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① 手賀沼・親子自然観察会
主催　手賀沼水生生物研究会

日時　9月 13 日（土）午前 9時 30 分～正午

場所　手賀沼の柏側・ヒドリ橋（大津川最下流）

　　　隣接駐車場

講師から手賀沼の生きものの話を聞き、沼近くの用

水路で水生生物を網ですくい観察します。汚れてよ

い服装、帽子、飲みもの持参で。網類は用意します。

先着 50 人。

申込み・問合せ　TEL  090-7243-6720（半沢）

　　　　　　　　FAX  04-7139-3216（森）

柏の
自然と生きもの
フェスタ
2014

「柏の自然と生きものフェスタ」は
柏で活動する環境保全団体が協力して

より多くの市民のみなさんに
柏の自然の豊かさや大切さを

知ってもらうことを目的に開催するものです
市内各地で様々なイベントを開催しますので

ぜひ柏の自然を楽しんでください

② 大青田の自然ウオーキング
主催　かしわ環境ステーション

日時　9月24日（水）午前9時30分～午後3時30分

場所　集合：柏駅西口りそな銀行、または市役所国

　　　道16号側玄関前（目的地との間をバスで送迎）

大青田の森、湿地・谷津、利根運河など柏北部の豊

かな自然を観賞し、運河を渡って野田市こうのとり

の里を見学します。先着 38 人。

申込み・問合せ　

　　　事務局・平日 13:00-17:00

　　　TEL  04-7170-7090　FAX  04-7172-2100

　　　MAIL  info@kankyostation . org

③ 下田の杜で柴田さんの
里山講座

主催　下田の杜里山協議会

日時　10 月 12 日（日）午前 9時 30 分～正午

場所　下田の杜（南柏駅からバス 15 分・龍光寺前

　　　下車）駐車場はありません

カラス博士として有名な科学ジャーナリスト・柴田

佳秀さんが下田の杜の自然を案内してくれます。先

着１０人。

申込み・問合せ　FAX  04-7174-4624（貝山）

④ 「柏の谷津」写真展
主催　かしわ環境ステーション

日時・場所　10 月 14 日（火）～ 10 月 22 日（水）

　　　　　　　沼南公民館１階ロビー

　　　　　　10 月 24 日（金）～ 11 月 7日（金）

　　　　　　　柏市役所本庁舎１階ロビー

柏の貴重な生きものたちを中心に保全活動を続ける

柏自然ウォッチャーズのメンバーが撮った柏の谷津

の現況。

申込み・問合せ　

　　　事務局・平日 13:00-17:00

　　　TEL  04-7170-7090　FAX  04-7172-2100

　　　MAIL  info@kankyostation . org

⑤ 秋の生きもの観察会
主催　名戸ヶ谷ビオトープを育てる会

日時　10 月 18 日（土）午前 9時 30 分～正午

　　　雨天の場合は中止

場所　名戸ヶ谷ビオトープ（名戸ヶ谷病院前）

生きもの観察を通して、まち中の自然のすばらしさ

を学びます。子ども対象、長袖・長ズボンで

問合せ　FAX  04-7144-9855（藤平）

⑥ のこしたいね、この林。
林 deオカリナコンサート

主催　牧場跡地の緑と環境を考える会

日時　10 月 25 日（土）午後 1時 30 分～ 3時 30 分

場所　中原ふれあい防災公園（光ヶ丘中学校前）

　　　隣接林

住宅地に残された緑の保全を願っての隣接林写真展

示（午前 11 時～午後 3 時 30 分）とコンサート。駐

車場はありません。賛助券 1000 円・当日 1200 円・

中学生以下不要

