expo.jp/Home/ 

省ｴﾈ･節電対策専門展｡ｵﾌｨｽ･ﾋﾞﾙ･工場向け省ｴﾈ製

品一堂出展､課題持った企業の総務･施設管理･環

境部との商談の場として､年々規模を拡大｡ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-10-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8515 
eco-expo@reedexpo.co.jp 

http://www.kikonet.org/event/2014-07-02
mailto:kyoto@kikonet.org
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://www.renet-chiba.net/
http://www.eco-expo.jp/Home/
mailto:eco-expo@reedexpo.co.jp
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7.18 金 
15:30~17:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN)第 137回

研究会〜岡山県真庭市のﾊﾞｲｵﾏｽ事例 

中島浩一郎(銘建工業(株))〜これまでの木質ﾊﾞｲｵﾏ

ｽ利用経緯､来年稼働予定 10,000kW 発電事業 

地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ 
(渋谷区神宮前 5-53-70) 

同ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL：047-389-1552 

7.19 土 

9:30~11:30 

海辺の植物観察 場所：いすみ市の海岸・海浜植物のあるところ 

持物：飲み物、帽子、雨具 

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 

7.19 土 

13~16:30 

日本自然保護協会 シンポジウム 

「守りたい、カヤネズミのすむ草原」 

後藤なな(同協会)〜 市民が調べ､見守り､支える里山・畠

佐代子(全国ｶﾔﾈｽﾞﾐ NW)〜ｶﾔ原の小さな住人ｶﾔﾈｽﾞﾐ･他 

多摩動物公園 ｳｫｯﾁﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

(日野市程久保 7-1) 

同協会 

TEL：03-3553-4104 

7.19 土& 

26土 13:30~ 

(市民自主企画講座)親子で学ぶ､安心し

て暮らせる地球環境 

豪雨や豪雪､熱中症などが多くなっています｡

どうして? 地球温暖化の仕組みを理解し､・・ 

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 
(千葉市中央区弁天 3-7-7) 

同ｾﾝﾀｰ/企画運営:ｽﾄ温千葉 

TEL:043-207-5820 [6/28迄] 

7.21 月祝 次世代ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｰｸ見学ﾂｱｰ 
〜 親子先着 20 組(40 名)無料招待 

見学先:茨城県｢ｳｲﾝﾄﾞﾊﾟﾜｰ かみす風力発電所｣/晴天

時は太陽熱料理や再生ｴﾈ工作教室/ﾗｼﾞｵ生中継も 

集/解:京成線上野駅 8:30/17:00 
ﾙｰﾄ:成田空港駅〜ﾊﾞｽ〜神栖(かみす) 

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁／ [6/30迄] 

TEL:03-6810-0361 新ｴﾈ財団 

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 

6.21 土 

10~16:30 

キッチンに立つ全ての皆さんに贈る！ 

ﾆｭｰﾌｧﾐﾘｰ 食の祭典〜 作ること、食べる

こと、もっと好きに 2014 ＜入場無料＞ 

(1)ｸｯｷﾝｸﾞｼｮｰ〜成澤文子(初代ﾚｼﾋﾟ女王):主婦のｱｲ

ﾃﾞｱだから実践的 (2)講演会〜山下かほり((株)ﾀﾆﾀ

ﾍﾙｽﾘﾝｸ):ﾀﾆﾀの社員食堂 健康ｾﾐﾅｰ (3)料理教室 他 

京葉ｶﾞｽ 市川ｼｮｰﾙｰﾑ 

(市川市南八幡 3-14-1) 

ﾆｭｰﾌｧﾐﾘｰ新聞社 

TEL：047-377-7771[要申込] 

