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皆様へ（転送は自由です） 

 

T社製の熱中症計を気にしなくても良い季節になりました。 

今年の梨やリンゴは大きく、ブドウも巨大房ニュースがありました。 

気候変動の影響でしょう。 

 

[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、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと 【住まいの省エネ情報】 

 

住まいの目指す方向としてドイツのパッシブハウスに注目しています。 

今回ドイツから同ハウス生みの親、ファイスト博士が来日し講演されましたが、 

その講演内容が YouTubeで公開されました。 

省エネ先進国日本は今や昔になった現在、学ぶべき内容です。 

 

以下、パッシブハウスジャパンさんのメルマガを抜粋し転送します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

2.【ファイスト博士来日プレゼンテーション 全 73分の動画を公開！】 

2014年 4月 18日に、パッシブハウスの生みの親、ファイスト博士の初来日が実現いた 

しました。東京大学で行った 1時間超のプレゼンテーションが、マグ・イゾベール社の 

ご厚意により、日本語吹替版と英語版の２種類で公開されました。パッシブハウス誕生 

の経緯や背景にはじまり、現在進行形の世界での動向、注目すべき事例の解説など、濃 

密なファイスト博士の講義をノーカットでご覧いただけます。パッシブハウスの考え方 

が大変わかり易く説明されておりますので、ぜひ、大勢の方にご覧いただきたいと願っ 

ております。  

 

日本語吹き替え版「パッシブハウス ‐ 効率こそがエネルギー問題解決のための画期的な貢献」 

http://c.bme.jp/13/1506/119/1672 （YouTube） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

なお下記URLは、中国のパッシブハウスニュースの追記です。 

http://www.xinhuaxia.jp/social/43672 

 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・ 

・発信地：千葉県流山市 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊
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環境と農のイベント案内 2014.9.15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)  

注) 県:千葉県(他欄含)  NW:ﾈｯﾄﾜｰｸ 

どこで?(所在地､交通､宛先等)  

集･解:集合･解散 S:地下鉄 

主催､問合せ先など 
(NPO):NPO法人 (一社):一般社団法人 

9.17水 

9:30~15:45 

涼風を求めて「里山散策会」 

〜  AM:浦部川に沿って歩き､自然＊ 

＊観察｡PM:国重要文化財｢光堂｣県文化財｢木

造延命地蔵菩薩坐像｣泉倉寺を訪ねる｡ 

集･解:北総線千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ中央駅 印西ウエットランドガイド 

TEL:0476-47-1455 要申込 

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 

9.17水〜 
11.26水/毎水 

18:30~20:30 

環境問題を考え､伝える大切さを知る 

★ 環境ジャーナリスト講座 (有料全 11回) 

10/18(土)、19(日)：尾瀬ツアー 

｢実践的取材｣｢伝える技術｣を講義､演習を通じ学べ

る総合的連続講座｡取材経験豊富ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄが講師 

http://www.jfej.org/new.htm 

地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ(GEOC) 
(渋谷区神宮前 5-53-70国連大 1F) 

日本環境ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄの会 

TEL:03-5825-9735 

事務局：地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ 

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 

13~17 

H26年度 JLAC技術情報ｾﾐﾅｰ 

〜 認定が支えるｴﾈﾙｷﾞｰ供給の信頼 
http://www.accreditation.jp/seminar/2014index.html 

Yamir Diaz-Castillo(米原子力規制委員会)〜同委員会

(U.S.NRC)におけるILAC相互承認の活用/細沼慶介(経

産省)〜 が国蓄電池政策と認定活用の可能性/他 

きゅりあん[品川区立総合区民会館] 

(品川区東大井 5-18-1 
各線 大井町駅 徒歩約 1分) 

日本認定機関協議会(JAC) 

試験所認定機関連絡会(JLAC) 

TEL:03-3222-8944 [9/18迄] 

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 

9.19金 

14~16 

市民活動講座 ／ ｽﾃｯﾌﾟ 1:「コトバ編」 

〜 ﾁﾗｼ作成･ﾃﾞｻﾞｲﾝ力 ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ講座 
大工原潤(さいたま市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ)〜わかりやすく､心に響

く文章づくりのｺﾂを学ぶ／ｽﾃｯﾌﾟ 2(9/26):｢ﾃﾞｻﾞｲﾝ編｣ 

ｱﾐｭｾﾞ柏 1F 会議室 A 
(柏市柏 6-2-22) 

柏市役所恊働推進課 

TEL:04-7167-0941 

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 

9.20土

10~13 & 

21日 10~16 

第 5回 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ学校 in小諸ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ

(http://ow.ly/Aeb76)秋祭   (有料) 

〜 第 1部｢省ｴﾈﾙｷﾞｰで暮らそう!ﾐﾆ太＊ 

＊陽光ﾊﾟﾈﾙの威力｣(9/20(土)10:00〜)/第 2部｢ﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ技術を学ぼう!ﾒﾝﾃﾅﾝｽ講習会｣(9/20(土)＆21(日)) 

小諸ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ内体育館 
(長野県小諸市甲字北竹原 4717) 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ(本部) 

TEL:03-5805-3577 
info@greenenergy.jp 詳細：http://www.greenenergy.jp/guide/infomation.html 

9.20土 
(1)14:30~ 

(2)18:30~ 

【映画】鉱毒悲歌 
撮影から 35年｡幻の記録映画が蘇る。以下、
http://www.hokosha.jp/koudokuhika/ から 
★ 足尾､谷中､北海道佐呂間､鉱毒に追わ

れた人々の人生が､風景が｡ 

〜 渡良瀬川の上流､足尾銅山で､煙害で消滅した松木村

農民の話､雲竜寺に佇む坑夫の墓､住職が語る強制＊ 

＊連行の話｡銅山閉山後も続く珪肺病患者の闘い｡さらに渡良瀬川下
流､谷中村の芦原に佇む旧谷中村の墓地､その遺跡を守ろうとする人た

ちの活動､葦刈り権を巡る旧谷中村村民と周辺農民の争い､さらに津軽

海峡を渡り､北海道佐呂間に移住していった農民とその子孫の苦闘の姿

を､ｶﾒﾗは淡々と追い続ける｡ 最後まで田中正造と行動をともにした島

田宗三さんのｲﾝﾀﾋﾞｭｰは大変貴重な記録になっている｡島田さんが語る

田中正造からは､谷中村農民に優しく思いを寄せる姿勢が伝わってくる｡ 

ｽﾏｲﾙﾌﾟﾗｻﾞ 
(宇都宮市竹林町 1063-3) 

