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皆様へ（転送は自由です）

いろいろなイベントを要約するのにいつも苦心します。
その点、俳句や川柳は簡単明瞭そして面白いのが多いようです。
初めてですが、F市が募集し応募の「エコ川柳」(追加あり)をご笑覧ください。
「エコマインド」が表現できたかどうかです。

[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 【エコ川柳いろいろ】
以下、F市への応募分含めご紹介。
決して見本にはなりませんのでご留意を。

・エコロジー みんなで明日への 助け合い

・エコ実践 地球と未来へ 助け合い

・次世代を 思えばやはり エコですよ

・コツコツと エコエコ実践  ハレバレと

・省エネは 夏より冬が 大事なの

・暑寒に ガソリン使うと 加速する

・かわいい子 元気に育て エコの中

(注：100文字程度のコメント付記しましたが省略します)
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・
・発信地：千葉県流山市
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
注：ワードで乱れがある場合、ご連絡ください。
サイズ(データ量)は増えますがPDFでお届けします。

ページ(1)
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環境と農のイベント案内 2014.8.14 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)  

注) 県:千葉県(他欄含)  NW:ﾈｯﾄﾜｰｸ 

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 

8.15 金〜 

18 月(一例) 

森の自然学校 2014 36周年ｻﾏｰｾﾐﾅｰ 
森の自由研究 親子でEnjoyﾓﾉづくり(有料) 

制作例:森のおうち､ｶﾌﾞﾄとｸﾜｶﾞﾀ､虫かご､他 

http://oaknature.co.jp/nature/index.html 

同学校 
(高山市清見町牧ｹ洞 1051-5) 

同学校 

TEL:0577-68-2560 [要予約] 

8.16 土〜 

24 日 

千葉県野鳥の会 〜探鳥会&観察会  
(室内で鳥の雑学・・花見川/水鳥一斉調査)  

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

左記 URL参照 各ｲﾍﾞﾝﾄごとに違います。 

左記 URL参照 
8.16&23& 

30 各土 10~16 
県立中央博物館 企画展｢図鑑大好き｣ 

関連行事・随時受付 

体験ｲﾍﾞﾝﾄ〜 図鑑で調べよう!生きもの鑑定体

験ｺｰﾅｰ･正解者に生き物缶ﾊﾞｯｼﾞﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

同館 2Fホール 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

8.17 日 

9~12 

自然観察会 ／ 対象：小学生以上 

〜 地引き網を体験しよう 
舟橋正隆(環境ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)〜日立市久慈浜は磯と砂浜

が近く,それらに棲む魚が捕れる｡力を合わせ網を引き 
集：現地(日立市) 

申込みは同館 HPから 

茨城県自然博物館 

TEL:0297-38-2000 

8.17日まで

10~､13~ 

戸隠の伝統工芸を体験しよう 

夏休み特別開催「竹細工教室」 

戸隠の竹細工は江戸時代から受け継がれる伝

統工芸で､地元の根曲がり竹は丈夫で長持ち 

戸隠ｷｬﾝﾌﾟ場 
(長野市戸隠大洞沢 3694) 

左同 

TEL:026-254-3581 

8.17 日 

10~15 

夏休み こども環境講座 

〜 エコキャンドルでチョコフォンデュ 
ｴｺｷｬﾝﾄﾞﾙ作りとﾁｮｺﾌｫﾝﾃﾞｭ実験ﾘｻｲｸﾙ学習｡小学

3年〜6年生｡ｼﾞｬﾑの空きﾋﾞﾝ･弁当ほか持参 

(浦安市)ﾋﾞｰﾅｽﾌﾟﾗｻﾞ 
(同市 千鳥 15-2 JR舞浜駅からﾊﾞｽ) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:047-382-8787 

8.17 日& 

31 日 10~16 

県立中央博物館 企画展｢図鑑大好き｣ 

関連行事・随時受付 

子ども向け体験ｲﾍﾞﾝﾄ 

〜 昆虫下じき図鑑をつくろう 

同館 2Fホール 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

8.17日まで 

10~18 
大昆虫展 in 東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ〜 昆虫を通

し自然環境の大切さ､人の生活の昆虫* 

*の役割など学べる｡ｶﾌﾞﾄﾑｼやｸﾜｶﾞﾀなど本物昆虫

に触われるｺｰﾅｰや世界昆虫標本､巨大ｶﾌﾞﾄﾑｼ模型 
東京ｿﾗﾏﾁ 5階 ｽﾍﾟｰｽ 634 
(墨田区押上 1-1-2) 

同展実行委員会 

TEL:0570-55-0102 

8.17 日 
13~15:30 

手賀沼水辺探検隊 
【満員】 

手賀沼の魚を捕まえて観察しよう。 
対象：小・中学生 (小学 3年以下は保護者要) 

手賀沼親水広場 水の館 

(我孫子市高野山新田 193) 

同館 

TEL:04-7184-0555 

8.17 日 

13:30~15 

植物園研究最前線〜 北へ南へ〜水草

が世界中を移動する★田中博士の研究 

田中法生(同園)〜水草は数千 km の移動がわかってき

た｡渡り鳥?海流?それとも?移動のしくみと意味を探る 

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] 

8.17 日 
13:30~15:30 

まちの仕事人講話 武田広子(野田自然共生ﾌｧｰﾑ) 

〜 ｺｳﾉﾄﾘと飼育員のおはなし 

野田市 市民会館 松竹梅の間 

(同市 野田 370-8) 

(NPO)野田文化広場 

TEL:04-7124-6851 [要申込] 

8.17 日〜

9.28 日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(西印旛・・谷津干潟) 

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) 

8.18 月 

10~15 

外来生物について正しく知ろう！ 
AM:外来生物さがし／ PM:同学習会 

御巫(みかなぎ)由紀(県生物多様性ｾﾝﾀｰ)〜会場近くで

外来生物を探し､発表しあい､教えてもらう 

千葉市 花見川ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
(同市花見川区花島町 308) 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば/HP参照 

TEL:090-8581-5899 

8.19 火 

9:45~11:30 

虫と遊ぼう in溜ノ上の森 
雨天中止 

森の中は不思議いっぱい｡虫観察を楽しもう｡ 

ﾊﾁ用心のため白地の服装｡捕虫網など持参 

集：JR新松戸駅改札口 9:45 関さんの森を育む会 

TEL:04-7153-5392 

8.19 火 

10~13 

新川自然教室 野草の観察･遊び･試食､ｵﾆﾔﾝﾏの写生､ﾄﾝﾎﾞの歌

など合唱 

集：新川耕地 ﾎﾀﾙ野田んぼ 
(場所などの詳細は右記へ問合せ) 

新川まちづくり協議会 

TEL:090-8740-5675 要申込 

     

http://oaknature.co.jp/nature/index.html
http://chibawildbird.web.fc2.com/
http://noda-muse.or.jp/ncs/
http://www.chibawbsj.com/
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8.20 水 

9~14 

夏休み セミのぬけがら調査(実践ｺｰｽ) 

〜 調査し自然環境について考える 

ぬけがらを採集･ぬけがらを種類ごとに分類､

数を調べる･過去の結果と比較する 

集：県立 行田公園西側ﾒｲﾝ広場 
(船橋市行田 2) 

船橋市環境保全課 

TEL:047-436-2450 [7/30迄] 

8.22 金 

9~16:30 

クルン(※)のリサイクル見学ツアー 
(※：浦安市ビｰﾅｽ計画ﾏｽｺｯﾄ)  

江東区の木材合板博物館に行き､木について学

び､ﾋﾞｰﾅｽﾌﾟﾗｻﾞにて木で工作｡ﾏｲｸﾛﾊﾞｽで移動 

集･解：浦安市役所 総合駐車場 
(同市 猫実 1-1-1) 

浦安市 ﾋﾞｰﾅｽﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:047-382-8787 

8.22 金 

10~12 

夏休み 公民館講座〜体験や工作しなが

ら地球温暖化防止を学ぼう／小学生対象 

DVDｱﾆﾒ｢地球が熱を出している｣／体験(1)君の力は

何ﾜｯﾄ?(2)自然ｴﾈﾙｷﾞｰでﾗｼﾞｵが､太陽光で車が､風の

力を利用(3)｢ちはなちゃんLEDｷｬﾝﾄﾞﾙﾗｲﾄ｣作ろう 

千葉市稲毛区 山王公民館 

(同市同区 六方町 55-29) 

同館 

TEL:043-421-1121 

8.22 金 

10~、13~ 

電気工作教室「お風呂の見張り番」  

講師：ﾘｻｲｸﾙ電気工作ｸﾗﾌﾞ〜お好みに* 

*ｾｯﾄ水位になるとﾌﾞｻﾞｰで知らせ｡風呂洪水を

防止｡ 8/21(木)：音と光のｻｳﾝﾄﾞﾌﾗｯｼｬｰ作り 

松戸市文化ﾎｰﾙ 
(JR松戸駅西口 伊勢丹隣り) 

松戸市青少年会館 

TEL:047-344-8556 要確認 

8.23 土 

9~11:30 

トンボの沼のトンボを見に行こう 

雨天順延 24 日(日)  

ﾁｮｳのように飛ぶﾁｮｳﾄﾝﾎﾞ等を探しに行きまし

ょう!  場所:ｽﾎﾟｯﾄ地区⑥-ﾄﾝﾎﾞの沼  

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 [要申込] 

8.23 土 

9~12 

かかしまつり 
(雨天時は翌日開催) 

田んぼのかかしｺﾝﾃｽﾄと冬水田んぼの生き物観

察 

手賀沼ﾄﾗｽﾄ集会場 
(我孫子市根戸 1349) 

手賀沼流域ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:04-7115-1109 

8.23 土 

9:30~14:30 

三番瀬ひがた散策会 

「ひがたでカニさんこんにちは」 
東京湾最奥部の三番瀬に広がる干潟で､小さな

生き物たちの息吹を感じてみませんか? 