6.21 土& 

22 日 

第 9回食育推進全国大会〜しあわせ信州

食育ﾌｪｽﾀ 2014〜 健康長寿は食育から 

・望ましい食習慣定着､地産地消推進＊ 

*の食育普及･啓発し､長野県の特徴｢健康長寿｣を食

育視点から全国ｱﾋ゚ーﾙ｡公開討論会､'15 ﾐﾗﾉ国際博紹

介､事例報告､体験型ｲﾍﾞﾝﾄ､180団体出展 他 

長野市ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念ｱﾘｰﾅ｢ｴﾑｳｪｰﾌﾞ｣ 

(同市北長池 195 JR 長野駅東口よ

り無料ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 20分間隔運行) 

内閣府 共生社会政策、長野県、

同大会 長野県実行委員会 

TEL：080-7721-5137 平日のみ 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-fukushi/kenko/kenko/syokuikuzenkoku/documents/04230825_nagano.pdf 

6.21 土 
13:30~15:30 

緑の講習会 〜 身近な薬草と健康 

・池上文雄(千葉大)〜普段見かける＊ 

*草木の中にも思いもよらない薬草や薬木があ

り､普段食べている野菜や果物にも薬効が 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園 

TEL：04-7134-2015 

6.22 日 

7:30~17:30 

農作物の収穫体験と生産者との交流 
 20歳以上の江東区民対象／雨天決行 

生産地でｼﾞｬｶﾞｲﾓ(予定)収穫体験や生産者と交

流｡足利学校等市内見学｡子供同伴不可｡有料 

集：7:30江東区役所玄関前 
(同区 東陽 4-11-28) 

江東区消費者ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-5683-0321 [6/3必着] 

6.22 日 

10~11:30 

親子農業体験-1 

対象：小学生以上／小雨決行 

県民の森に隣接した農家の畑での農業体験｢ｼﾞ

ｬｶﾞｲﾓの収穫｣。電話受付、先着順 

集：県立船橋県民の森 管理事務所 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL:047-457-4094 

6.26 木 

14~16 

H26年度食育月間ｾﾐﾅｰ 〜ｽﾎﾟｰﾂ栄養学

から食を考える〜今なぜｽﾎﾟｰﾂ食育なのか 

木村典代(高崎健康福祉大)〜食べ方が変わると強

い選手に／ﾊﾟﾈﾗ：工藤公康(元ﾌﾟﾛ野球選手) 他 

さいたま新都心合同庁舎 2 号館 5F 

(さいたま市中央区新都心 2−1) 

農水省関東農政局 消費･安全部 

TEL：048-740-0095[6/20迄] 

7.05 土 

9:15~16 

体験型観光ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾂｱｰ ｢世界にひとつ

だけの紅茶づくり体験 2014 in さしま｣ 

お子さんと､茶摘み､紅茶づくり､美味しい入れ

方講座､ﾈｷﾞ収穫体験｡ 有料／昼食･お土産付 

集(現地)：お茶の根本園(坂東市

生子3522 TX守谷駅発着送迎ﾊﾞｽあり) 

坂東市雇用創造協議会【たけのこ】 

TEL:0297-44-5400 [6/25迄] 

7.12 土 

10~13 

手打ちうどん作り 家庭でもできるうどん作りと竹を使った箸作

り｡小学 3年生以下は保護者要｡ 900円/人 

館山野鳥の森 管理事務所 
(館山市大神宮 553) 

左同 

TEL：0470-28-0166 [要予約] 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-fukushi/kenko/kenko/syokuikuzenkoku/documents/04230825_nagano.pdf
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7.20 日※ 

12~21 

南房総白浜｢海女まつり｣〜 幻想的な松

明持って海女大夜泳に参加しませんか？ 
※7/19〜21：右記 URL同時開催ｲﾍﾞﾝﾄあり 

まるｸﾞﾙ&ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ､｢白浜音頭｣総踊り､龍神

の舞(蛇踊り)､海女大夜泳､大漁祝花火大会 
http://maruguru.com 

野島崎灯台公園広場 
(南房総市 白浜町白浜 630) 

同市観光協会同まつり実行委員会 

TEL:0470-28-5307 

8.31日まで 農薬危害防止運動 

〜農薬使用に伴う人畜危害防止のため＊ 

＊農薬の安全かつ適正使用や保管管理､環境への影

響に配慮した農薬使用､適正販売等の周知徹底 

http://www.env.go.jp/press/press.