 
[次回上映予定] 

10/11(土) 佐野市中央公民館 

蘇る「鉱毒悲歌」制作委員会 

TEL:028-624-0288(株)歩行社 
 

＜上映会企画団体募集＞ 

左記同社 URL参照 

9.20土& 

11.29土 

10~16 

第 17回 eco検定試験(12/14実施)直前対策 

eco検定試験受験対策講座 
http://ecchiba.sakura.ne.jp 

(1)同試験の仕組みと注意事項(2)出題傾向と用語

解説(3)重点分野講義･勉強の仕方･記憶ﾎﾟｲﾝﾄ 

(4)2回の模擬ﾃｽﾄ(自己採点後､講師が回答･解説) 

千葉市民会館 小会議室 
(千葉市中央区要町 1-1) 

(NPO)環境ｶｳﾝｾﾗｰ千葉県協議会 

FAX：043-276-7300 
arimatomiho@arimagakuen.jp 

http://www.evex.jp/
http://www.n-plus.biz/
http://www.jfej.org/new.htm
http://www.accreditation.jp/seminar/2014index.html
http://ow.ly/Aeb76
mailto:info@greenenergy.jp
http://www.greenenergy.jp/guide/infomation.html
http://www.hokosha.jp/koudokuhika/
http://ecchiba.sakura.ne.jp/
mailto:arimatomiho@arimagakuen.jp
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9.20土〜

10.19日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(江戸川・・三番瀬) 

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) 

9.21日＆ 

10.19日 10~ 

リサイクル運動・フリーマーケット 出店含め詳細は以下 URL参照 
http://www.r-kyokai.com/user/ivent/placeview.php?pid=8 

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ流山店 店頭広場 
(流鉄線平和台駅すぐ近く) 

ﾘｻｲｸﾙ運動推進事業協会 関東第 4支部 

TEL:048-682-2728 

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 

福島県民の明日の希望を創るｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

〜 政策提言(案) 〜 総合討論 〜 
http://www.isep.or.jp/news/6779 

同県民・自治体が置かれている問題群がいかに多

層で複雑か・/登壇予定:鈴木浩(福島大)･佐藤彌右衛

門(ふくしま会議)･飯田哲也(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研究所)･他 

三春交流館｢まほら｣ 小ﾎｰﾙ 

(福島県田村郡三春町字大町 191 

 JR磐越東線･三春駅〜車 5分) 

｢ふくしま希望会議｣実行委員会 

TEL:03-5942-8937 要申込 
kibo.fukushima2014@gmail.com (ISEP内) 

9.21日※ 
13~15 

第 2回 親と子の・こど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 
13~15:30 

手賀沼 水辺探検隊 
荒天時は中止の場合あり 

船と陸から自然観察をしよう 
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 

( 孫子市高野山新田 193) 

同館 

TEL:04-7184-0555 

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都市で実施(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 

9.21日〜 

28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 左記 URL参照 
scene.sato@jcom.home.ne.jp 

9.23火祝 

9:30~13 

目指せ！誰でも自然マイスター 
〜 親子・成人、申込先着 20名 

自然の中でﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑをしたり､ｻﾂﾏｲﾓの収穫･

調理･試食など｡ 500円/人 

県立 手賀の丘少年自然の家 

(柏市片山 275) 

同自然の家 

TEL:04-7191-1923 要申込 

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 

9.23火祝 

13~16:15 

第 18回 山階芳麿賞記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

｢鳥の研究はここまで進んだ 

〜 人は鳥から何を学べるか 〜」 

橘川次郎､小西正一両博士受賞記念｡以下登壇者: 

山岸哲(山階鳥研)･渡辺茂(慶大)･長谷川博(東邦大) 

詳細：http://www.yamashina.or.jp/hp/event/event.html - award2014 

有楽町朝日ﾎｰﾙ 
(千代田区有楽町 2-5-1) 

山階鳥類研究所 広報担当 

TEL:04-7182-1101申込不要 

9.23火祝 

14~ 

第 3回 政策ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ／詳細:右記 URL  

〜千葉から考える日本のｴﾈﾙｷﾞｰ政策 PART2 
田嶋要(衆議院議員)〜再ｴﾈ･省ｴﾈ先進国への道 
http://seisaku-sympo.blogspot.jp/p/blog-page_6.html 

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 
(千葉市中央区弁天 3-7-7) 

同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実行委員会 

TEL:043-202-1511 

9.24水 

18:30~20 

毎日メディアカフェ・イベント 
http://mainichimediacafe.jp 

岡本裕子(日本野鳥の会)〜ﾂﾊﾞﾒのかんさつのｽｽﾒ 
〜 人と自然､地域とのつながりを紹介 

毎日ﾒﾃﾞｨｱｶﾌｪ／毎日新聞本社 1F 

(千代田区 S東西線 竹橋駅直結) 

左同･予約応募は左記 URL内から 

TEL:03-3212-2607  

9.24水〜 

10.26日 

柏の自然と生きものフェスタ・前期 
(大青田の自然ｳｫｰｷﾝｸﾞ〜秋のこんぶくろ池祭り) 

全 6 ｲﾍﾞﾝﾄ詳細：
http://www.city.kashiwa.lg.jp/policy_pr/pr/e-book

/h260901/_SWF_Window.html?pagecode=4 

左記 URL参照 かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜17時 

ほか(左記 URL参照) 

9.25木 
13:30~15:30 

(県民)環境講座 2014 

〜 環境と減災を考える 

水島重光(減災塾)〜 減災について｢今｣準備で

きることをお聞きします｡ 

浦安市民ﾌﾟﾗｻﾞ(予定) 
(同市 入船 1-4-1) 

県/実施:環境ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟちば

TEL:090-8116-4633 [9/11迄] 

9.26金 
14:30~16:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN) 第 139回 

研究会 http://www.npobin.net/apply/ 

相川高信(三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ)〜日本における持続

可能な森林経営と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用 

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(BIN) 