集：三番瀬海浜公園 ｺﾝｺｰｽ売店

前 9:30 (船橋市潮見町 40) 

印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL:0476-47-1455 [要申込] 

8.23 土 

10~11:45 

環境公開講座〜ﾐﾂﾊﾞﾁ大量死は警告する 
http://ecchiba.sakura.ne.jp 

岡田幹冶(ﾌﾘｰｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)〜ﾐﾂﾊﾞﾁと生物多様性の関

係･ﾐﾂﾊﾞﾁが農業で果たす役割･世界の国々の対応･･ 

千葉市民会館 3F特別会議室 
(同市中央区要町 1-1) 

(NPO)環境ｶｳﾝｾﾗｰ千葉県協議会 事業部 

TEL:090-7256-2405 [要申込] 

8.23 土 

10~ 

くらしの植物苑観察会／申込み不要 

☆古典菊苗の有償頒布あり(午前中) 

仁田坂英二(九大)〜朝顔の彩(いろどり) 
企画展「伝統の朝顔」関連観察会 

同苑 東屋 
(佐倉市城内町 佐倉中学校隣り) 

国立歴史民族博物館 

TEL：03-5777-8600 

8.23 土 

10~12 

子ども環境ﾌｪｽﾀ 〜 ★野外でｾﾐの抜け

殻探し･昆虫(ｾﾐ)のお話し･ｾﾐｸｲｽﾞ＊ 

！来場のお子様にｱｲｽのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！ 

＊･ｾﾐの紙芝居･顕微鏡による虫や花などの観察 

★ｿｰﾗｰｸｯｷﾝｸﾞ体験･消費電力実験･水質検査実験 
http://www.kankyostation.org/wp/2014/06/子ども環境フェスタ/ 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 
(柏市南増尾56-2 JR南柏駅ﾊﾞｽ20分) 

同ｽﾃｰｼｮﾝ／平日 13〜17時 
TEL:04-7170-7090 [予約不要] 

8.23 土 
13:30~14:30 

手賀沼ウォッチング／9月 13日も開催 

先着 35 名。小雨決行 

遊覧船で手賀沼を一周しながら手賀沼の文化

や自然を解説。13 時から水の館 1Fで整理券配布 

県 手賀沼親水広場 

(我孫子市高野山新田 193) 

左同 

TEL:04-7184-0555 

8.23 土 
13:30~16:30 

第 30回運河塾〜野田の自然と歴史再発見 
〜江戸川､利根川､利根運河に囲まれ＊ 

＊た野田市は､ｺｳﾉﾄﾘをｼﾝﾎﾞﾙとした関東ｴｺﾛｼﾞｶﾙNW

形成をｽﾀｰﾄ。詳細：http://ungatone.blogspot.jp 
野田市南部梅郷公民館 
(同市 山崎1154-1) 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:04-7124-9145 

8.23 土 11〜

24 日 14 迄 

よみうり KODOMO ｸﾗﾌﾞ特別企画 

でれすけ お泊り 自然塾 (有料) 

学校では出来ない体験いっぱい!ﾅｲﾌで箸作り､

ﾃﾝﾄ設営､川遊び､囲炉裏囲んで塾長講話、他 

民宿 大芦川自然塾 (現地集合解散) 
(栃木県鹿沼市草久1661) 

同塾 

TEL:0289-70-1655 

8.24 日 

9~12 

三番瀬探検隊 

｢♪鳥くんと野鳥を探そう｣〜撮影会〜 
野鳥研究家の♪鳥くんと一緒に三番瀬の野鳥

を撮影／ｶﾒﾗと三脚を持っている人対象 

ふなばし三番瀬海浜公園 
(船橋市潮見町40) 

左同 

TEL:047-435-0828 要申込 

8.24 日 

9:30~12 

自転車対策ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ/柏市民･在学在勤者 

〜 主に柏駅周辺の自転車対策 

ﾃｰﾏ:放置自転車､利用者ﾏﾅｰ､市営駐輪場料金 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/120700/p019302.html 

柏市役所(分室1)第１会議室 

(柏市柏5-10-1) 

柏市役所 交通施設課 

TEL:04-7167-1304 

8.24 日 
9:30~12 

(八千代市)郷土博物館 
〜 植物標本づくり講座 

博物館周辺で採取した植物の名前を調べ､植物
標本を作る｡ 

同館 

(八千代市村上 1170-2) 

同館 

TEL:047-484-9011 [先着順] 

8.24 日 
10~12 

藍の生葉染め体験 
対象:親子(大人のみも可) 

所内で育てた藍草を使用､藍染めでｽｶｰﾌを作
る｡ 材料代1000円 

県立 手賀の丘少年自然の家 
(柏市片山275) 

左同 

TEL:04-7191-1923 

http://ecchiba.sakura.ne.jp/
http://www.kankyostation.org/wp/2014/06/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF/
http://ungatone.blogspot.jp/
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/120700/p019302.html
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8.24 日 

10~､13:30~ 

子ども科学教室(2) 〜 イカの解剖 
･ｲｶの体を調べよう／小学 4〜6年生 

食材用ｲｶで､内蔵や吸盤の仕組みや働きを観察

し､ｲｶの中の小さな寄生虫も観察しますよ! 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏の葉4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ／HP 参照 

TEL:04-7140-8611 [7/29迄] 

8.24 日 

13~16 

子ども環境フェスタ 

★昆虫ぬり絵･昆虫(ｾﾐ)お話し･ｾﾐｸｲｽﾞ* 

*･ｾﾐ紙芝居･顕微鏡による虫や花などの観察 

★自然ﾃｰﾏの紙芝居･自然を題材のﾊﾟﾈﾙ展示 
ｲｵﾝﾓｰﾙ柏店 (JR南柏・柏両駅西口

発ｲｵﾝﾓｰﾙ行きｼｬﾄﾙﾊﾞｽ利用) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ /平日 13〜17時 
TEL:04-7170-7090 [予約不要] 

8.24 日 
13:30~15:30 

緑の講習会 (夏休みこども教室) 

〜 昆虫に親しんで勉強が好きになろう 
里中正紀(日本鱗翅学会)〜昆虫好きになると理科･科

学が好きに｡自分で考え､調べ､納得する力をつける 

柏の葉公園 公園ｾﾝﾀｰ 
(柏市柏の葉 4-1) 

左同 

TEL:04-7134-2015 

8.27 水 

13~15 

県 環境研究ｾﾝﾀｰ研究員による講演 

〜 PM2.5を知る 

内藤季和(同ｾﾝﾀｰ)〜県内PM2.5の実態、生活や健

康への影響、被害を防ぐ方法を学ぶ。 

同ｾﾝﾀｰ／稲毛地区 

(千葉市美浜区稲毛海岸3-5-1) 

県/実施:環境ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 [8/13迄] 

8.27 水 

17~19 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN) 第 138回 

研究会 http://www.npobin.net/apply/ 

伊藤恵治(日本環境衛生ｾﾝﾀｰ)〜電気事業法の改

正と廃棄物発電の今後の見通し(仮題) 

地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ 

(渋谷区神宮前5-53-70 国連大1F) 

同ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL:047-389-1552 

8.28 木 

10~14:30 

自然観察会〜 自然観察ｶﾞｲﾄﾞの案内

で､森の中を散策しながら自然を観察 
谷英男(自然観察ｶﾞｲﾄﾞ)〜極暑日の森の中は涼し

い!? ｶﾗｽの鳴き声があまり聴こえないのですけど? 