問合せ　TEL  090-8725-2997（永田）

⑦ 第４回秋のこんぶくろ池祭り
主催　こんぶくろ池自然の森

日時　10 月 26 日（日）午前 10 時～午後 3時

場所　こんぶくろ池公園管理棟前

　　　（国立がんセンター隣り）

森の観察会、竹とんぼ・竹笛など工作教室、輪投げ

などお祭り、焼き芋大会、豚汁など昼食。先着150人。

参加費 200 円

申込み・問合せ　TEL & FAX  04-7132-8800

⑧ 歴史と自然の沼南路
マチと農をつなぐ小径を歩く

主催　かしわ環境ステーション

日時　11 月 14 日（金）午前 10 時～午後 3時

場所　道の駅しょうなん出発・解散

　　　コース：岩井 － 鷲野谷方面

歴史と土のにおい、秋を告げる葉擦れの音を感じな

がら柏で最も古い道、でも今は、早朝に山積みの新

鮮野菜が通る道を歩く。マチと農をつなぐ小さくと

も太い道は美しく楽しい。

ガイド：高野博夫さん（柏市文化課）ほか。先着25人。

申込み・問合せ　

　　　事務局・平日 13:00-17:00

　　　TEL  04-7170-7090　FAX  04-7172-2100

　　　MAIL  info@kankyostation . org

こみち
⑨ 大津川で清掃体験しませんか
主催　大津川をきれいにする会

日時　11月 16日（日）午前9時 30分～ 11時 30分

　　　（雨天の場合は 23 日）

場所　宮根橋（芝浦工大付中・高の東方向）

　　　駐車スペースあり

大津川を囲む自然景観を眺めながら川の環境保護の

ため、土手、河原の清掃。動きやすい服装、帽子で。

軍手、ゴミばさみ、ゴミ袋、飲み物は会で用意。

問合せ　TEL  04-7193-1916（輿石）

⑩ 講演「柏の谷津は面白い !!」
主催　かしわ環境ステーション

日時　11月22日（土）午後1時30分～午後4時30分

　　　（開場  午後 1時）

場所　柏市中央公民館（柏市役所となり）５階講堂

講師：高野博夫さん（柏市文化課）

　　　　「谷津田の歴史と文化」

　　　田中利勝さん（利根運河の生態系を守る会代表）

　　　　「柏の自然は面白い !!」

申込み・問合せ　

　　　事務局・平日 13:00-17:00

　　　TEL  04-7170-7090　FAX  04-7172-2100

　　　MAIL  info@kankyostation . org

⑪ 柏の谷津めぐりバスツアー
主催　かしわ環境ステーション

日時　11 月 24 日（月 祝）午前 9時～午後 4時

場所　集合・解散　柏駅西口りそな銀行前、または

　　　柏市役所国道 16 号側玄関前

旧沼南地区とマチなかの谷津をめぐり都市化で変

わった谷津、わずかでも自然が残る谷津との間に柏

の歴史の流れを見る。

ガイド：中村勝さん（中村順二美術館長）ほか。

先着 40 人。

申込み・問合せ　

　　　事務局・平日 13:00-17:00

　　　TEL  04-7170-7090　FAX  04-7172-2100

　　　MAIL  info@kankyostation . org
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柳戸北の谷津

利根運河

泉の谷津

各イベントについて

　特に記載がないものは参加費は無料です。

　イベントの詳細については、各イベントの主

催団体の問合せ先にお問合せください。

　その他、柏の自然と生きものフェスタ 2014

全体に関するお問合せは、下記かしわ環境ステー

ション事務局までご連絡ください。

　