TEL:047-389-1552 

http://www.chibawbsj.com/
http://www.r-kyokai.com/user/ivent/placeview.php?pid=8
http://www.isep.or.jp/news/6779
mailto:kibo.fukushima2014@gmail.com
http://www.nef.or.jp/h26kids-quiz/boshu.html
http://www.nef.or.jp/h26kids-quiz/boshu.html
http://www.jcot.jp/
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.ecomesse.com/
http://www.yamashina.or.jp/hp/event/event.html#award2014
http://seisaku-sympo.blogspot.jp/p/blog-page_6.html
http://mainichimediacafe.jp/
http://www.city.kashiwa.lg.jp/policy_pr/pr/e-book/h260901/_SWF_Window.html?pagecode=4
http://www.city.kashiwa.lg.jp/policy_pr/pr/e-book/h260901/_SWF_Window.html?pagecode=4
http://www.npobin.net/apply/
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9.27土 

10~11:40 

くらしと放射能学習会 第 1回 

いまどうなっているの？お魚の放射能汚染 

(第 2回：10/18、10〜11:40 同会場 ﾃｰﾏ：＊) 

日高清隆(水産庁)〜水産物の安全性確保の取組 
大菅知彦(同)〜水産物の放射性物質調査 

(*応援したい!でも気になる～福島の農産物) 

船橋市 勤労市民ｾﾝﾀｰ 3F 
(同市本町4-19-6)  
保育あり(要申込:9/16迄) 

県・(生協)ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 

TEL:047-420-2605 9/24迄 

palchiba-kikan＠pal.or.jp 

9.27土 
13~17 

助成金セミナー 

〜 環境市民団体支援のため､地域中間＊ 

*支援組織と連携､制度有効活用ため､財団･企業･行政など

担当者が､制度の特徴･ﾎﾟｲﾝﾄなど紹介 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜本社ﾋﾞﾙ 2F 

(新宿区西新宿1-26-1) 

ｾﾌﾞﾝ･ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団/HP参照 

TEL:03-6238-3872 

9.27土 
13:30~15:30 

とことんｾﾐﾅｰ「野生絶滅種 ｺｼｶﾞﾔﾎｼｸｻ

を守る体験講座」第 2回 

田中法生(同園)〜開花の観察/地球上から消えない

よう､野生復帰や植物園保全活動を体験を通し学ぶ 

会場：下妻市砂沼 筑波実験植物園･(NPO)ｱｸｱｷｬﾝﾌﾟ 

TEL：029-851-5159 

9.27土 
13:30~15:30 

緑の教室 

秋の山野草＆中国奥地の珍しい植物 

久志博信(園芸研究家)〜山野草人気種の紹介と

楽しみ方や寄植えﾘﾒｲｸ方法を実演交え説明 

北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 要申込 

9.27土 
13:30~15:30 

くらしの植物苑観察会 第 186回 
申込み不要 

坂本稔(同館) 

〜 木の年代をはかる 

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 

9.27土 
13:30~ 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 福島原発の収束･廃炉を考える 
〜 私たちに何ができるか 〜 
http://svcf.jp/archives/5077 

登壇者:えりのあ(ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ)･岡本達思(福島原発行動隊)･岸

井成格(ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)・名嘉幸照((株)東北ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ)･増田尚

宏(福島第一廃炉推進ｶﾝﾊﾟﾆｰ)･吉岡斉(元政府事故調査委員会)・他 

早稲田大 早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ 15号館 

(新宿区西早稲田 1-6-1) 

(公社)福島原発行動隊 

FAX：03-6441-2573 (要申込) 

9.28日 

9~12 

大堀川わくわくウオーキング 
〜 運良くカワセミに出会えるかも 

集合地〜西口第一公園〜大堀川高田橋〜防災ﾚｸﾘｴ

ｰｼｮﾝ公園〜木崎橋〜松ヶ崎城跡〜(約 8km)〜解散地 

集：JR柏駅 西口ﾃﾞｯｷ 9時 

解：JR北柏駅 12時頃 

大堀川の水辺をきれいにする会 

TEL:090-1208-8680 

9.28日 

9~13 

第111回 自然観察会〜こうのとりの里

"江川･三ヶ尾"でタカの渡り観察会 

秋の風物詩､ﾀｶの渡りを楽しみませんか｡日本で育っ

たｻｼﾊﾞ達が越冬地の東南ｱｼﾞｱへ渡って行きます 

集：9時 野田自然共生ﾌｧｰﾑ  
従業員休憩所前(野田市江川) 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:090-2420-8420 

9.28日 

10~15 

身近なﾘｻｲｸﾙでｺﾞﾐ減量にﾁｬﾚﾝｼﾞしよう! 

〜 環境フェスタみさと 2014 
資源回収･ｴｺｸﾗﾌﾄ体験･ｸﾞﾙﾒの各ｺｰﾅｰ｡消費生

活展&ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ｡先着 300名にﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ苗木を 

三郷市役所 南側駐車場･勤労者体

育館 (同市花和田 648-1) 
同市･同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:048-930-7715 ｸﾘｰﾝﾗｲﾌ課 

9.28日 

13~14:30 

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 
〜 ｺｹ図鑑を楽しむ 

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 

9.28日 

13~14:30 

千葉工大-PERC-連携ｼﾘｰｽﾞ講座 

〜 宇宙から降ってくる 
後藤和久(東北大)〜恐竜絶滅の隕石衝突の痕跡

を探す旅｡ｶﾘﾌﾞ海周辺各国での現地調査解説 

千葉市科学館 
(同市中央区中央 4-5-1 きぼーる内) 

同館 

TEL:043-308-0511要申込 

9.28日 

13:30~15 

特別ｾﾐﾅｰ 

〜 手話で楽しむ植物園 

永田美保･堤千絵(つくばﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ学習会)〜植物園を

手話で案内します｡植物も手話も解説つき!  