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 

8.28木※〜 

30 土 9:30~ 

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2014 
http://www.diy.or.jp/ ※:一般 29､30 のみ 

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ扱い商品を集めた住生活総合展示会｡今年

は環境･省ｴﾈ特集も｡左記 HP内事前登録で入場無料 
幕張ﾒｯｾ 
(JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩 5分) 

(一社)日本ﾄﾞｩ･ｲｯﾄ･ﾕｱｾﾙﾌ協会 

TEL:03-3256-4475 

8.29 金 

8:30~ 

自然観察会 

〜 東京湾野鳥公園探鳥会 
南下するｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘなど｡また､ﾖｼｺﾞｲ､ｻｻｺﾞｲ､豊

かな自然の中でｾﾐやﾁｮｳも。小雨決行 

集:船橋駅さっちゃん像前 8:30 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

8.29 金 

10:30~13 

ヨチヨチ歩きの宝さがし特別版 

〜 木の実の不思議 
自然とのふれあい 
対象：小学 3年以下(未就学児は保護者要) 

浦安市運動公園 

(同市 舞浜 2-27) 

(浦安市)科学ｸﾗﾌﾞｵﾌｨｽ 

TEL:047-352-8235 [要申込] 

8.29 金〜 

9.01 月 

H26年度 とやま夏季大学 ／ 1,000円/日 

講師陣：木村大作(映画監督)､* 

*秋山仁(東京理科大)、神野直彦(東大)、増田明美(大阪芸大) 

詳細： http://webun.jp/pub/ad/2014/kakidaigaku/ 

立山国際ﾎﾃﾙ 
(富山市原 45) 

同大学実行委員会(富山県･北日本新聞社) 

TEL:076-445-3320 [8/19迄] 

8.30 土 

13~16:30 

第 15回 市民講座 
〜 未来のｴﾈﾙｷﾞｰを支える表面科学 
http://www.sssj.org/jpn/events/index.php 

石原顕光(横浜国大)〜燃料電池が拓く未来～火の文

明を越えて/鹿園直樹(東大)〜ｴﾈﾙｷﾞｰの高効率利用

と燃料電池/藤沢潤一(同)〜・・新しい太陽電池 

東大本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ 山上会館 2F 
(文京区本郷 7−3−1) 

(公社)日本表面科学会 

TEL:03-3812-0266 Web申込 

http://www.sssj.org/jpn/activities/08/detail.php?eid=00017 

8.30 土 
13:30~14:30 

県立中央博物館 企画展｢図鑑大好き｣ 

関連行事：同館研究員による講座 
学習図鑑の魅力 同館 研修室 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 要申込 

8.30 土 
13:30~15:30 

野田産研ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ教室 講演会 

 

中山勉(日本獣医生命科学大) 

〜 お茶の成分の化学とその機能 

ｷｯｺｰﾏﾝ(株)研究開発本部 講堂 
(東武線 野田市駅徒歩 5分) 

(公財)野田産業科学研究所 

TEL:04-7123-5944 8/22迄 

8.30 土& 

31 日 

野生のカメの観察会 〜 土曜にﾜﾅを

仕掛け､日曜にﾜﾅを引上げ､形､動き､* 

成長度､年齢構成､在来種と外来種の比較する｡

子供たちの発表など終了後放流する 

集：同塾 平塚の里ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ 
(白井市平塚 945) 

(NPO)しろい環境塾 

TEL:047-404-3298 

8.31 日 
13~16 

第 8回全国緑のｶｰﾃﾝﾌｫｰﾗﾑ in 流山 

～ 流山をｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝのまちに! ～ 

菊本るり子(緑のｶｰﾃﾝ応援団)〜緑のｶｰﾃﾝから広がる心豊かなくら

し～家庭で､学校で､そして全国で／馬渡敏隆(流山ｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝ普及

促進協)〜流山市のｴｺの輪､食育の輪､地域の輪／他 (保育あり)  

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 多目的ﾎｰﾙ 

(TX線 流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅徒歩 3分) 

流山市／受託運営:流山ｺﾞｰﾔｶｰ

ﾃﾝ普及促進協議会 

TEL:04-7150-6083 同市環境部 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/021275.html 

8.31 日 

10~12 

県立中央博物館 企画展｢図鑑大好き｣ 

関連行事：図鑑ｶﾒﾗﾏﾝ､著者による講座 
松沢陽士｢日本の淡水魚 258｣著者 

〜 魚図鑑の写真撮影法 

同館 研修室等 
(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 要申込 

     

http://www.npobin.net/apply/
http://www.diy.or.jp/
http://webun.jp/pub/ad/2014/kakidaigaku/
http://www.sssj.org/jpn/events/index.php
http://www.sssj.org/jpn/activities/08/detail.php?eid=00017
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/021275.html


 4 

8.31 日 

まで 

森の水遊び FESTA 2014 

～ ﾛﾏﾝの森の夏を涼しく ENJOY しょう 

自然とふれあいながら水遊びなどｲﾍﾞﾝﾄ多数｡
http://www.romannomori.co.jp/information.php - 130 

ﾛﾏﾝの森共和国 
(君津市豊英 659-1) 

左同 

TEL:0439-38-2211 

9.06 土 
9~ 

ｿｰﾗｰｸｯｶｰｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ大会 [野田市内ｼﾞｭﾆ

ｱ大会] 〜 ｺﾗﾎﾞﾐｯｼｮﾝ｢環境と食文化｣＊ 

＊｢命の大切さ｣｢課題研究発表｣推進。環境保護､ｴｺ

ｴﾅｼﾞｰ利用の重要性が高まっている時代に対応 

県立 清水高校(野田市清水 482) 同校 TEL:04-7122-4581 
http://cms2.chiba-c.ed.jp/chb-shimizu-bh/ホーム-1/ 

9.06 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(科学博物館) 

〜 裸子植物の自然史：ｲﾁｮｳとｿﾃﾂ 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 要予約 

9.07 日 

10~12 

ｴｺ学入門〜 何でも聞けちゃう講習会 

〜 太陽光発電のｲﾛﾊと省ｴﾈ･節電の ABC 
新美健一郎(太陽光発電所 NW)〜 ますます注目の太

陽光発電と大事な省ｴﾈ･節電の実践体験紹介 

流山市 生涯学習ｾﾝﾀｰ 3F 会議室 
(TX線 流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅 徒歩 3分) 

たすけあいの会 なでしこ 

TEL:090-1268-2971 要申込 

9.07 日 
12:30~14:30 

県立中央博物館 企画展｢図鑑大好き｣ 

関連行事：図鑑ｶﾒﾗﾏﾝ､著者による講座 
谷城勝弘｢ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ科入門図鑑｣著者 

〜 同図鑑の使い方 

同館 研修室等 
(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 要申込 

9.11 木 

9:10~17:30 

第 3回 地中熱設計講座／有料 
〜 性能予測ツールを使った設計演習 

再生ｴﾈが期待され地中熱設計の必要性が高く 
詳細：http://www.geohpaj.org/archives/4009 

LMJ東京研修ｾﾝﾀｰ 
(文京区本郷 1-11-14 小倉ﾋﾞﾙ 5F) 

(NPO)地中熱利用促進協会 

TEL:03-3391-7836 先着順 

9.14 日 
12:30~15:30 

県立中央博物館 企画展｢図鑑大好き｣ 

関連行事：図鑑ｶﾒﾗﾏﾝ､著者による講座 
槐(えんじゅ)真史｢日本の昆虫 1400｣編著者 

〜 秋に楽しめるﾊﾞｯﾀ･ﾄﾝﾎﾞ 
同館 研修室等 
(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 要申込 

9.14 日 

13~14:30 

大人が楽しむ科学教室 特別講演会 

iPS 細胞技術を用いた再生医療と脳科学 
岡野栄之(慶大)〜ﾋﾄの病気のﾓﾃﾞﾙ細胞､病態解

明や創薬への応用｡ｱﾙﾂﾊｲﾏｰやﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療・ 

千葉市科学館 7F 企画展示室 

(同市中央区中央 4-5-1 きぼーる内) 

同館 

TEL:043-308-0514 要申込 

9.14 日 

13:30~17 

放射線に関する講習会 

講師：高田純(札幌医科大) 他 1名 

世界の核災害現場と福島および千葉の放射線

衛生や放射性物質による内部被爆の影響解説 

松戸商工会議所 (松戸市松戸

1879-1 JR松戸駅徒歩 8分) 

県 防災政策課 

TEL:043-223-3404 [9/04迄] 

9.17 水〜

19 金 10~ 

EVEX(ｲｰﾍﾞｯｸｽ EV･PHV普及活用技術展)2014 
 http://www.evex.jp/ 

EV(電気自動車)･PHV(ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車)の｢普及｣

｢活用｣｢技術｣に関する最新情報を発信 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 2･3 ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

同展事務局 

TEL:03-3503-7660 ｱﾃｯｸｽ(株) 

9.17 水〜

19 金 10~ 

耐熱・放熱技術展 2014 
http://www.n-plus.biz/ 

｢耐熱｣｢放熱｣をﾃｰﾏにした材料･技術の提案 

耐熱･放熱材､耐熱製品･部品､試験機器､他 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

ｴﾇﾌﾟﾗｽ事務局 

TEL：03-3503-7621 

9.18 木 

8:30~ 

自然観察会 

〜 葛西臨海公園 探鳥会 

北から南下するｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘや､山野の渡り鳥も見

られるかも。 雨天中止 

集：8:30 船橋駅さっちゃん像前 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

9.19 金 
13:30~15:30 

省ｴﾈ学習会 ／ 第 86回 省ｴﾈ市民会議 

〜 バイオマス・エネルギーについて 
泊みゆき(ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会NW)〜ﾊﾞｲｵﾏｽの､基礎･資源･