php?serial=18075 

環境省 水･大気環境局土壌環境課 

TEL：03-5521-8311 

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 】   

毎週土 

8~12 

八街土曜市 
〜 店の人と気軽に話せる雰囲気が魅力 

肉や魚､総菜からお茶･お花まで､地元専門店の

人気商品が勢揃い｡ 

JA いんば八街支所 倉庫 
(八街市八街ほ 235) 

八街商工会議所 

TEL：043-443-3021 

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 

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 

毎月第 3日

曜日 8~11 
大原漁港 港の朝市 
〜 その場で・自分でバーベキュー 

新鮮な海産物や野菜･干物･地域産品･商工品 
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/ 

大原漁港 荷捌(にさばき)所 
(いすみ市大原 11574) 

同朝市運営委員会 

TEL:0470-62-1191 同市商工会 

随時 自給教室 受講生募集中 〜 自力で

食料確保！働きながらお米を作る 

 神崎本校､成田校､四街道･物井校､他 

http://hakasenonae.aikotoba.jp/index.html 

栄養計画から､鶏飼育､農作物栽培､水利用計画､農地面積把握､労働時間把握

など勉強｡同時に 2×5m ﾐﾆ水田管理し農薬化学肥料不使用で､ほぼ手作業稲作

実践｡手植え･手刈り･天日干し･足踏み脱穀｡冬期湛水不耕起移植栽培を基本

指導｡現在､1 年〜6 年生約 60 名｡ 

香取郡神崎町内 

本部：神崎町神崎神宿 680-35 

詳細は左記 URL 参照 

(NPO)日本自給教室 

TEL：090-9103-6033 
jikyukyositu@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

http://maruguru.com/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18075
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18075
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://hakasenonae.aikotoba.jp/index.html
mailto:jikyukyositu@yahoo.co.jp
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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 

受付中 

 

(流山市)住宅用 省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備補助金 
対象：本年 4月 1日以降工事開始し、

年度内設置完了(県全額負担補助金制度) 

燃料電池(ｴﾈﾌｧｰﾑ･10万円)/ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電(10万円)/

ｴﾈﾙｷﾞｰ管理(HEMS･1万円)/EV 用充給電(5万円) 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html 

左記 URL 参照・左記( )内金額は上

限／先着順 

流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083[来年 3/10迄] 

受付中 

 

浦安ｴｺﾎｰﾑ補助金〜太陽光発電(PV)な

ど省ｴﾈ設備普及啓発､地球温暖化防止･･ 

PV(2.5万円/kW･10万円迄)他､雨水ﾀﾝｸ(1万円迄)､ｴﾈ

ﾌｧｰﾑ(10万円迄)､蓄電ｼｽﾃﾑ(前同)､HEMS(1万円迄) 

浦安市環境保全課 

(同市猫実 1-12-38 集合事務所 4F) 

同課 

TEL：047-351-1111 
http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=7946 

6.17 火 

まで 

ｴﾈﾏﾈﾊｳｽ(※)2014(※:ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾊｳｽ) 

〜５大学提案 2030 年の家(展示会) 

同ﾊｳｽ全容と環境･設備中心に､ﾌﾟﾗﾝ･映像･模型展

示｡京橋会場(AGCstudio)は全容､建材､構法紹介 

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) 

同展覧会実行委員会 

TEL：03-5322-6500 同ｾﾝﾀｰ 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1680.html 

6.15 日 

まで NEW 

郷土の植物研究家 関本平八 展 

〜栃木県芳賀町生まれ､教壇の傍ら* 

*｢栃木県植物総覧｣作成。初公開資料を通じ､

研究者･教育者｢関本平八｣の業績紹介 

栃木県立博物館 
(同県 宇都宮市睦町 2-2) 