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 

9.28日 
13:30~15:30 

緑の教室 

〜 秋の山野草＆中国奥地の珍しい植物 
久志博信(園芸研究家)〜山野草の人気種紹介と

楽しみ方､中国奥地の珍しい植物をﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀで 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

左同 

TEL:0476-47-4030 

9.28日 

14:30~16 

一般講演会｢物質の科学と素粒子物理の

深い関係｣〜物質と宇宙の研究所がﾀｯｸﾞを
組み最先端をわかりやすく／詳細右記 URL 

押川正毅(東大)〜1次元物質と弦の理論 

大栗博司(ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ工科大)〜宇宙は超伝導か 
http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/public/issplecture/ 

柏の葉ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
(TX柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅前) 

東大 物性研究所総務係 

TEL:04-7136-3207 

9.30火 

8:45~15:30 

ﾊﾞｽで行く北千葉導水路見学ﾂｱｰ【満員】 
〜 関連施設 7 ｶ所巡り水の大切さ学ぶ 

相原正義(元北海道教育大)〜同水路は利根川と江戸

川を結ぶ河川、洪水対策や水質浄化の役割を。 

集：東武線初石駅前 8:45 手賀沼流域ﾌｫｰﾗﾑ流山実行委員会 

TEL:04-7150-6083要申込 

10.01水 

他 3日間 

品質･環境ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ ISO講座 
(有料) 

ISO9001:10/01(水)･08(水) 10〜17時 

ISO14001:10/20(月)･27(月) 10〜17時 
野田地域職業訓練ｾﾝﾀｰ 
(野田市中根 323-3) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7121-1184 

mailto:palchiba-kikan@pal.or.jp
http://svcf.jp/archives/5077
http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/public/issplecture/
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10.02木& 

03金 

H26年度 省エネ大賞 東日本地区大会 

〜必見!最新省ｴﾈ事例･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ知るﾁｬﾝｽ 

先進･独創性高い事例､最新技術駆使の製品等 
http://www.eccj.or.jp/bigaward/result1410/index.html 

科学技術館 ｻｲｴﾝｽﾎｰﾙ 
(千代田区北の丸公園 2-1) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ同賞事務局 

TEL:03-5439-9773 左記 URL申込 

10.04土 

10~12 

緑の教室／デジカメ初心者講座 

〜 赤そばの花を撮ろう 

志賀宏祥(写真家)〜秋を彩る赤そばの花を園内

でご自身のｶﾒﾗで撮影｡ｶﾒﾗの種類は問わない 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

左同 

TEL:0476-47-4030 

10.04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：紅葉、落葉 

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 

10.04土 
13~16 

(雨天 11土) 

王貞治実行委員長 参加予定！ 

〜 荒川で[ちょっといいこと]ゴミ拾い 〜 
(午前中、少年野球教室・釣り教室あり) 

持ち物･服装:軍手､ﾀｵﾙ､雨具､飲物､帽子､長袖ｼｬﾂ､

長ｽﾞﾎﾞﾝ､底板入長靴 or厚底靴/昼食済ませ参加 
http://furusatoseiso.com/141004arakawa.html 

葛飾区堀切ﾊﾞｽ停〜四ﾂ木橋上流

荒川河川敷 (京成線四ﾂ木駅：
10:30〜12:30 同駅から誘導あり) 

ふるさと清掃運動会実行委員会 

FAX/TEL:03-3212-003要申込 

10.04土 
13:30~15:30 

鉄道の日 記念講演会 

〜 流山の鉄道の今昔 
白土貞夫(鉄道史研究家)〜｢ちばの鉄道一世紀｣など

著書ある同氏から､市内鉄道の歴史のお話し 

流山市 森の図書館 

(同市東深井 991) 

同館 

TEL:04-7152-3200 要申込 

10.04土 
13:45~16:20 

かずさDNA研 開所 20周年記念講演会 
https://event.starsphere.jp/kazusa/ 

仁田坂英二(九大)〜ｱｻｶﾞｵの多様性と動く遺伝子 

大野博司(理化学研)〜腸内細菌と健康 

かずさｱｶﾃﾞﾐｱﾎｰﾙ(木更津市かずさ
鎌足 2-3-9 木更津駅から送迎ﾊﾞｽあり) 

(公財)かずさ DNA研究所 

TEL:0438-52-3930 9/12必着 

10.04土& 

05日 

来て！見て！体験！〜あなたが主役〜 

柏市 中央公民館フェスティバル 
両日:地産地消 野菜の産地直売･軽食&喫茶･体

験発表･作品展示･ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ/5日:ﾌﾘﾏ＋古本市 

同館[教育福祉会館] 
(柏市柏 5-8-12) 

同館 

TEL:04-7164-1811 

10.04土& 

12.06土 

10~16 

第 17回 eco検定試験(12/14実施)直前対策 

eco検定試験受験対策講座 
http://ecchiba.sakura.ne.jp 

(1)同試験の仕組みと注意事項(2)出題傾向と用語

解説(3)重点分野講義･勉強の仕方･記憶ﾎﾟｲﾝﾄ 

(4)2回の模擬ﾃｽﾄ(自己採点後､講師が回答･解説) 

千葉市民会館 小会議室 
(千葉市中央区要町 1-1) 

(NPO)環境ｶｳﾝｾﾗｰ千葉県協議会 

FAX：043-276-7300 
arimatomiho@arimagakuen.jp 

10.05日 

8:30~16:30 

(県民)環境講座 2014 

〜 生物多様性と里山･里海保全活動 

手塚幸夫(いすみ郡市自然を守る会)･布留川毅(千葉県野鳥の会) 

ﾊﾞｽで会場へ。多くの生物が住める環境作り見学 

集：いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 
(いすみ市万木 2050) 

県/実施:環境ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟちば

TEL:090-8116-4633 [9/21迄] 

10.05日 

9~12 

さとやま観察会 ｷﾉｺと秋の植物 

〜 市野谷の森でｷﾉｺと秋の植物の観察です｡ 

集：流山市初石公民館 
(同市 西初石 4-381-2) 

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

10.05日 

13~15:30 

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 

大作晃一(｢小学館の図鑑 NEO 花ｼｰﾙ｣撮影者) 

〜 植物図鑑の写真撮影法 2 

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 

10.06月 

10~11:30 

ふれあい塾あびこ特選公開講座 

”地域でもできる”自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用法 
室山哲也(NHK解説委員)〜各地の自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用動

向､ 孫子市担当部局と意見交換｡参加費 700円 

 孫子市生涯学習ｾﾝﾀｰ｢ｱﾋﾞｽﾀ｣ 
(同市若松 26-4) 