ｴﾈﾙｷﾞｰ利用形態･同利用状況実態･特徴・ほか 

流山市 生涯学習ｾﾝﾀｰ 3F大会議室 
(TX線 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 申込順 

9.20 土 

13:30~15 

植物園研究最前線〜 亜熱帯の植物た

ちの生き様〜   ★國府博士の研究 

國府方吾郎(同園)〜多様な環境が見られる亜熱

帯の琉球列島は多様な植物が｡その生き様を 

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 

9.21 日 
12:40~15:20 

県立中央博物館企画展 ｢図鑑大好き｣ 

関連行事･座談会:ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ図鑑の世界 

ますます広まるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ図鑑の世界｡有名ｻｲﾄか

ら 3 名､ﾈｯﾄ図鑑見ながら楽しみ方や未来を 

同館 講堂 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 先着順 

9.21 日※ 
13~15 

第 2回 親と子の・こどもエネルギークイズ 

選手権[関東大会]／(※:各会場へ確認要) 
｢再生ｴﾈ｣｢地球環境｣ﾃｰﾏのｸｲｽﾞ全国大会 

日本一の｢再生ｴﾈ｣ｸｲｽﾞ王を!!／決勝：1月 18日 

http://www.nef.or.jp/h26kids-quiz

/boshu.html ← 詳細 URL 
(一財)新ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6810-0361 [9/21迄] 

9.21 日 

14~15:40 

第 4回 PV(太陽光発電)施工技術者認定試験 
申込期限:8/20／全国 8都市で実施(有料) 

住宅へ PV設置時に必要とされる施工者認定 
受験料:12,000円、合格者認定料:6,000円 

詳細・申込は以下の URL参照 
http://www.jcot.jp 

(一社)太陽光発電協会 PV 施工技術者

制度運営ｾﾝﾀｰ  TEL:03-6205-4530 

http://www.romannomori.co.jp/information.php#130
http://cms2.chiba-c.ed.jp/chb-shimizu-bh/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0-1/
http://www.geohpaj.org/archives/4009
http://www.evex.jp/
http://www.n-plus.biz/
http://www.nef.or.jp/h26kids-quiz/boshu.html
http://www.nef.or.jp/h26kids-quiz/boshu.html
http://www.jcot.jp/
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9.23 火祝 

10~16 

第 19回 エコメッセ 2014in ちば 
★環境恊働創造市・環境活動見本市 

〜 つながれ､ひろがれ､ｴｺﾒｯｾ／入場無料 

出展ｶﾃｺﾞﾘｰ：地球温暖化防止･循環型社会へ･環境

教育&環境学習･環境配慮ﾓﾉづくり･生物多様性保

全･環境政策普及啓発・その他。詳細右記 URL参照 

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会 

TEL:080-5374-0019 

http://www.ecomesse.com 

 

【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 

7.31 木付け

公表 

全国工場見学・市場見学一覧 

〜消費者の食の理解を深めるため､* 

*関連事業者協力のもと､工場見学等の取組紹介 
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/johokan/140731.html 

左記 URL参照 農水省 消費･安全局消費者情報官 

TEL:03-3502-8504 

8.05 火付け 

案内 

夏休みはこれから！ 

〜 県民の森で思い出をつくろう！ 
(ちば県民だより(H26年 8月)4面参照) 

内浦山(鴨川市)･清和(君津市)･館山野鳥の森(同

市)･船橋(同市)･東庄(同町)･大多喜(同町)の各県

民の森のｲﾍﾞﾝﾄと周辺案内。詳細右記 URL 参照 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kouh

ou/kenmindayori/h26/h26-08/tayori

-4.html 

県 森林課 

TEL:043(223)2947 

8.20 水 
10~14 

仲良し親子でｴｺﾛｼﾞｰ体験／柏市民:小 3〜6 年生 

「夏休み！エコ・クッキング教室」 
ﾄﾏﾄの和風冷製ﾊﾟｽﾀ､ｷｬﾛｯﾄｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ､苦くな

いｺﾞｰﾔのﾊﾟﾝｹｰｷとｼﾞｭｰｽを作る 

京葉ｶﾞｽ料理教室 ららぽｰと柏の

葉 北館(柏市若柴 175) 

柏市環境政策課 

TEL:04-7167-1695 [7/31迄] 

8.20 水 

14~16 

ふなばし 食の安全･安心ﾌｫｰﾗﾑ 

〜 ココロにおいしい冷凍食品 
三浦佳子(日本冷凍食品協)〜追跡!冷凍食品 探

れ!おいしさの秘密〜特性・購入や保存方法 

船橋市中央公民館 講堂 
(同市 本町 2-2-5) 

同市 保健所衛生指導課 

TEL:047-431-4191 [8/15迄] 

8.21 木 

10:30~13 

親子でエコクッキング 環境にやさしく､おいしい料理を作る｡ 

ﾒﾆｭｰ：ﾂﾅ入りﾅﾎﾟﾘﾀﾝ､ｶﾗﾌﾙ野菜ｽｰﾌﾟ 

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 
(同市 中央区弁天 3-7-7) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-207-5820 

8.26 火 

14~16:30 

ちば"ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ農業*"ﾌｪｽﾀ 〜 出展説明

会＆交流会／*:みんなでかかわる農業 

事例報告:地元農家連携漬物向上運営･養蜂園共

同事業･養豚×ｸﾘｴｲﾀの新 6次産業化･他 2件 

四街道市文化ｾﾝﾀｰ 301会議室 

(同市大日 396 JR四街道駅徒歩 15 分) 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:043-270-5601 [8/20迄] 

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 

9.06 土 

9~13 

米作り２・稲刈り体験をしよう 
小雨決行 

春に植えた稲には穂がいっぱい!皆で刈り取り

ましょう｡新米の味は?。持物など問合せ要 

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 [要申込] 

9.06 土 

9:30~13:30 

ふなはし高根の男塾 

「シェフが教えるプロの味」 
金子光夫(和食ﾚｽﾄﾗﾝｼｪﾌ)〜 船橋産の食材を使った料

理。対象：20歳以上の男性 

船橋市 新高根公民館 
(同市新高根 1-12-9) 

同館 

TEL:047-469-4944 要申込 

9.06 土 
13:30~15:30 

緑の教室 中村利一(園芸ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 
〜 コンテナで育てる秋野菜 

青葉の森公園 緑の相談所 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同所 

TEL:043-208-1510 要申込 

9.21 日 

10~12 

柏の葉ｱｶﾃﾞﾐｱ講座Ⅲ〜 手賀沼・印旛沼

周辺から東京に向かった野菜行商 

小林裕美(県立中央博)〜｢増田實日記｣に見る東

葛飾地域農村生活/大正〜昭和前半の生活再現 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 3F 
(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ(HP から申込可) 

TEL:04-7140-8615 [9/6必着] 

11.30 日 

まで 

南会津ふるさとﾜｰｸｽﾃｲ募集／18歳以上 

〜 同地域で農作業を手伝うﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

日帰り〜6泊 7日の期間､宿･食事付き農林業

(無報酬)手伝い｡現地までの交通費自己負担 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/s

ec/36250a/workstay.html 
南会津農林事務所 地域支援課 

TEL：0241-62-5252 

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 

 

http://www.ecomesse.com/
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/johokan/140731.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/kenmindayori/h26/h26-08/tayori-4.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/kenmindayori/h26/h26-08/tayori-4.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/kenmindayori/h26/h26-08/tayori-4.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18075
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18075
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36250a/workstay.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36250a/workstay.html
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【朝市・露店市・市場・援農・就農・農業研修・農学・農園・農林地 】 

出願期限:右

記 URL参照 
県立農業大学校 2015 学生募集 
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/ 

めざせﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ!農学科:80 名､研究科:20名 

各科推薦(10/28)と一般(1/8他)の入学試験 

同校 
(東金市家之子 1059) 

同校 

TEL:0475-52-5121 

4.01火から

実施中 

新しい農地貸借の仕組みがスタート 

〜 意欲ある農業の担い手に農地＊ 

＊集約するため農地中間管理機構が設置され、

農業振興地域対象に同機構が農地貸借進める 

まだ整備中なるも以下 URL 参照 
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html 

(公社)千葉県園芸協会 

TEL:043-223-3011 

8.23 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を販売 

船橋大神宮駐車場 
(京成線 大神宮下駅徒歩 3 分) 

同朝市実行委員会 

TEL:047-436-2472 事務局 

第 3 日曜日 
6~9 

のだ朝市 

〜 食を通して地域の活性化を 

地元で採れる野菜や手作り惣菜などを安価で

販売。出店者も随時募集。地域の交流の場 

中華料理｢幸楽｣前 駐車場 
(東武線 愛宕駅近く) 

同市実行委員会･野田の食を盛り上げる

会  TEL:04-7125-2731 

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  

(流山市下花輪 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 
(流山市松ヶ丘 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 URL参照 