同館／詳細は HP参照 

TEL：028-634-1311 

6.15 日 

まで 

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 

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 

6.16 月〜 

20 金 NEW 

｢消費者の部屋｣特別展示〜 考えてみよ

う!｢食生活｣ やってみよう!｢農林漁業体験｣ 

地域版ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞ､田植え･野菜収穫など､園児から

大人の｢農林漁業体験｣事例､食育に取り組む企業･

大学など｢食育推進ﾈｯﾄﾜｰｸ｣活動をﾊﾟﾈﾙ紹介 

さいたま新都心合同庁舎 2 号館 1F ｴﾝ

ﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

(さいたま市中央区新都心 2-1) 

農水省関東農政局 消費･安全部

消費生活課 

TEL：048-740-0358 

6.20 金〜募

集開始 NEW 
｢新ｴﾈ大賞｣募集〜 関連機器の開発、

設備等の導入、普及啓発の取組み 

対象部門:商品･ｻｰﾋﾞｽ(いずれも関連含)/導入活動

(ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ証書導入含)/普及啓発｡右記 URL参照 

http://www.nef.or.jp/index.html (一財)新ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6810-0361 

6.20 金 

必着 NEW 

森と湖 児童交流会／県内小学 5・6年生 

実施：7/24(木)〜25(金)一泊二日(有料) 

｢水と森｣ﾃｰﾏの体験学習｡鬼怒川のﾀﾞﾑ見学など

通し地元小学生との交流会｡移動はﾊﾞｽ利用 

会場･宿泊:日光市湯西川 
〒260-8667(住所不要)県水政課内上＊ 

＊下流交流事業実行委員会事務局 

TEL:043-223-2273 

6.20 金 

必着 NEW 

水の大使 2014／県内小学 4〜6年生 

実施：8/06(水)〜08(金)二泊三日(有料) 

｢水の貴重さ･大切さの発見｣ﾃｰﾏの体験学習｡八ｯ場

ﾀﾞﾑの勉強､地元小学生と交流会｡移動はﾊﾞｽ利用 

会場･宿泊:群馬県吾妻郡長野原町 

〒260-8667(住所不要)県水政課内上＊ 

＊下流交流事業実行委員会事務局 

TEL:043-223-2273 

6.21 土〜 

7.07 月 

CO2削減／ライトダウン ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

〜 両日 20時〜22時の特別実施日 

同実施日一斉消灯参加施設は同ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ HP 登録※ 
http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/ 

左記 URL 参照 

※いずれか 1日参加も可 

環境省 地球温暖化対策課 

TEL：03-5521-8341 

6.22 日まで
特定日 NEW 

♪今年もいすみの“ホタル”です♪ 

<いすみ鉄道ホタル観賞ミステリーきっぷ> 
指定券・ﾎﾀﾙ観賞会場までｼｬﾄﾙﾊﾞｽ券ｾｯﾄ｡初夏の風

物詩･大多喜町ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ群生地のお楽しみを 

詳細は下記 URL 参照 
http://www.isumirail.co.jp/?p=1801 

同 鉄道(株) 

TEL:0470-82-2161 

6.22 日 

まで 

静遥(しずはる)房総風景画展 

〜 画家･静遥による昭和のたた＊ 

＊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 

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* 

*機構 子どもゆめ基金部助成課 

TEL：0120-579081／HP参照 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html
http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=7946
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1680.html
http://www.kenken.go.jp/shouco2/
http://www.nef.or.jp/index.html
http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/
http://www.isumirail.co.jp/?p=1801
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6.23 月 

締切 

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 

6.29 日 

まで NEW 

企画展 

｢香取海(かとりのうみ)がもたらしたもの｣ 
かっての内海｢香取海｣をめぐる 5〜9世紀ごろ

の歴史を､水郷地域の出土遺物を中心に紹介 

県立 中央博物館 大利根分館 

(香取市佐原ﾊ 4500) 