同市・(NPO)ふれあい塾あびこ 

TEL:04-7183-3603 

10.06月 

14~16:30 

〜 今知りたい！太陽熱の可能性 〜 

☆九都県市再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ活用ｾﾐﾅｰ 
(千葉県内開催:10月 24日) 

秋元孝之(芝浦工大)〜省ｴﾈに貢献できる太陽熱｡最

新省ｴﾈ設備紹介､太陽熱含む住まい/公開討論会 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/08/22o8p700.htm 

都庁第一本庁舎 5F 大会議室 
(新宿区西新宿 2-8-1) 

都庁環境局 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部 地域ｴﾈﾙｷﾞｰ

推進課／申込みは左記 URLから 

TEL:03-5388-3533 

10.11土 

10~16 

自然観察会 保坂健太郎(同園) 
〜 植物園で秋のきのこを観察しよう♪ 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保4-1-1) 

国立科学博物館 

TEL:03-5814-9888 要申込 

10.11土 

13~14:30 

千葉工大-PERC-連携ｼﾘｰｽﾞ講座 

〜 宇宙から降ってくる 
大野宗佑(PERC)〜巨大隕石衝突が引き起こす

環境変動と大量絶滅 

千葉市科学館 7F ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 
(同市中央区中央 4-5-1 きぼーる内) 

同館 

TEL:043-308-0511要申込 

10.11土 
13:30~16:30 

第 18回 手賀沼流域ﾌｫｰﾗﾑ 講演会 

根本崇(野田市長)〜同市の自然再生の取組* 

*みと｢ｺｳﾉﾄﾘ･ﾄｷの舞う関東自治体ﾌｫｰﾗﾑ｣について 

報告：富澤崇(手賀沼ﾄﾗｽﾄ)〜里山を守る力 
県 手賀沼親水広場 研修室 

( 孫子市高野山新田 193) 

同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:090-5217-6699 

     

http://www.eccj.or.jp/bigaward/result1410/index.html
http://furusatoseiso.com/141004arakawa.html
https://event.starsphere.jp/kazusa/
http://ecchiba.sakura.ne.jp/
mailto:arimatomiho@arimagakuen.jp
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/08/22o8p700.htm
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【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) 

どこで(所在地、交通、宛先、 応

募先等) 集､解:集合,解散 S:地下鉄 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO法人 

9.16火 

13:30~16 

食品に関するﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

―知ろう､考えよう､農薬のこと― 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18547 

なぜ農薬が必要か､どのような農薬で農作物が作ら

れ､安全の確保など疑問不安に､生産者や専門家､他

から情報提供や参加者と意見交換｡ 左記 URL参照 

霞が関中央合同庁舎 4号館 12F  

共用会議室 1219～1221室 

(千代田区 霞が関 3―1―1) 

農水省消費･安全局消費者情報官 

TEL:03-3502-8504 [9/9迄] 

9.18木 他 

全 4日 10~ 

｢健康を支える栄養学｣に基づく講習会 

(他:10/02､11/20､12 /18の各木曜日) 

食生活を改善し病気の予防や健康回復に役立

つ講習会。流山市国保加入者優先。 

流山市文化会館 
(同市加 1-16-2) 

(NPO)健康を育てる会 

TEL:080-5643-2779 

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] 

9.24水 

14~16 

第 9回健康づくり公開講座／船橋市民対象 

〜 食べることで生きる力を！ 
菊谷武(日本歯科大)〜食事を口で食べることを

生涯楽しむ為､私たちは何ができるでしょう 

船橋市民文化創造館きららﾎｰﾙ 
(船橋駅南口ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ 6F) 

船橋市保健所・同栄養士会 

TEL:047-431-4191要申込 

9.25木 

14~15:20 

健康づくり食生活講演会 佐藤眞一(県衛生研) 

〜 元気で長生きをする食事と生活  

県教育会館 大ﾎｰﾙ 
(千葉市中央区中央 4-13-10) 

(公社)県 栄養士会 

TEL:043-256-1117   

9.27土 

10~12 

稲刈り体験 

荒天中止(事前連絡) 

先着 11世帯。参加費 3,500円(精米 5kg付) 

持物：長靴・手袋・作業服 

山崎農園 
(柏市 布瀬地先) 

農菜土 

TEL:04-7137-7318 

9.28日 

10~14 

いも掘り・焼きいもにチャレンジ 
雨天中止 

ｾﾝﾀｰの畑で､さつまいもを掘り焼き芋をします｡

持物:新聞紙､ｱﾙﾐﾎｲﾙ､弁当､飲物､長靴､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 [要申込] 

10.01水〜 

11.12水 

健康を支える栄養学基礎学習講座(後期) 

〜 一家に一人「正しい食生活」で健康

同基礎を体系的に学ぶため講義と調理実習を行う｡ 

佐藤和子医師のよる食生活分析診断(ﾐﾗｰ)を受けて
流山市 初石公民館 
(同市 西初石 4-381-2) 

同市 国保年金課 

TEL:04-7150-6077要申込 

10.12日 

10~12 

里山の四季 〜 筑波山近隣で見られ
る身近な自然を解説し､園内を観察 

福田良市・渡辺剛男(同園) 
〜 園内で見る筑波山の植物（秋） 

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 

10.12日 

10~15 

草木染め体験 自分でﾃﾞｻﾞｲﾝをして､ｼﾙｸの布を自然の色で染

めてみましょう 

集：いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 
(いすみ市万木 2050) 

左同 

TEL:0470-86-5251 [要申込] 

10.12日 

10~15 

手作り作家さん大集合!! 花と緑のﾌｪｽﾀ 

第 3回 花の丘マルシェ 

ｼﾞｬﾝﾙ:ｵﾘｼﾞﾅﾙの､雑貨･ｱｰﾄ手作り部門｡手作り

ﾌｰﾄﾞ･野菜部門｡ｸﾗﾌﾄ･雑貨等のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ部門 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

左同／詳細は HP参照 

TEL:0476-47-4030 

10.12日 

13~15 

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 

〜 ｲﾈ科植物の名前を調べよう(中上級者向け) 
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 

10.13月祝 

13:30~17 

ﾌｫｰﾗﾑ みどりのまちづくりin Tokyo 2014 

〜東京の緑を"使いこなす"ｸﾞｯﾄﾞｱｲﾃﾞｨｱ 

ｺﾒﾝﾃｰﾀ:横張真(東大)･篠沢健太(工学院大)/4 ｾｯｼｮﾝあり 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/09/22o91300.htm 
成城ﾎｰﾙ 
(世田谷区成城 6-2-1) 