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 

ご利用できます〜 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 

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 

募集・開催・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 

8.15 金まで (環境省)情報発信拠点／第 2部 

｢Fun to Share ﾗｳﾝｼﾞ｣(期間限定)開設 

〜 ｢技術の力｣で､低炭素社会へ 

地球温暖化の現状や､対策となる先進技術･製品等

を紹介｡ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18368 

JP ﾀﾜｰ･KITTE 地下 1F(東京ｼﾃｨｱ

ｲ) (千代田区丸の内 2-7-2) 

同省地球環境局地球温暖化対策課 

TEL:03-5521-8341 

http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18368
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8.16 土〜 

28 金 NEW 

365日のシンプルライフ(ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画) 
http://a-shibuya.jp/archives/10089 

｢人生で大切なもの｣を見つけ出す物語｡自分の持ち

ﾓﾉすべてをﾘｾｯﾄし行なった 365 日"実験"生活 
ｵｰﾃﾞｨﾄﾘｳﾑ渋谷 
(渋谷区円山町 1-5 KINOHAUS 2F) 

左同 

TEL: 03-6809-0538 

8.17日まで 

 

のぞいてみよう深海の不思議展４ 

～ 深海生物フォトギャラリー ～ 

深海の不思議な生物を色鮮やかな写真でずら

り紹介｡お気に入りを投票の深海生物総選挙も 

横浜みなと博物館 特別展示室 

(横浜市西区みなとみらい 2-1-1) 

同館 

TEL:045-221-0280 

8.18 月〜 

22 金 

H26年度 船橋市下水道展 〜 げすい

どう みずのみらいを まもるみち 

小学生が下水道ﾃｰﾏにした絵画･書道の展示｡ 

ﾊﾟﾈﾙで役割や仕組み､整備など。降雨体験も 

船橋市役所 1F 美術ｺｰﾅｰ 
(同市 湊町 2-10-25) 

同市下水道部 

TEL:047-436-2648 

8.19 火 

必着 

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 

8.20水NEW 

1 次締切 

｢ちばﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ農業ﾌｪｽﾀ 2014in 四街道｣ 

出展団体募集／11 月 22 日 10〜15 時開催 

対象:福祉施設､NPO､農業関係者･事業者､生協など｡ 

★ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ農業＝みんなで関わる農業 

詳細は以下 URL 参照 
http://blog.canpan.info/souzounet 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:043-270-5601 [8/20迄] 

8.20水まで 

NEW 

日米 TOMODACHI ｷｬﾗ弁ｺﾝﾃｽﾄ 2014 

〜子供に食べさせたいお弁当 写真募集 
子供の成長を考え､栄養ﾊﾞﾗﾝｽのよい･ﾍﾙｼｰ志向､肥満防止

になる･日本らしい食材活用などのお弁当。詳細右記 URL 

http://www.maff.go.jp/j/press/sh

okusan/gaisyoku/140805.html 
農水省 小売ｻｰﾋﾞｽ課 外食産業室 

TEL:03-3502-8111 

8.20水まで 

 

自然に親しむ運動〜全国の自然公園､景

勝地､休養地､身近な自然地域の自然に* 

*親しむ行事から､自然の理解を深め､自然環境の適

正利用普及を推進､自然を大切にする心を育む 

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

.php?serial=18452 ← 詳細 URL 
環境省自然環境局

TEL:03-5521-8271 

8.20 水 

関係資料必着 

第 24回 環境活動助成先公募〜 生物

多様性保全と持続可能な利用のために 
http://www2.aeon.info/josei/ 

分野:A.植樹 B.森林整備 C.砂漠化防止 D.里地､里

山､里海の保全 E.湖沼･河川浄化 F.野生生物の保護

G.絶滅危惧生物の保護／詳細は左記 URL参照 

〒261-8515 千葉市美浜区中瀬

1-5-1(以降右記) 

(公財)ｲｵﾝ環境財団 

TEL:043-212-6022 
ef@aeon.info 

8.20水まで H26年度ちばコラボ大賞(県知事賞) 

〜 市民活動団体の各種連携事例募集 

福祉や環境､子育てなど様々な分野で､地縁団体､社

協､学校､企業､行政等と連携団体｡詳細は右記 URL 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbu

nka/boshuu/2014/h26collabo.html 
県 環境生活部 県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 

8.20水まで ｢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 

8.21木まで 

NEW 

木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰを活用した 

ﾓﾃﾞﾙ地域づくり推進事業公募 

地域一帯での新たな木質ﾊﾞｲｵﾏｽの収集･運搬･ｴ

ﾈﾙｷﾞｰ利用ｼｽﾃﾑ実証事業。詳細右記 URL参照 

http://www.env.go.jp/earth/ondan

ka/biz_local/26_22/index.html 
林野庁林政部木材利用課 

TEL:03-6744-2297 

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 

8.22金まで 

 

開館 20周年記念 ／ 展示会 

これでわかった！未来の技術 2014 

産学官 12団体出展｡最先端ﾃｸﾉﾛｼﾞｰにふれてみよう 
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/ ←他ｲﾍﾞﾝﾄ含 

県立 現代産業科学館 
(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL:047-379-2005 

8.23 土 

まで 

NEW 

SMBC 環境ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｼﾆｱのための自然･環境研修会 

日程：9/26(金)13時〜28(日)12時 

対象：原則 50歳以上､20名程度／有料 

倉本塾長〜ﾋﾄに問う/他講義:地球環境の現状と問

題点他／ﾌｨｰﾙﾄﾞ研修:環境教育･植樹関連ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他 

詳細：http://furano-shizenjuku.com/sub4.php 

集:富良野ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

(北海道富良野市北の峰町 18-6) 

現地：富良野自然塾ﾌｨｰﾙﾄﾞ 

(NPO)C･C･C富良野自然塾 

TEL:0167-22-4019 
shizenjuku@furano.ne.jp 

8.24日まで 

NEW 

ｼｰﾝﾎﾞｰﾝｱｰﾄ展・海の環境美化を訴える 

｢渚のリゾートで お･も･て･な･し｣ 
全国の海岸清掃活動で収集の貝殻やｶﾞﾗｽ､海

藻､ｺﾞﾐ等の漂着物で制作したｼｰﾎﾞｰﾝｱｰﾄ作品 

丸の内 MY PLAZA 1F ｱﾄﾘｳﾑ 
 (千代田区丸の内 2-1-1)  

明治安田生命保険相互会社/他 

TEL:03-3283-9252 

8.24日まで 

 

戸隠ﾌｧｰﾌﾞﾙ先生の昆虫教室(午前･午後) 

〜 昆虫採集と標本づくり ／ 有料 

当日受付/対象:中学生以下/持物:捕虫網､虫

かご､防虫ｽﾌﾟﾚｰほか (参加費に教材･標本ｷｯﾄ含む) 

戸隠ｷｬﾝﾌﾟ場 
(長野市戸隠大洞沢 3694) 

左同(毎月休) 

TEL:026-254-3581 

8.24日まで 柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館ﾘｻｲｸﾙ教室 

〜 夏休み子ども教室／柏市民対象 

ｿｰﾗｰｸｯｷﾝｸﾞ｢太陽熱でお料理しよう｣ほか 8 ﾃｰﾏ 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p007555.html 

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 

http://a-shibuya.jp/archives/10089
http://mainichi.jp/shimen/news/20140612ddm012040167000c.html
http://blog.canpan.info/souzounet
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/gaisyoku/140805.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/gaisyoku/140805.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18452
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18452
http://www2.aeon.info/josei/
mailto:ef@aeon.info
http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/boshuu/2014/h26collabo.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/boshuu/2014/h26collabo.html
http://www.nef.or.jp/index.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/26_22/index.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/26_22/index.html
https://shouene-residential-expert.jp/guide/index.html
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/
http://furano-shizenjuku.com/sub4.php
mailto:shizenjuku@furano.ne.jp
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p007555.html
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8.24 日〜 

9.07 日 

展示会 

〜 のぞいてみよう昆虫ワールド 

出展：県立成田西稜高校 地域生物研究部 
★ 9/6(土)･7(日)10～15 時【花の丘 de おまつりだ】 

県立 北総花の丘公園 
(千葉県印西市原山 1-12-1) 

同園 

TEL:0476-47-4030 

8.25月まで 

 

パブリックコメント／環境省 

〜 今後の食品リサイクル制度のあり方(案) 

5年経過｢食品ﾘｻｲｸﾙ法｣見直し案(下記 URL参照) 
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=24908&hou_id=18467 

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

.php?serial=18467 ←ﾊﾟﾌﾞｺﾒ詳細 

大臣官房 廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ対策部企画課 

TEL:03-5501-3153 

8.25 月 

必着 

H26年度 地球温暖化防止活動環境大臣表彰 

〜自薦､他薦 問いません･個人 or団体 

部門:技術開発･製品化/対策技術先進導入/対策活

動実践･普及/環境教育活動/国際貢献｡詳細右記 URL 

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

.php?serial=18405 
環境省地球環境局地球温暖化対策課 

TEL:03-5521-8249 

8.29金まで 

NEW 

｢温暖化対策ﾌｪｱ 2014｣出展者募集 

開催日時：12/17(水)〜18(木)10〜17時 

民生部門事業者の省ｴﾈ･CO2削減取組み普及･推進 
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shoene/3-3enebusiness.html 

大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ PIO大展示ﾎｰﾙ 

(大田区南蒲田 1-20-20) 

ﾌｪｱ事務局:環境経済(株) 

TEL:03-6228-6850 

8.29金まで 夏休み親子講座 

〜 リサイクル体験してみませんか!? 