同館 

TEL：0478-56-0101 

6.29 日 

まで 

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 

6.30 月まで 

9~17  

NEW 

第 7回 フードドライブ 〜家庭に眠っ

ている食品大募集!〜以下､例と注意 

◯穀類◯保存食品◯乾物◯調味料各* 

*種､食用油◯ｲﾝｽﾀﾝﾄ､ﾚﾄﾙﾄ食品◯他//･1ヶ月以上

の賞味期限明記ある･常温保存可能･未開封･破損で

中身が出てない･米は常識の範囲内で古くない 

詳細は以下 URL参照 
http://fbchiba.ko-me.com/Entry/17

4/ 

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸちば 

TEL：043-375-6804 

6.30 月 17 時 

必着 

H26年度｢自立･分散型低炭素ｴﾈﾙｷﾞｰ

社会構築推進事業｣公募 〜 再生ｴﾈ

を活用､災害時に電力停止時､自立的＊ 

＊電力供給できる低炭素ｴﾈｼｽﾃﾑと制御技術を確立､

再生ｴﾈ導入促進・温室効果ｶﾞｽ削減実現を目的 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18163 

http://www.env.go.jp/guide/kobo.h

tml 
環境省 地球温暖化対策課 
TEL：03-5521-8339 

6.30 月 17 時 

必着 NEW 

農業｢6 次産業化優良事例表彰｣候補

公募〜 特に地域内もしくは地域を越* 

*えﾈｯﾄﾜｰｸ構築し農林漁業活性化に貢献している取

組･活動を行っている法人･団体｡詳細は右記 URL 

http://www.nomuraholdings.com/jp/comp

any/group/napa/data/20140609.html 
野村ｱｸﾞﾘﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ(株) 

TEL:03-3281-0780 

6.30 月 

締切 

第 16回｢ﾐﾂﾊﾞﾁの童話と絵本のｺﾝｸｰﾙ｣ 
〜 ミツバ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(県 土地＊ 

＊改良事業団体連合会) 

TEL：043-241-1728 

6.30 月 

まで 

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 

県 環境研究ｾﾝﾀｰ 
(市原市岩崎西) 

同ｾﾝﾀｰ／土日休館 

TEL：0436-21-6810 

7.01 火 

まで 

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 

7.03 木〜 

29 火 

NEW 

企画展｢草原の小さな住人 カヤネズミ 
身近な自然を見つめ､調べ､支えてゆく」 
http://www.nacsj.or.jp 

手の親指ほどの日本一小さいｶﾔﾈｽﾞﾐ｡河原･里やま

の｢ｶﾔ原｣に毬のような巣で暮らす｡市民調査から､

全国での生息環境が危機的｡7/19(土):ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑあり 

多摩動物公園 ｳｫｯﾁﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

(日野市程久保 7-1) 

日本自然保護協会 

TEL：03-3553-4104 
satoyama@nacsj.or.jp 

7.04金まで 

NEW 

H26年度第 1回｢うちｴｺ診断士｣資格試験 

試験：筆記 8月 9日／実技 9 月 6&7日 

地球温暖化基礎､家庭の省ｴﾈ､家庭温暖化対策､診

断ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ､診断ｿﾌﾄ操作。詳細は右記URL参照 

http://www.uchieco-shindan.go.jp/

2014/shindan/exam_shindanshi.php 
うちｴｺ診断資格試験運営事務局 

TEL:03-6273-7605 

7.04金まで 

NEW 

H26年度第 1回｢うちｴｺ相談員｣資格試験 

筆記試験：8月 9日 

地球温暖化の基礎知識､家庭での省ｴﾈﾙｷﾞｰ､家庭の

温暖化対策に関する知識。詳細は右記URL参照 

http://www.uchieco-shindan.go.jp/

2014/shindan/exam_soudanin.php 
うちｴｺ診断資格試験運営事務局 

TEL:03-6273-7605 

7.11 金まで

NEW 
映画｢みつばちの大地｣/ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄあり 
ﾏｰｸｽ･ｲﾑﾎｰﾌ 監督(ｽｲｽ)作品 
http://www.cine.co.jp/mitsubachi_daichi/ 