東京の緑を守る将来会議 

TEL:042-439-5353 10/01迄 

10.15水〜 

17金 10~17 

2014地球環境保護 土壌･地下水浄化

技術展 ／ http://www.sgrte.jp/sgr/ 

土壌･地下水浄化技術の展示､ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･ｾﾐﾅｰ

の開催､関連団体による特別展示 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 2 
(江東区有明 3-11-1) 

(一社)土壌環境ｾﾝﾀｰ・他 

TEL:03-5297-8855 事務局 

10.16木〜 

18土 9~17 

2014TOKYO国際木工機械見本市/ｸﾞﾘｰ

ﾝ産業ﾌｪｱ http://www.mmjp.or.jp/nichimoku/ 

木材の利用を進める機械と情報の展示会 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 3 
(江東区有明 3-11-1) 

日本木工機械協同組合 

TEL:03-6435-8215 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18547
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/09/22o91300.htm
http://www.sgrte.jp/sgr/
http://www.mmjp.or.jp/nichimoku/
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全 7回 管理出来る人を育てよう 〜 いただく｡ なおﾐﾗｰは､国保加入者以外有料｡ (詳細：9/11広報ながれやま参照) 

10.05日他 

9:30~12 

いも掘り体験 
(他 10/12・19・26の各日曜日) 

1kg150円。いもが無くなり次第終了。 流山市野々下 1丁目(運動公園駐

車場東側 当日｢目印のぼり｣あり) 

流山市農業青少年ｸﾗﾌﾞ 

TEL:090-6135-6534 

10.15水〜 

17金 10~18 

第 1回国際次世代農業 EXPO[ｱｸﾞﾘﾈｸｽﾄ] 
http://www.agri-next.jp 

IT農業､ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ､6次産業化､植物工場な

ど､農業を強くする次世代技術・製品が一堂に 

幕張ﾒｯｾ 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

ﾘｰﾄﾞｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3299-1821 

10.16木 

13~15:55 

地域活性化フォーラム 

〜 林業が生み出す地域の力(討論ﾃｰﾏ) 
伊藤洋一(三井住友ﾄﾗｽﾄ基礎研)〜地方経済活性化と木のﾁｶﾗ/

吉田正木(三重)･秋山梢(高知)･菊池俊一郎(愛媛)/他 
時事通信ﾎｰﾙ(中央区銀座 5-15-8) 
https://www.mainichi-ks.jp/form/chiiki1410/ 

国土緑化推進機構 

TEL:03-5847-7734要申込 

11.30日 

まで 

南会津ふるさとﾜｰｸｽﾃｲ募集／18歳以上 

〜 同地域で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｡現地までの交通費自己負担 

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 

7.31木 

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 

受付中 食品などの放射性物質検査(無料) 
対象:流山市内在住者 

対象品目:市内で消費される食品･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 】 

10.11土〜

11.22土 

毎土半日 

農業未経験者も大歓迎 

〜 援農ボランティア養成講座 

★ 孫子市以外の人も可 

 孫子市内の農家で農作業を手伝う｢援農ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

制度｣参加者募集｡この活動に必要な基礎知識を座

学と実技実習で学ぶ｡参加費(協議会年会費)1000円 

 孫子市役所分館(同市 孫子

1858)や同市内農家 

あびこ型｢地産地消｣推進協議会 

同ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集事務局 

TEL:04-7128-7770 [9/30迄] 

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 

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 

第 3日曜日 
6~9 

のだ朝市 

〜 食を通して地域の活性化を 

地元で採れる野菜や手作り惣菜などを安価で

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、花卉など 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 

売など。 

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、ふるさと産品など販売 

【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 

ふるさと産品など。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 

http://www.agri-next.jp/
https://www.mainichi-ks.jp/form/chiiki1410/
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36250a/workstay.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36250a/workstay.html
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/johokan/140731.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
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第 2土曜 

8~12 

市民の台所・柏市場〜 どなたでも 

ご利用できます〜 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･お花まで､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で､70軒

ほど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 
〜 その場で・自分でバーベキュー 

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) 

どこで・どこへ (所在地、交通、

宛先、応募先等) 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO法人 

募集開始 

(10.23~ 

24開催) 

第 31回 太陽光発電ｼｽﾃﾑｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(有料) 

～ 日本版 FIT:太陽光発電の大量導入

時代を迎えて ～ 

詳細：右記 URL参照 

松村敏弘(東大)〜電力ｼｽﾃﾑ改革の意義と太陽光発

電の大量導入時代への期待/北村和也(再生ｴﾈ総研)

〜日本の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの進むべき道/他多数 

ﾋｭｰﾘｯｸﾎｰﾙ 
(台東区浅草橋 1-22-16 ﾋｭｰﾘｯｸ浅

草橋ﾋﾞﾙ 2F) 

(一社) 太陽光発電協会 

TEL：03-3219-3585 事務局 

(株)ICS ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ内 

http://www.jpea.gr.jp/document/seminar/info_31st.html 

9.16火〜 

22月NEW 

緑のカーテン写真コンテスト＆ゴー

ヤレシピコンテスト応募作品展示 

市民から応募の両ｺﾝﾃｽﾄの作品を展示｡ 

入賞作選考の投票も受け付け 

流山市役所第１庁舎 1F ﾛﾋﾞｰ 
(同市 平和台 1-1-1) 

同市環境政策・放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

9.18木まで 

NEW 

第 10回 NPO まつり 2014/10/18・19開催 

〜 みんなで守ろう！わたしたちのまち 

市民も､企業も､地域も､そして様々なNPO､NGO､市民

団体が｢出会い｣｢語り合い｣｢分かり合う｣ために 

詳細は以下 URL参照 
http://matsuri.npgo.net 

NPO まつり実行委員会 

TEL:048-729-6151 

9.19金まで ｽﾎﾟｰﾂGOMI拾い〜あみﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ大会 
開催日：2014/10/4(土)9:30〜12:15 