8/07:新聞紙でｺｻｰｼﾞｭづくり・他 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8506/016501.html 

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 

8.31日NEW 

消印有効 

銚子一万匹いわし絵コンクール 

〜銚子市の魚いわしとｱｰﾄを融合､＊ 

*銚子の街をおしゃれにｶﾗﾌﾙに変えるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

の一環｡A4 ｻｲｽﾞ｡手書き･ﾃﾞｼﾞﾀﾙいずれも可 

https://sites.google.com/site/iw

ashiconcours/ ← 詳細 
銚子銀座商店街振興組合 

TEL:0479-25-1666 

8.31 日 

必着 NEW 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｺﾒﾝﾄ／環境省 

〜 容器包装リサイクル制度 

現 容器包装ﾘｻｲｸﾙ制度の国民意見募集 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18496 

左記URL参照 
(経緯や現状の参考資料付き) 

大臣官房廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ対策部企画課 

TEL:03-5501-3153 

8.31日まで 

(8.03 日 関連行

事あり) 

企画展「むし 虫 ウォッチング 2」 

〜 昆虫ﾜｰﾙﾄﾞへようこそ｡ｶﾌﾞﾄﾑｼとｱｹﾞﾊ * 
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/index.html 

*の約 100倍模型がお待ちします｡人と昆虫の大きさが逆転する

世界を実感してください｡世界最大のﾁｮｳなど巨大昆虫の標本､ｽ

ｰﾊﾟｰｽﾛｰ映像や特殊な方法で撮影した昆虫の写真など紹介 

群馬県立自然史博物館 
(富岡市上黒岩 1674-1) 

同館 

TEL:0274(60)1200 

8.31日まで 

※ 
夏休みリサイクルガラス教室 
※：毎土曜 13〜15時、毎日曜 10〜12時 

風鈴作り､ｶﾞﾗｽのかけら･空きﾋﾞﾝにｱｰﾄ､ｱｸｾｻﾘｰ

作りなど。8/03(日):15周年記念ｽﾍﾟｼｬﾙﾃﾞｰ 

浦安市 ﾋﾞｰﾅｽﾌﾟﾗｻﾞ 
(同市 千鳥 15-2 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:047-382-8787 [要申込] 

8.31日まで 

(後期： 

9.02~11.30) 

第 69回企画展／国際鳥類学会議ｻﾃﾗｲﾄ企画 

〜 山階コレクション展 

日本の鳥学を築いた研究所の貴重標本 

※山階鳥類研究所の貴重標本が一堂に公開!! 

我孫子市 鳥の博物館 
(同市 高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 

http://www.bird-mus.abiko.chiba.jp/Exhibitions/kikakuten/69/69.html 

8.31日まで 

13:30~14:30 

鳥の博物館の夏休みｲﾍﾞﾝﾄ〜夏の遊びと研究 

夏休みは鳥博へ遊びに｡自由研究ﾋﾝﾄが 

8/02:ばしゃばしゃﾍﾟﾝｷﾞﾝ･･8/31:くるくるﾊﾞｰﾄﾞｼﾞｬｲﾛ 
http://www.bird-mus.abiko.chiba.jp/event/event.html 

我孫子市 鳥の博物館 
(同市 高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 

8.31 日 

まで 

利根運河の野鳥写真展 

〜流山野鳥同好会による流山で見＊ 

＊られる野鳥､主に利根運河で見られる野鳥写

真を展示｡｢ｶﾜｾﾐｺｰﾅｰ｣もお楽しみください 

利根運河交流館 
(流山市西深井 836) 

同館／月・火 休館 

TEL:04-7153-8555 

8.31日まで 

 

サマーフェスタ inいすみ 
〜 里海･里山体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ盛りだくさん 

ｱｼﾞ釣り体験･田舎料理作り体験･子供も大人も Moo

〜くぎづけ!命に触れる牧場ﾂｱｰ･ｲｾｴﾋﾞつかみどり 
いすみ市内 
左記 URL 参照 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:0470-62-1243 

http://www.isumi-kankou.com/event/summer_festa_2014/index.html 詳細は左記 URL参照 

8.31日まで 

NEW 

科学を体験 街を探検・科学の世界にﾁｬﾚﾝｼﾞ 

つくば ちびっ子博士 2014 ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ 

参加資格：全国の小・中学生 

専用ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄで,つくば市内最先端技術や自然科学

を学べる指定研究機関の展示やｲﾍﾞﾝﾄを見学･体験 

全部で 39機関が対象 
下記 URL 参照 

つくば市・同市教育委員会 

TEL:029-883-1111(内 4721) 
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14654/016931.html 

9.01 月 

まで NEW 

3R促進ポスターコンクール／小中学生対象 

〜 ごみを減らす(ﾘﾃﾞｭｰｽ)･繰り返し使* 

*う(ﾘﾕｰｽ)･再資源化(ﾘｻｲｸﾙ)がﾃｰﾏ｡四つ切り又は B3

判画用紙｡立体作品やﾊﾟｿｺﾝ作品は除く 

船橋市 ｸﾘｰﾝ推進課 
(同市湊町 2-10−25) 

同課 

TEL:047-436-2433 

     

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=24908&hou_id=18467
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18467
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18467
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18405
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18405
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shoene/3-3enebusiness.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8506/016501.html
https://sites.google.com/site/iwashiconcours/
https://sites.google.com/site/iwashiconcours/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18496
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/index.html
http://www.bird-mus.abiko.chiba.jp/Exhibitions/kikakuten/69/69.html
http://www.bird-mus.abiko.chiba.jp/event/event.html
http://www.isumi-kankou.com/event/summer_festa_2014/index.html
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14654/016931.html
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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･個人から各部門ごとの取組み 

部門：たべよう･ふれよう･つたえよう･まもろう･えらぼう 

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 

9.02 火 

必着 

緑のｶｰﾃﾝ写真ｺﾝﾃｽﾄ／流山市内対象 

〜 愛情注いだ緑のｶｰﾃﾝ応募を 

写真規格:A4 または A4 台紙貼り写真｡A4 ｻｲｽﾞ内組み合わ

せ写真可｡合成加工写真不可。詳細は下記 URL 参照 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html 

所定応募用紙で右記まで 流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

9.02 火 

必着 

ゴーヤレシピ ｺﾝﾃｽﾄ／流山市民等対象 

〜 ｱｲﾃﾞｱ ﾚｼﾋﾟでもっとおいしく 

募集ﾚｼﾋﾟ:仕込み含め 1 時間以内で調理でき､ｺﾞｰﾔを使用

したおかずやﾃﾞｻﾞｰﾄなど｡ 詳細は上記 URL参照 

所定応募用紙で右記まで 流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

9.03水まで 都立中央図書館 企画展示 発明・技術 
〜 夢をかたちにする力 〜 

技術を生み､時代を動かした人間の発想力や 

発明を図書館資料で紹介｡実演あり。 

同館 
(港区南麻布 5-7-13) 

同館 

TEL：03-3442-8451 

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 

9.05 金 

締切 

第 39回 小泉信三賞 全国高校生 

小論文ｺﾝﾃｽﾄ〜 テーマ:▽福澤諭吉に＊ 

＊反論する▽ｴﾈﾙｷﾞｰ問題とこれからの日本▽挫折

に学ぶ▽古典と現代▽留学の意義／詳細は右記URL 

http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2

014/kr7a4300000dgt8n-att/140511_1.pdf 
慶應義塾広報室 

TEL:03-5427-1541 

9.07日まで

NEW 

家電ﾘｻｲｸﾙ制度の施行状況の評価･

検討報告書(案)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ／環境省 

前回見直しから5年経過､再度見直し時期到来 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18527 

左記 URL参照 同省 廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ対策部企画課 

TEL:03-5501-3153 

9.09 火まで

要予約 
こども環境会議ちば／開催:9 月 23 日 10 時〜 

〜こどもたちで未来を考えよう! ／ 体験＆交流 

広田由紀江(環境学習ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ)〜ｴｺﾒｯｾ探検隊･名刺

交換･みんなで作るｲｲね!ﾏｯﾌﾟ･ｴｺまるが来るよ･他 

幕張ﾒｯｾ国際会議場 2F 
(JR京葉線海浜幕張駅徒歩 5 分) 