大昔から花粉を運び、地球の命を育んできたﾐﾂﾊﾞﾁが大

量にいなくなっている｡同監督は世界中を実情取材し､原

因を徹底探求｡驚嘆な撮影技術駆使による傑作ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ 

岩波ﾎ−ﾙ (千代田区神田神保町 2-1 

岩波神保町ﾋﾞﾙ 10F) 
http://www.iwanami-hall.com/contents/top.html 

(株)ｼｸﾞﾛ 

TEL：03-5343-3101 

http://elfin-ee.com/
http://fbchiba.ko-me.com/Entry/174/
http://fbchiba.ko-me.com/Entry/174/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18163
http://www.env.go.jp/guide/kobo.html
http://www.env.go.jp/guide/kobo.html
http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/data/20140609.html
http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/data/20140609.html
http://beekeeper.3838.com/activity/dohwasakuhin/oubo.html
http://www.foxfire-japan.com/
http://www.nacsj.or.jp/
mailto:satoyama@nacsj.or.jp
http://www.uchieco-shindan.go.jp/2014/shindan/exam_shindanshi.php
http://www.uchieco-shindan.go.jp/2014/shindan/exam_shindanshi.php
http://www.uchieco-shindan.go.jp/2014/shindan/exam_soudanin.php
http://www.uchieco-shindan.go.jp/2014/shindan/exam_soudanin.php
http://www.cine.co.jp/mitsubachi_daichi/
http://www.iwanami-hall.com/contents/top.html
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7.14月まで 

NEW 

H26年度 省エネ大賞／対象は事業者 
http://www.eccj.or.jp/bigaward/index.html 

[評価]省ｴﾈ事例部門:先進･独創性､省ｴﾈ､汎用ほか 

製品･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ部門:開発ﾌﾟﾛｾｽ､先進･独創､省ｴﾈ 

左記 URL 参照 (一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 

TEL:03-5543-3017 

7.14 月 

締切 

H26年度あしたのまち くらしづくり活動賞 
ﾚﾎﾟｰﾄ募集 〜地域づくり"元気の素"を 

対象:地域住民団体､その団体と連携の企業･学校 

ﾃｰﾏ例:温暖化防止や循環型社会を目指す活動 他 

http://www.ashita.or.jp/prize/ind

ex.htm 
(公財)あしたの日本を創る協会 

TEL：03-5772-7201 

7.22 火 

まで 

これから始める夏の省エネ対策／展示 

〜 日射遮蔽のポイント 〜 
・6/14(土)･21(土)関連説明会／右記 URL 

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.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1682.html 

7.31 木 

消印有効 

NEW 

君たちに伝えておきたい日本の原風景 

第 3回｢一枚の手紙｣(800字以内)募集 

〜 (1)手紙形式 (2)読み聞かせ文章 

幼稚園等巡回､森林の大切さや暮らしとの関わ

りを伝えていく｢森の教室｣で朗読する作品 

下記 URL 参照 国土緑化推進機構 

TEL：03-3262-8451 事務局 

http://www.green.or.jp/midori_bokin/pdf/ichimainotegami_chirashi.pdf 

8.05 火まで 

NEW 
What’s 家?―教えてください理想の住まい 

〜 省ｴﾈ･耐震･耐久･断熱など､性能機* 

*能に焦点が｡高齢化･家族形態､環境問題などを背

景に､安心･安全･健康な家は理想の形になろうと 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 3F 

(新宿区西新宿 3-7-1 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同 http://www.ozone.co.jp/ 

TEL：03-5322-6500 

8.08 金 

まで 

(船橋市) エコ川柳 大募集 

応募資格等：だれでも・いくつでも 

記載事項:本名･住所･TEL･雅号(あればﾍﾟﾝﾈｰﾑ)･川

柳･100字程度の川柳へのｺﾒﾝﾄ｡ 

〒273-8501(住所不要) 船橋市地

球温暖化対策協議会事務局* 

* (同市地球温暖化対策推進室) 