5人以内 2人以上のﾁｰﾑ 20組で､ｽﾎﾟｰﾂとして､定め

られた競技ｴﾘｱ内で収集したｺﾞﾐの質と量を競う 
あみ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ (茨城県

稲敷郡阿見町よしわら 4-1-1) 

左同 

TEL:029-829-5770 

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･よくかんで味わえる･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
学校単位で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火まで H26年度 国指定 鳥獣保護区･特別保

護地区指定計画案意見(ﾊﾟﾌﾞｺﾒ) 

下北西部､大鳥朝日ほか涸沼(茨城県)あり。以下 URL参照 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18578 

左記 URL参照 環境省自然環境局野生生物課 
TEL:03-5521-8282 

9.23火 

まで 

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

＊環境を反映する指標として重要な存在でもある｡ 

(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 

まで 

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

再現体験型展示など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 

     

http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.jpea.gr.jp/document/seminar/info_31st.html
http://matsuri.npgo.net/
http://www.chiba-dha.net/
http://www.eco-1-gp.jp/index2.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18578
http://museum.c.u-tokyo.ac.jp/
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9.24水まで 

NEW 

第 11回 日本ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ大賞〜 恊働か

ら始まる NPO×企業 新しい価値創造 
対象：国内 NPO(法人格不問)と企業の恊働事業 
応募時､事業中又は終了 1年以内｡詳細右記 URL 

http://www.psc.or.jp/award/index

.html 
(NPO)ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

TEL:052-762-0401 

9.24水〜 

10.31金 ※

NEW 

Timberize Tokyo 2020 〜 都市木造が､

2020年の東京を未来へつなげる｡ 
(※:土日祝は休館日･最終日は午前中まで) 

2020年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸは､これからの東京のあるべき姿を

描き出し新しい価値観を示す機会｡模型や情報紹

介､実物大木造ｽﾀﾝﾄﾞ､100の木造建築模型で実感 

新木場ﾀﾜｰ 18F (江東区新木場
1-7-22 JR京葉線新木場駅徒歩 7分) 
詳細：http://www.timberize.com 

(NPO)team Timberize 

TEL:03-5369-4090 

9.26金 

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 2次公募 

〜 災害時等に電力供給停止の場合、＊ 

＊自立的に電力供給できる低炭素型ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ・

制御技術等を確立､再生ｴﾈの更なる導入促進及び温

室効果ｶﾞｽの排出量削減を目的とした補助事業。 

詳細は以下 URL参照 
http://www.env.go.jp/press/press

.php?serial=18564 

環境省 地球温暖化対策課 

TEL:03-5521-8339 

9.27土〜 

10.05日※ 
9~  NEW 

環境活動登録団体活動紹介展 

〜 環境活動フェス 2014 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ:9/27(土)･10/04(土)､05(日) 

展示団体抜粋:｢中小既築建築物省ｴﾈ化ﾌｫｰﾗﾑ｣｢地中

熱利用促進協会｣｢東京ｴﾈﾙｷﾞｰ情報 NW｣｢ﾅﾏｹﾓﾉ倶楽

部｣／詳細：http://eic-chuo.jp/event/1832 

中央区立環境情報ｾﾝﾀｰ 
(同区京橋 3-1-1東京ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝ) 

同ﾌｪｽ実行委員会 

TEL:03-6225-2433 
業務受託:(株)小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 

9.28日まで 

9~17  
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･水俣で突如発症の公害病

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日まで 

9~17 

 

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火まで 

NEW 

第 2次流山市環境基本計画素案ﾊﾟﾌﾞﾘ

ｯｸｺﾒﾝﾄ/対象:同市内在住･在勤･事業他 

前計画期間終了し､現在の社会経済情勢や環

境現状等に対応するため｡詳細は右記 URL参照 

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

/information/77/9030/022580.html 
流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

9.30火まで 

NEW 

未来のｴﾝｼﾞﾆｱのための子ども科学実験教室 

〜 風力発電と光通信の仕組みを学ぼう 

10/18(土)講師:日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ(株)・風力発電 

11/16(日)講師:木更津高専・君にも作れる光通信 

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:043-207-5711 

9.30火まで 

 

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火まで 

 

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火まで 

 

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火まで 

 

｢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できるこ

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火まで 

 

｢こどもホタレンジャー｣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･方角など付記 ※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.psc.or.jp/award/index.html
http://www.psc.or.jp/award/index.html
http://www.timberize.com/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18564
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18564
http://eic-chuo.jp/event/1832
http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/77/9030/022580.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/77/9030/022580.html
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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9.30火〜 

10.13月NEW 

展示会 

〜 北総の自然のアルバム 

出展:印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ  
★ 10/12(日)･13(祝)どんぐりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

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 

10.06月 

消印有効 

第 2回 日本全国こど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､ｻﾐｯﾄで発表 
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 

10.08水 

必着 NEW 

ESD 全国こどもﾌｫﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
http://www.esd-kids-photo.jp 

活動募集ﾃｰﾏ:未来に残したい､私たちの地域の

大切なものさがし｡写真付活動報告ｼｰﾄ提出 

詳細は左記 URL参照 同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事務局 

TEL:03-6432-4547 

10.10金 

締切 NEW 

平成 26年度 募集！ホタルの子どもを

育ててくれる方。参加費 1,000円 

10/25(土)13時〜飼育説明会を流山市民活動ｾﾝ

ﾀｰで｡幼虫･飼育機材お渡し｡来年 5月放流 

http://www13.plala.or.jp/hotarun

o/newpage5.htm ←内容詳細 URL 
NPO ﾎﾀﾙ野 

TEL:04-7155-2337 

10.10金 

締切 NEW 

第 4回 毎日地球未来賞 候補募集 

〜 食料・水・環境の 3分野 

国内外の問題解決に取組む市民･草の根ﾚﾍﾞﾙ個人･

団体｡東日本大震災関連活動も対象｡詳細右記 URL 

http://www.mainichi.co.jp/event/

aw/chikyumirai/04-1.html 
毎日新聞社(大阪) 

TEL:06-6346-8407 

10.10金 

17迄 

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､ｵﾌｨｽ等部門で約 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 

｢みどり香るまちづくり｣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 

(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

年比で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月期間ひと月でも前年同月比 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%以上で応募可｡本年度応募様式で 