　　　事務局・平日 13:00-17:00

　　　TEL  04-7170-7090　FAX  04-7172-2100

　　　MAIL  info@kankyostation . org



NPO法人 こんぶくろ池自然の森

１．公園概要と会の設立　２．目的
　柏市北部に広がる約 18.5ha の貴重な動植物が生息する森林と、その森林を育て

てきた湧水を保全することを目的として整備中の公園。会の名称の「こんぶくろ池」

や弁天池は湧水池だが、斜面林の下から地下水がしみ出す一般的なタイプと違い、

台地近くの常総粘土層の上面の地下水が地表にしみ出したもので、珍しい。この

ため、古く寒冷期に柏に生えていた種が今も湧水池周辺で生き延びているなど稀

少植物が多い。

　 これらの植物保全と観察を主な目的として市民が 1995 年「こんぶくろ池を考

える会」を結成、その後の常磐新線建設計画もあり、2003 年に市が学識経験者、

自然保護団体などによる会議を設置し、公園化計画を策定、2005 年に正式決定し

整備事業が始まった。

３．活動内容  ・「市民で育てる 100 年の森」をコンセプトに散策路づく 

   り笹刈りなどの里山活動

   ・近隣大学との共同も含む調査・研究活動

   ・工作教室、公園内での自然観察など自然体験活動

４．活動日  里山＝第２土曜・第４土曜、里山・調査合同＝第３日曜、

   探鳥＝第３火曜

５．入会金・会費 入会金　なし　　年会費　２０００円

６．入会手続き  代表電話０４－７１３２－８８００

   mail　 info@konbukuroike.com

   管理棟　土日祝１０時～１６時

７．会報・HP  会報　「こんぶくろ池通信」（毎月発行）

   HP　http://www.konbukuroike.com

８．代表者  石渡信之

９．交通  柏駅西口から国立がん研究センター行きバスで終点下車・

   徒歩５分

NPO法人 牧場跡地の緑と環境を考える会

１．会の設立
　中原の斉藤牧場が閉鎖になった跡地を公園として残したいと考え、約 20 人が集

まり 1992 年に「斉藤牧場の緑と環境を考える会」を発足。その願いがかない

2005 年にいまの「中原ふれあい防災公園」が出来た。しかし隣接する林はまだ私

有地のままなので、公園と一体とした緑として残して行きたいと活動。2001 年に

は「NPO 法人牧場跡地の緑と環境を考える会」となり、現在の会員数は 172 名を

数える。

２．目的
　中原ふれあい防災公園に隣接する 6700 ㎡の林を緑のままで残して行くこと

３．活動内容  林の整備作業、年１回の林の中のコンサート、フリーマー 

   ケット、朝市

４．活動日  毎月第３土曜日午前 10 時から定例作業会・夜６時半から 

   定例会　　毎週水曜日午前７時から朝市

５．入会金・会費 入会金　なし　会費　年間 1000 円

６．入会手続き  事務局に電話で（04-7147-3335 山口）

７．会報・HP  毎月１回「牧場跡地の緑と環境を考える会　会員ニュー 

   ス」発行　

   年１回広報紙「GREEN　GRASS」発行  

   HP　http://www2.plala.or.jp/greengrass/

８．代表者  永田明徳

下田の杜里山協議会

１．会の設立
　下田の杜の自然・景観を守り育てる組織として活動を続けてきた下田の森自然

公園友の会と近隣３町会を中心に「さかいね下田の森里山協議会」として 2000 年

に発足、2012 年に現在の名称に変更

２．目的  ①美しい景観と多様な動植物とのふれあい　

   ②地域の歴史や里山文化とのふれあい　

   ③自然を守り・伝える人々とのふれあい

３．活動内容  ①市街地に残存する自然資源や文化遺産を新時代の「里 

   山」として保全し、まちづくりに活かす　

   ②「多様な動植物とのふれあい」「地域の歴史や里山文化 

   を伝える人々とのふれあい」をテーマに、地域や学校と 

   連携して観察会・農業体験・講習会等の教育プログラム 

   を展開

４．活動日  ①定例活動：毎月第２日曜日　　

   ②学習拠点の公開管理：毎日曜日

５．入会金・会費 会費等は協議会を構成するそれぞれの団体により有無、 

   額が異なる。協議会としての徴収はない

６．入会手続き  団体単位で随時受付

７．会報・HP  会報「下田の杜だより」を毎月発行　

   HP　http：//shitadanomori.wiki.fc2.com/

８．代表者  貝山秀明

９．交通  南柏駅東口から南部クリーンセンター行き、酒井根行き

   （今谷経由・豊住経由）乗車、龍光寺前下車徒歩５分

手賀沼水生生物研究会

１．会の設立　　２．目的
　手賀沼に船で出て、水生生物 ( 魚、エビ、水生昆虫、プランクトンなど ) を採取・

調査したり、手賀沼源流部の川で生き物調査を行ったり、親子参加の魚とりの会

を開いたりしています。また、我孫子市のNEC 我孫子事業場敷地内の湧水池には、

全国でも十数ヵ所しか生息が確認されていないイトトンボの仲間である「オオモ

ノサシトンボ」が生息しており、それら在来水生生物の保全活動、及び外来生物

の駆除活動を同社と協働で行っています。水辺の生きものを守るには、地域の皆

さんに水辺に興味をもっていただき、楽しみながら調査や保全活動を行っていた

だくことが大事です。胸まである長靴を履いて魚とりをしたり、船で手賀沼を行

くのは、愉快で気持ちのいいものです。ぜひご参加ください。小さいお子さんの

いるご家族も、定年後の楽しみを探している方も、年齢性別を問いません。随時

会員募集中です。設立　2007 年

３．活動内容  手賀沼および周辺地域における水辺の生き物調査、保全 

   活動、普及啓発活動

４．活動日  5 月　エンジョイ手賀沼で魚のタッチングプール実施、

   6 月、9月　手賀沼定例調査

   10 月　親子自然観察会「用水路で魚とり !」( 今年は 9月、 

   　　　11 月に 2回実施 )