TEL：047-436-2465 

8.19 火 

必着 NEW 

第 20 回日韓国際環境賞推薦募集 

〜 東ｱｼﾞｱの環境保全貢献の団体･個人 

日本､韓国､中国､北朝鮮､極東ﾛｼｱ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
http://mainichi.jp/shimen/news/20140612ddm012040167000c.html 

詳細は左記 URL参照 
応募・問合せ先：毎日新聞社｢水と＊ 

＊緑の地球環境本部｣同賞事務局 

TEL:03-3212-0724 

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･機器の省ｴﾈ･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 

9.01 月 

まで 

国連生物多様性の 10 年の普及啓発目指す 

｢生物多様性アクション大賞 2014｣ 
〜 生物多様性の保全や持続可能な* 

*利用に取組む団体･個人から各部門ごとの取組み 

部門：たべよう･ふれよう･つたえよう･まもろう･えらぼう 

http://5actions.jp/award/ 

左記 URLから応募 国連生物多様性の 10 年日本委員会 

TEL：03-5459-2108 事務局 

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 

9.12 金 

消印有効 

第 39回 みどりの絵ｺﾝｸｰﾙ作品募集 

対象：幼児・小学生 

自然に親しみ､その美しさ･大切さを知ってもらう 
http://www.h7.dion.ne.jp/~ufjef/midori_yuusyuu.htm 

左記 URL参照 三菱 UFJ 環境財団 

TEL：03-5730-0337 

9.12 金まで 緑のカーテンコンクール参加者募集！ 

〜 参加者に H27年度用ｺﾞｰﾔ種ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 
対象：船橋市内。提出物：観察記録と写真 
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029078.html 

左記 URL参照 船橋市地球温暖化対策推進室 

TEL：047-436-2465 

9.19 金 

必着 

NEW 

第 3回 エコワングランプリ〜高校生

が学校単位で取組むｴｺ活動の募集･紹介 

･新たに始めた活動対象｢ｴｺの環｣賞新設 

学校不問｢普及･啓発｣と地域･専門性特化｢研

究･専門｣の 2部門｡ 
http://www.eco-1-gp.jp/index2.html 

左記 URL参照 (一社)ｲｵﾝﾜﾝﾊﾟｰｾﾝﾄｸﾗﾌﾞ/毎日新聞社 

TEL：03-3212-2271 
eco-1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ運営事務局 

9.30 火 

必着 

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 

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 

     

http://www.eccj.or.jp/bigaward/index.html
http://www.ashita.or.jp/prize/index.htm
http://www.ashita.or.jp/prize/index.htm
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1682.html
http://www.green.or.jp/midori_bokin/pdf/ichimainotegami_chirashi.pdf
http://www.ozone.co.jp/
http://mainichi.jp/shimen/news/20140612ddm012040167000c.html
https://shouene-residential-expert.jp/guide/index.html
http://5actions.jp/award/
http://mainichi.jp/shimen/news/m20140426ddm010040003000c.html
mailto:mainou@mainichi.co.jp
http://www.h7.dion.ne.jp/~ufjef/midori_yuusyuu.htm
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029078.html
http://www.eco-1-gp.jp/index2.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 〜〜〜 
 

 

 

10.17 金 

消印有効 

NEW 

近隣騒音※防止ﾎﾟｽﾀｰ･ｶﾚﾝﾀﾞｰ ﾃﾞｻﾞ
ｲﾝ募集 ／ ※一例：電気機器や楽器･ 

音響機器の音､人の声､階上の足音､＊ 

＊給排水音､ﾍﾟｯﾄの声､室外機や屋外給湯機の音､ 

自動車のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞや空ぶかし音などﾃｰﾏは自由 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18254 

左記 URL参照 環境省 水･大気環境局 

大気生活環境室

TEL:03-5521-8299 

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･放射能対策課 

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･放射能対策課 

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.env.go.jp/press/press.php?serial=18254
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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発行年月 書名・資料名[編著者] 内 容 発行所/本体価格/連絡先 備 考 