千葉県/環境ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟちば実施 

TEL：090-8116-4633 

9.12 金 

締切 

第 15 回 上野彦馬賞 九州産業大ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ 

ﾃｰﾏ：時代を撮る､時代を創る(一般)&喜び 

ﾌﾟﾛ･ｱﾏを問わず､21 世紀に羽ばたく若い写真家を 
(環境やｴﾈﾙｷﾞｰなど､未来ある社会性写真に期待/編者より) 

http://www.kyusan-u.ac.jp/relati

on/hikoma/bosyu.html ← 詳細 
九州産業大・毎日新聞社 

TEL:092-781-3636 

9.12 金 

必着 

｢ごはん･お米とわたし｣作文･図画ｺﾝｸｰﾙ 

県内小学校(部)および中学校(部) 

毎日のご飯で美味しかったこと･家族とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ､思い出や考えたことなど。詳細は右記 URL 参照 

http://www.ja-chiba.or.jp/h.20.0

8/okomenohanasi/boshuannai.html 
県 農業協同組合中央会 

TEL:043-245-7304 

9.12 金 

消印有効 

ﾄﾞｺﾓ未来ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 第 13回コンクール 

ﾃｰﾏ:僕たち私たちの未来のくらし 

3歳〜中学生(国籍不問)｡部門:絵画の個人&団体

(学年別区分)､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ(年齢不問)／詳細は右記 URL 

http://www.docomo-mirai.com/pc/i

ndex.html 
同ﾐｭｰｼﾞｱﾑ事務局 

TEL:0120-353-648 

9.12 金 

締切 

第 12回 オーライ(往来)！ニッポン大賞 

(1)同大賞:都市と農山漁村交流の*  

*個人･団体(2)ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ賞:都市部から農山漁

村へ移住実践などの個人｡詳細は右記 URL 参照 

http://www.kouryu.or.jp/ohrai/ 都市農山漁村交流活性化機構 

TEL：03-4335-1985 

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 

9.15 月祝 

まで 

特別展 かたちの科学 

"かたち"には ふしぎが いっぱい！ 

ﾊﾁの巣はなんで六角形?巻貝はどうして巻いて

いる?卵の形の秘密は?橋の形の秘密を知ろう 

つくばｴｷｽﾎﾟｾﾝﾀｰ 

(つくば市吾妻 2-9) 

同ｾﾝﾀｰ/ http://www.expocenter.or.jp 

TEL:029-858-1100 

9.15 月祝 

まで 

第 2回 企画展 野鳥展 in八千代 
〜 八千代の鳥が大集合! 〜 

身近な･水辺や山林などの野鳥紹介｡巣箱作り

体験や野鳥ﾏｸﾞﾈｯﾄ作りの関連行事も 

八千代市 郷土博物館 

(同市 村上 1170-2) 

同館／環境保全課と共催 

TEL:047-484-9011 

http://5actions.jp/award/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html
http://mainichi.jp/shimen/news/m20140426ddm010040003000c.html
mailto:mainou@mainichi.co.jp
http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2014/kr7a4300000dgt8n-att/140511_1.pdf
http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2014/kr7a4300000dgt8n-att/140511_1.pdf
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18527
http://www.kyusan-u.ac.jp/relation/hikoma/bosyu.html
http://www.kyusan-u.ac.jp/relation/hikoma/bosyu.html
http://www.ja-chiba.or.jp/h.20.08/okomenohanasi/boshuannai.html
http://www.ja-chiba.or.jp/h.20.08/okomenohanasi/boshuannai.html
http://www.docomo-mirai.com/pc/index.html
http://www.docomo-mirai.com/pc/index.html
http://www.kouryu.or.jp/ohrai/
http://www.h7.dion.ne.jp/~ufjef/midori_yuusyuu.htm
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029078.html
http://www.expocenter.or.jp/
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9.15 月祝 

まで 

夏休み特別企画 深海探険 

この夏､神秘の海に触れてみませんか? 

今話題のﾀﾞｲｵｳｲｶやﾁｮｳﾁｮｳｱﾝｺｳの標本は必見 

あのﾀﾞｲｵｳｸﾞｿｸﾑｼに触れることのできる   

ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ茨城県大洗水族館 
(東茨城郡大洗町磯浜町 8252-3) 

同館 http://www.aquaworld-oarai.com 

TEL:029-267-5151 

9.15 月祝 

まで 

くらしの植物苑 季節の伝統植物(展示会) 

〜 伝統の朝顔 〜※ 午前中の鑑賞を 

今年は｢朝顔の彩(いろどり)をﾃｰﾏに、様々な 

色や模様とその遺伝子ﾒｶﾆｽﾞﾑをﾊﾟﾈﾙで紹介 

国立歴史民族博物館 くらしの植物苑 

(佐倉市城内町 117) 
同館 

TEL:03-5777-8600 

9.19 金 

消印有効 

料理ｺﾝｸｰﾙ 

〜 健康かみかみ弁当作品募集 
11/23(日)ｺﾝｸｰﾙ参加が条件 

子供向き･普及性ある･よくかんで味わえる･500(円

/人)前後･千葉県産食材･手軽に作れる。 
弁当箱の形は不問｡県内在住･在勤･在学者対象 

詳細は以下 URL 参照 

http://www.chiba-dha.net 

浦安市健康増進課 

TEL:047-351-1111 

9.19 金 

必着 

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 

9.23 火 

まで 

特別展 〜 日本の蝶 〜 
蝶(ﾁｮｳ)は美しく身近な生き物であり＊ 
http://museum.c.u-tokyo.ac.jp 

＊環境を反映する指標として重要な存在でもある｡ 

(中略)日本産全 242種と外来種を加えた計 275種に

及ぶ東大所蔵の蝶類標本を展示 

東大 駒場博物館 

(目黒区駒場 3-8-1 京王井の頭

線 駒場東大前駅) 

同館 

TEL:03-5454-6139 

9.23 火 

まで 

宇宙博 2014〜NASA･JAXA の挑戦(有料) 

〜火星探査車｢ｷｭﾘｵｼﾃｨ｣実物大ﾓﾃﾞ* 

*ﾙの日本初展示や｢きぼう｣日本実験棟の精密

再現体験型展示など国内最大級の宇宙ｲﾍﾞﾝﾄ 

幕張ﾒｯｾ国際展示場 
(JR京葉線 海浜幕張駅徒歩 5分) 

NHK･NHK ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ･朝日新聞社 

TEL:03-5777-8600 

9.28日まで 

9~17 NEW 
土門拳賞受賞作品展 桑原史成 ｢不知火海 
The Minamata disease Disaster｣ 

'50年代に不知火海沿岸･水俣で突如発症の公害病

惨禍を約半世紀記録し続けた報道写真家の集大成 
土門拳記念館 (酒田市飯森山 2

−13飯森山公園内) 

同館 

TEL:0234-31-0028 

9.28日まで 

9~17 

NEW 

形なき水に形を､色なき水に色を。

水のシンフォニー (展示会) 
http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp 

生命の営みと深く関わる水は､芸術家たちの作

品創造の源に｡ｸﾛｰﾄﾞ･ﾓﾈ｢ﾎﾟｰﾙ=ﾄﾞﾓｱの洞窟｣､

横山大観｢瀟湘八景｣､吉田重信の映像作品も 

茨城県天心記念五浦美術館 
(北茨城市 大津町椿 2083 常磐

道北茨城 IC 約 15分) 

同館 

TEL:0293-46-5311 

9.30火まで 

NEW 

ふなばし百景コンクール作品募集 
http://shinpo-co.jp/hyakkei/ 

船橋の変わりゆく風景を貴重な財産として残すた

め「ふなばしの景色」をﾃｰﾏとした絵画･写真 

左記 URL参照 同ｺﾝｸｰﾙ実行委員会 

TEL:047-495-0860 

9.30火まで 

NEW 

低炭素杯 2015 ｴﾝﾄﾘｰ団体募集 

｢地域エネルギー部門｣新設!〜対象は* 

*低炭素社会づくり･地球温暖化防止取組み団体 
詳細は http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2015/ 

左記 URL参照 低炭素杯実行委員会 

TEL:03-6273-7785 事務局 

9.30火まで 

 

第 4回 ｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄ大賞｣ｴﾝﾄﾘｰ募集 
〜 優れたｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄ取組団体を表彰 

具体的な取組事例を通じ､ｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄの意義

と取組の理解が、社会に広く浸透するため 

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

p?serial=18438 ← 詳細 URL 
ｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄ推進ﾈｯﾄﾜｰｸ(CO-Net) 

TEL:03-5776-1223 

9.30火まで 

 

｢ESD ﾌｫﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱﾜｰﾄﾞ｣作品募集 

〜 持続可能な開発のための教育(ESD)ﾕﾈｽｺ世界

会議に向けて／各写真に 100 字ﾒｯｾｰｼﾞを添えて 

よりよい未来をつくるために自分自身ができるこ

とを考え､写真を通しその｢思い｣を伝え､持続可能

社会づくりへの意識の醸成・ESD の取組の推進 

詳細は以下 URL参照 
https://esd.eic.or.jp 

環境省･(株)ｱﾏﾅ内 

TEL:03-3740-0323 
esd-photo@amana.jp 

9.30火まで 

 