   1 月　手賀沼定例調査

   ほか、NEC 我孫子事業場にて毎月環境保全活動を実施（会 

   員以外の見学は不可）。また、地域イベントに参加したり、 

   勉強会を開催するなどの活動も随時行っています。

５．入会金・会費　　　個人 2000 円、家族は何人でも 1家族 3000 円
６．入会手続き  hhanzawa2013@gmail.com　

   TEL 090-7243-6720（事務局・半沢）

７．会報・HP  HP　http://suiken.teganuma.org/

８．代表者  鈴木盛智　　

大津川をきれいにする会

１．会の設立  平成 16（2004）年 4月に発足

   会員　46 名（男性 35 名、女性 11 名。中高生 5名を含む）

    （平成 26 年 8月現在）

２．目的  「大津川をよみがえらせ、再びホタルの里に」を目指し、 

   大津川を清掃するボランティア団体

３．活動内容  ①大津川の清掃  鎌ヶ谷市の白幡橋から手賀沼河口まで、 

   約 7.9ｋｍの大津川を毎月区切って、川中・川原・土手の 

   ゴミの拾集。他に手賀沼統一クリーンデイに参加

   ②ゴミ投棄防止ポスター  近隣小学校児童が描いたポス 

   ターを大津川の橋に設置し、ゴミのポイ捨て防止活動

   ③カシニワ「かにうちの森」　 高柳地区の農家より森を借 

   りて、林・庭園の保全活動、市民の憩いの場として一般公開

   ④研修親睦　　大津川・湧水の水質・環境の調査、ウォー 

   キング、暑気払い・芋煮会・新年会、高柳盆踊り大会で 

   模擬店など

４．活動日  大津川清掃は原則、年 9 回（7・8・1 月を除く）第 3 日 

   曜日 9:30 ～ 11:30

５．入会金・会費 1 家族 1,500 円。入会金はなし

６．入会手続き  下記の代表者に連絡　

７．会報・HP  毎月、会報「せせらぎ」発行

   HP　http://myzbe2010.web.fc2.com

８．代表者  長原邦子　 TEL/FAX 04-7192-0143  

名戸ヶ谷ビオトープを育てる会

１．会の設立
　平成 14 年 3 月環境省からの補助金を得てビオトープを整備し、平成 15 年 1 月

学識経験者、地元町会、地域の学校、一般市民の意見によりビオトープを管理、

運営する「名戸ヶ谷ビオトープを育てる会」が発足

２．目的 （１）湿地の自然として多様な動植物が生息できる場を育成する

  （２）生息、育成する動植物は、本来この地域にあるものとする

  （３）他の地域の生きもの、外来種、栽培種は導入しない

３．活動内容 （１）生態系調査　ビオトープ内のすべての生きものを調査する
  （２）生きもの観察会、植物観察会、ホタル再生のための活動を行う

  （３）冬季湛水、無農薬・無化学肥料栽培法による稲作を行う

  （４）名戸ヶ谷小学校の総合学習への援助を行う

４．活動日  定例活動日　　毎月第 3土曜日　9：00 ～ 12：00

   定例役員会   毎月第 1土曜日 9：30 ～ 12：00

５．入会金・会費 年会費　個人会員、家族会員　各　1,000 円

６．入会手続き  会の趣旨に賛同し、会費を納入される方ならどなたでも 

   入会出来ます。氏名、住所、電話番号、メールアドレス

   （ある方のみ）をメール、ファックス、郵送等で下記へ申 

   込み下さい。

   申込先　Tel ＆FAX 04-7173-7311　影山賢三

   　　　　mail　ken.kage@jcom.home.ne.jp

７．会報・HP  会報「名戸ヶ谷ビオトープだより」の発行（年 4回）

   HP　http://nadogaya-biotope.org/

８．代表者  篠崎　将

９．交通  柏駅東口・東武バス１番乗り場から名戸ヶ谷行き終点

   （名戸ヶ谷病院前）下車

かしわ環境ステーション

参加団体紹介

「かしわ環境ステーション」は、市民・学識で構成される運営協議会によって運営

される環境学習研究施設で、2005 年 10 月に開設しました。

柏市内の環境保全に関する理解を深め、様々な主体が連携し、協働して環境保全

の活動を促進することを目的としています。

http://www.kankyostation.org/

地球温暖化対策部会
柏市内の温室効果ガス排出量の削減を目

指すために、広く温暖化対策に関する普

及啓発等を実施することを目的として活

動しています。

生物多様性部会
生物多様性の保全及び再生を目指して、

様々な環境活動団体と協力して、広く生

物多様性に関する普及啓発等を実施する

ことを目的として活動しています。

市民・市民団体・大学・企業等 柏市

参加 管理運営委託
参加

かしわ環境ステーション
運営協議会

柏市地球温暖化対策計画 柏市生きもの多様性プラン関連する柏市の施策

かしわ環境ステーション事務局

開館時間 13:00 ～ 17:00　土・日・祝祭日休館

〒277-0054 柏市南増尾 56-2 南部クリーンセンター 3F

TEL 04-7170-7090 / FAX 04-7172-2100

MAIL info@kankyostation.org 

年会費　　　一般会員　2,000 円

　　　　　　学生会員　1,000 円

　　　　　　賛助会員　１口 5,000 円 １口以上

中山台下の谷津と弘誓院