2014年 

4 月 

NEW 

しらベル自主調査結果発表 

旬の食材の放射能を調べました 

[小西由希子(しらベル)] 

調査期間:2014年1月〜3月｡ｻﾝﾌﾟﾙ:市場流通品25品目･採

取品12品目｡その内｢ふきのとう｣｢たけのこ｣｢原木しいた

け｣は千葉県内産､日本茶は近隣県産を含んでいます｡ 

ちば市民放射能測定室「しら

ベル」／／TEL:043-224-5013 
http://sirabell.blog.fc2.com/ 

しらベル News(春号)より 

●日本茶では､狭山市産･

千葉県産が 60Bq/kg ｵｰﾊﾞｰ 

2014年 

5月 NEW 
ﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽが 90秒で理解できる

動画 [Pinwheel 社] 
http://ow.ly/xNXUH 

｢ﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽってどんな建物ですか?｣お施主様やお取引先

へ問われ､説明に苦労したことは少なくないはず｡そんな

時にはこの動画(左記URL)を見てもらいましょう｡ 

情報元：(一社)ﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽ･ｼﾞｬ

ﾊﾟﾝ TEL：0467−39−5031 
http://passivehouse-japan.org/ 

ﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽｼﾞｬﾊﾟﾝﾆｭｰｽﾚﾀｰ 

2014年 6月 10日発行

(0062)より 

2013年 

11月 NEW 
小水力発電事例集 2013 

[全国小水力利用推進協議会] 

2013年新設小水力発電の最新14事例｡地域で取組む事業

ﾓﾃﾞﾙも｡A4版 48頁｡ http://www.nippo.co.jp/book/shosuiryoku.html 

(株)ｸﾘｴｲﾄ日報/667 円＋送料/ 

TEL:03-3262-3465 

 

2014年 

5月 
比べて選ぼう！ソーラー発電 
〜ｴｺｷｭｰﾄよりｴｺ?太陽熱給湯器の実力 

[(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ･東京] 

見出し:今なぜ｢ｿｰﾗｰ｣なの?(心配な地球温暖化を平易に)/

太陽光発電入門(しくみ･発電量･耐久性･経済性･他)/ｴｺｷｭｰﾄ

よりｴｺ太陽熱給湯機器(基礎･他燃料比較･他)/全 19頁 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ･東京 

TEL：070-6557-7984(田中)＊ 

tanaka66@parkcity.ne.jp 

＊価格：送料含め相談を 

H26年 

3 月 1 日 
環境新聞 第 7号「エコふなばし」 

特集〜セミのぬけがら調査 

活動10年で総採集数 56,795頭！ 

内容抜粋:ｾﾐのぬけがら調査とは?／なぜぬけがらで調べ

るの?／温暖化で関東に来たｾﾐ?／成虫と抜殻写真／他 
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0006/p003398.html 

船橋市環境部環境保全課 

TEL：047-436-2450 

船橋市内全戸配布 

2014年 

3月 
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      

[県農林水産部]  (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／(追記)右記 URLでダウンロード可 

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 

http://www.pref.chiba.l

g.jp/ryuhan/chokubai/gu

idebook/documents/taike

n0-ikkatu.pdf 

2014年 

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年 

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://sirabell.blog.fc2.com/
http://ow.ly/xNXUH
http://passivehouse-japan.org/
http://www.nippo.co.jp/book/shosuiryoku.html
mailto:tanaka66@parkcity.ne.jp
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0006/p003398.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/chokubai/guidebook/documents/taiken0-ikkatu.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/chokubai/guidebook/documents/taiken0-ikkatu.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/chokubai/guidebook/documents/taiken0-ikkatu.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/chokubai/guidebook/documents/taiken0-ikkatu.pdf
http://genkiryoku.p-kit.com/
http://genkiryoku.p-kit.com/
http://www.isep.or.jp/library/6204