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 

まで 

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､柳生真吾の図鑑まで､多角的に紹介 

昭和から現在の図鑑を中心に閲覧できる図鑑も 

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 

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。詳細右記まで 

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どﾃｰﾏは自由 
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 

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 

応募方法など詳細は下記 URL参

照 http://www.hfbs.or.jp 

(公財)平成基礎科学財団  

TEL:03-5208-1878 

10.26日 

まで 

SAIBAIMAN 

〜 土から始まるモノづくり 〜 

高須賀活良(東京造形大)作品展 

ﾓﾉづくりの始まりは｢土｣から｡古来､私たちの傍らには動植物の

生命からの｢毛や繊維｣自然の｢色｣で作られた物がたくさん｡自

然からわけてもらった色を感じる空間と繊維で作った服を展示 

ふなばしｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ公園(船橋市金堀町) 
http://www.park-funabashi.or.jp/and

/atorie/tenji/201409/index.htm 

同園 子ども美術館 

TEL:047-457-6661 

10.31金 

まで 

｢ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰｸﾘｽﾏｽ｣参加募集 

〜 地球に優しいｸﾘｽﾏｽに 

ｲﾍﾞﾝﾄなどで使う電気や熱の一部に､太陽光､

風力など自然由来のｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰｸﾘｽﾏｽを利用 

http://www.nef.or.jp/h26gex/bosh

u.html ← 詳細 URL 
ｸﾞﾘｰﾝ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ事務局 

TEL:03-6810-0361 10/29迄 

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 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/gaisyoku/140714.html
http://www.esd-kids-photo.jp/
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage5.htm
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage5.htm
http://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/04-1.html
http://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/04-1.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.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201409/index.htm
http://www.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201409/index.htm
http://www.nef.or.jp/h26gex/boshu.html
http://www.nef.or.jp/h26gex/boshu.html
http://www.ecosite.jp/support/eco_company
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11.24月祝 

まで 

NEW 

秋の特別展 アマゾン 
〜 森に生きる人々の暮し 〜 

☆ﾌﾞﾗｼﾞﾙ連邦共和国ｱﾏｿﾞﾝ先住民の暮＊ 

*しと豊かな文化を紹介｡狩り･漁に使う生活道具､

人形･装身具､儀礼を彩る羽根飾り･仮面―熱帯の森

に暮す人々の造形と生活様式を､私達と比べる 

古代ｵﾘｴﾝﾄ博物館 

(豊島区東池袋 3-1-4 ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ

文化会館 7階) 

同館/ http://aom-tokyo.com/index.html 

TEL:03-3989-3491 

11.24月祝 

まで 

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 

まで 

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 

11.30日NEW 

消印有効 

奥日光清流清湖フォトコンテスト 
テーマ：湯ノ湖・湯川・中禅寺湖と＊ 

＊動植物を表現したもの。一般&ｼﾞｭﾆｱの部。 提出先などは下記 URL参照 奥日光清流清湖保全協議会 

TEL:0288-21-5152 事務局 http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/kouhou/documents/h26photocon-bosyuannai.pdf 

12.05金 

まで 

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｣で作った献立を実
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 

まで 

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

勉強会等での説明を行う｡ 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 

'15.3.10火 

まで 

 

(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)など省ｴﾈ設備普及啓

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:流山市民で

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で 

〜 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 

〜生活で受ける放射線量の目安に 

個人が携行する日常生活環境で､どの程度の 

放射線量を受けているか調べる測定器です 

流山市 放射能対策課 

[電話で予約要] 

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 〜

家庭で手軽にできる 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･太陽光発電など旬の情報を出前 

各団体で指定した会場 
(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 

     

http://aom-tokyo.com/index.html
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.tochigi.lg.jp/d03/kouhou/documents/h26photocon-bosyuannai.pdf
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
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/
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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｣など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です｡  

注 1:参加対象が市内在住など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:応募など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ヶ月先まで掲載します｡ 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:で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 円程度まで｢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:締切日が過ぎ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ぎ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 〜〜〜 
 

【参考書・資料等】[ NEW:新掲載 ] 

発行 書名・資料名・編著者等 内 容 発行所/本体価格/連絡先 備 考 

2013.5 
NEW 

バイオマス白書 2014 ｳｪﾌﾞｻｲﾄ版 
http://www.npobin.net/hakusho/2014 

目次から:木質ﾊﾞｲｵﾏｽは｢魔法の杖｣ではない/再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

電力買取制度(FIT)と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用/2013年の動向 

(NPO)ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ 
http://www.npobin.net 

9/19(金)省ｴﾈ市民会議で

ﾊﾞｲｵﾏｽ学習会(一覧表参照) 

2014. 

6.10 

｢100%再生可能へ!ﾄﾞｲﾂの市民ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ企業｣ 

著:村上敦､池田憲昭､滝川薫     

先行するﾄﾞｲﾂの最新事例を詳しく解説したうえで､日本でどう実現す

ればよいのかの回答となる本です｡ﾃｰﾏは､｢実践｣です｡｢ああ良いこと

を､ﾄﾞｲﾂではやっているんだな｣ではなく､どうすれば､日本でも実現

できるかの観点から書かれています。※ 

学芸出版社/2,200円/ 
http://www.gakugei-pub.jp/ 
 

※ 

｢再生ｴﾈ総研｣おすすめ 

2013. 

10.18 
｢ｴﾈﾙｷﾞｰを選びなおす｣ 

著:小澤祥司 

ｴﾈﾙｷﾞｰの歴史にも触れながら､現状と将来のｴﾈﾙｷﾞｰの在り方を非常に

わかりやすくまとめています｡私にとってもうまく頭の中が整理でき

る助けになりました｡また､発電だけでなく再生ｴﾈの熱利用の必要性

にもしっかり触れています｡※ 

岩波新書/760円/ 
https://www.iwanami.co.jp/index.html 

※ 

｢再生ｴﾈ総研｣おすすめ 

2012. 
3.10  

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・・ 

 

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排出量など数値で 

わかり節電が実感できる｡(流山市内対象) 

流山市環境政策･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.npobin.net/hakusho/2014
http://www.npobin.net/
http://www.gakugei-pub.jp/
https://www.iwanami.co.jp/index.html
http://www.gakugei-pub.jp/
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