｢こどもホタレンジャー｣参加者募集〜水辺

いきもの観察を通じた水環境保全活動公募 

対象:全国の小学校､中学校､企業､地方公共団

体､NPO等､その他民間団体。右記 URL 参照 

https://www.eeel.go.jp/water/hot

aranger.html 
環境省 

TEL:03-6273-2860 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.aquaworld-oarai.com/
http://www.chiba-dha.net/
http://www.eco-1-gp.jp/index2.html
http://museum.c.u-tokyo.ac.jp/
http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/
http://shinpo-co.jp/hyakkei/
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2015/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18438
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18438
https://esd.eic.or.jp/
mailto:esd-photo@amana.jp
https://www.eeel.go.jp/water/hotaranger.html
https://www.eeel.go.jp/water/hotaranger.html
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10.06 月 

消印有効 

第 2回 日本全国こども郷土料理ｻﾐｯﾄ 
小学 4年〜6 年生対象 

ふるさとや家庭の郷土料理を調べ､ｻﾐｯﾄで発表 
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/gaisyoku/140714.html 

左記 URL参照 農水省食料産業局食品小売ｻｰﾋﾞｽ

課 TEL:03-6450-1268 

10.10 金 

17 迄 NEW 

第 5 回 省ｴﾈ･照明ﾃﾞｻﾞｲﾝｱﾜｰﾄﾞ公募 

〜 CO2排出が'90年比約 66%増加の＊ 

＊商業施設､ｵﾌｨｽ等部門で約 2割占める照明の省ｴﾈ

性と高いﾃﾞｻﾞｲﾝ性の両立を達成している施設募集 

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

.php?serial=18491 ← 詳細 URL 
環境省 地球温暖化対策課 

TEL:03-5720-3759 事務局 

10.10 金 

消印有効 

｢みどり香るまちづくり｣企画ｺﾝﾃｽﾄ 
http://www.env.go.jp/air/akushu/midori_machi/ 

まちづくりに｢かおり｣の要素を取り込み､良好なか

おり環境を創出する地域の取組支援を目指す 

左記 URL参照 
(来年度のｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞも募集) 

環境省 水･大気環境局 

TEL:03-5521-8299 

10.10 金 

必着 NEW 

(船橋市)エココンテスト 
〜 家庭からの二酸化炭素削減ｺﾝﾃｽﾄ 

今年 6〜9月の電気･ｶﾞｽ使用量を CO2 換算､昨

年比で削減率高い世帯を表彰。 

船橋市地球温暖化対策推進室 
(〒273-8501(住所不要)) 

左同 

TEL:047-436-2465 

10.10 金 

必着 

節電チャレンジ 2014・夏〜前年比

10％以上節電世帯｢ながぽんﾎﾟｲﾝﾄ｣進呈 

7 月〜9月期間ひと月でも前年同月比 1日当たり

10%以上節電達成世帯に 500 ﾎﾟｲﾝﾄ｡昨夏達成世帯は

1%以上で応募可｡本年度応募様式で 

応募方法等詳細は以下 URL 参照 
http://www.city.nagareyama.chiba

.jp/life/34/273/003254.html 

流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

10.13 月祝 

まで 

H26年度 企画展「図鑑 大好き」 

〜ﾀﾞｰｳｨﾝからはじまる 100 の図鑑の話 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=842 

日本最古の昆虫図鑑､江戸時代の植物図鑑､さかな

ｸﾝ､やくみつる､柳生真吾の図鑑まで､多角的に紹介 

昭和から現在の図鑑を中心に閲覧できる図鑑も 

県立中央博物館 本館 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

関連ｲﾍﾞﾝﾄ多数:左記 URL参照 

同館 

TEL:043-265-3111 

10.17 金 

必着 NEW 

船橋”農”の風景 絵のコンクール 

 

市内の田畑や学校農園の様子働いている人の

絵｡小学生対象｡四切り画用紙。詳細右記まで 

JA いちかわ船橋経済ｾﾝﾀｰ 
(船橋市二和東 6-44-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-448-1018 

10.17 金 

消印有効 

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 

10.24 金 

必着 NEW 

第 11回 小柴昌俊 科学教育賞 
〜 児童･生徒の基礎科学への興味と＊ 

＊関心を高めるため､新発想･工夫に満ちた教育ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑを開発･実践し著しい効果を上げた団体･個人 

応募方法など詳細は下記 URL 参

照 
http://www.hfbs.or.jp 

(公財)平成基礎科学財団  

TEL:03-5208-1878 

10.31 金 

締切 

(日ごろの生活の)エコピープル大募集 

〜 柏 LOVE エコ大賞 2014 〜 
◯ｻﾏｰ節電賞◯緑のｶｰﾃﾝﾌｫﾄ賞◯ｴｺ･ｸｯｷﾝｸﾞﾚｼﾋﾟ賞 
http://www.ecosite.jp/support/eco_company 

左記 URL参照 柏市環境政策課 

TEL：04-7167-1695 

11.24 月 

まで 

開館 20周年記念企画展 

    新 茨城風土記  
〜 ひとと自然のものがたり 〜 

展示構成:●ようこそいばらき(以下[茨])へ!●[茨]

の昔の姿●[茨]の人と自然･山･平野･海●次世代に

残したい[茨]の自然／開館 20 周年記念展示 

茨城県自然博物館(坂東市大崎 700) 
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/k

ikaku/1000000074/HP.pdf 

同館 

TEL:0297-38-2000 

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 

12.05 金 

まで 

いきいきちばっ子〜ｵﾘｼﾞﾅﾙ弁当ｺﾝｸｰﾙ 

小学 5･6 年生(個人･団体)対象 

食の学習ﾉｰﾄ｢いきいきちばっ子｣で作った献立を実
際調理の弁当｡ 

下記 URL参照 県 教育庁教育振興部

TEL:043-223-4095 
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/anzen/boshuu/2014/obentoukonkuuru.html 

'15.2.28 土 

まで 

農業者､地域活動中の住民･団体のみなさま 

「農」のある暮らしづくりの 

アドバイザー(無料)を派遣 

農業､福祉､まちづくり等の専門家が出向き､農業･

農地等を活かした｢農あるまちづくり｣のｱﾄﾞﾊﾞｲｽや

勉強会等での説明を行う｡ 詳細は右記 URL参照 

http://www.tosinouti.or.jp/shien

taisaku/h26kouhoupanf.pdf 
(一財)都市農地活用支援ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-5823-4830 

     

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/gaisyoku/140714.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18491
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18491
http://www.env.go.jp/air/akushu/midori_machi/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=842
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18254
http://www.hfbs.or.jp/
http://www.ecosite.jp/support/eco_company
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/kikaku/1000000074/HP.pdf
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/kikaku/1000000074/HP.pdf
http://www.nepc.or.jp/topics/2014/0421_4.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/anzen/boshuu/2014/obentoukonkuuru.html
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/h26kouhoupanf.pdf
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/h26kouhoupanf.pdf


 12 

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ご覧ください｡ 注 2:詳しくは検索をおすすめします｡  注 3:応募など準備に時間のかかるものは早

め､通常ｲﾍﾞﾝﾄは概ね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､ご確認ください｡  注5:できるだけ多種多様情報を掲載したく､同一団体さんの掲載数を限

らせていただく場合あります｡ 注 6:主催者と問合せ･申込み先が異なる場合があります｡ 注 7:参加費 1,000 円程度まで｢有料｣記載しませんが､それ以上は極力記載するようにし

ます｡参加の場合ご確認ください｡ 注 8:締切日が過ぎても参加可能な場合あります｡ 注 9:注目情報は受付期限を過ぎても掲載する場合あります｡ 

 

〜〜〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜〜〜 
 

'15.3.10 火 

まで 

 

(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) 

http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=7946 

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 

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/387

5 

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･放射能対策

課 

同課 TEL:04-7150-6083 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.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 

リサイクル講座等 

同市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/271/001404.html 

同館 
(同市下花輪 191) 

同市環境部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

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内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p002488.html 

同館  
(柏市十余二 348-202) 

同館  

TEL:04-7199-5082 

毎月 
いろいろ開催 

浦安市ﾋﾞｰﾅｽﾌﾟﾗｻﾞ (ﾋﾞｰﾅｽｼｮｯﾌﾟ) 

ﾘｻｲｸﾙ教室等(ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ) 

同市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 
http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=3788 

(浦安市)ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内 同ﾌﾟﾗｻﾞ 
(同市千鳥15-2 JR舞浜駅からﾊﾞｽ) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:047-382-8787 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html
http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=7946
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.nagareyama.or.jp/archives/3875
http://www.ecosite.jp/ecohouse
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/271/001404.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p002488.html
http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=3788
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2012. 
3.10 NEW 

100％再生可能へ！ 

欧州のエネルギー自立地域 
ｴﾈﾙｷﾞｰを意識して生きる市民､革新的な政策と事業を実

現する地域のｲﾆｼｱﾁﾌﾞ｡欧州社会の現実を日本の未来へ｡ 

学芸出版社/2200 円

http://www.gakugei-pub.jp/ 

坂本龍一 〜 産業革命以来の

ｴﾈﾙｷﾞｰ革命が始まっている・・ 

 


