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皆様へ（転送は自由です） 

 

11月半ば、養老渓谷の紅葉が気になります。 

今朝 6時過ぎの屋外気温 7.5℃、屋内リビング温度 17.5℃でした。 

その温度差はちょうど 10℃(deg)、この値をどう見るかです。 

 

 

[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、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

[2] ひとこと【冬支度】 

寒ければ暖かい服を着ますが、住まいの冬支度はどうでしょう。 

「省エネリフォーム」がそれに該当します。 

 

いっぺんに出来なければ、少しずつ住まいを省エネ化する手もあります。 

家の中の温度差を少なくすることは健康上重要なことがわかり、 

単に光熱費(量)を減らす省エネ効果だけではないことが広まりつつあります。 

 

自分で出来ない省エネはプロにお願いするやり方で進めていますが、 

窓の結露は大幅に少なくなり、冷気を感じることも少なくなりました。 

 

その取組み途中経過と実践例紹介「住まいの省エネ＆節約講座」が企画され、 

省エネを考える時に重要な「熱のお話し」の基調講演があります。 

 

以下の URLをご覧いただきご参加ください。 

http://www.renet-chiba.net 

 

省エネリフォームは効果大きい省エネで、永久節電です。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・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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環境と農のイベント案内 2014.11.13 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 

11.12 水〜 

14 金 10~ 

ｸﾞﾘｰﾝ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ EXPO 2014 
http://www.jma.or.jp/green/index.html 

ﾒｰｶ向け省ｴﾈ･環境対策提案｢ECO-MAnufacture｣

他｢水ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ｣｢ｸﾞﾘｰﾝ･ﾏﾃﾘｱﾙ｣の 3展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 
(江東区有明 3-11-1) 

化学工業会・日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 事務局 

11.12 水〜 

14 金 10~ 

Japan Home & Building Show 2014 
ここからはじまる 2020年～新しい暮ら

しと住まいのために～ 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰﾑｼｮｰ･ふるさと建材 家具見本市･ｽﾏｰﾄﾊｳｽ･ｴ

ｺﾊｳｽ展(別記あり)の住宅建材･部材･設備･ｻｰﾋﾞｽ専門展 

http://www.jma.or.jp/jhbs/index.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 
(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 事務局 

11.12 水〜 

14 金 10~ 

スマートハウス・エコハウス展 
http://www.jma.or.jp/jhbs/outline/smarthouse.html 

2020 年の省ｴﾈ基準適合義務化などを背景に 

住まいのｴﾈﾙｷﾞｰ消費を抑えるｽﾏｰﾄﾊｳｽが注目 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 
(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 事務局 

11.13 木 
13:30~15:30 

緑の講習会 

〜 公園樹木ツアー 樹木の冬支度 

八田洋章〜木々は日々姿を変え越冬の準備を｡

紅葉もその一つで､冬芽も充実してきました 

県立 柏の葉公園 
(柏市柏の葉 4-1) 

同公園 

TEL:04-7134-2015 

11.13 木 
13:30~16:30 

ﾎﾞﾙﾈｵの生物多様性保全に関わるｼﾝ

ﾎﾟｼﾞｳﾑ〜 緑の回廊の進展と重要性 

Tan Sri Bernard Giluk Dompok(ﾎﾞﾙﾈｵ保全ﾄﾗｽﾄ)〜ｻﾊﾞ州での

生物多様性保全活動進展における BCT 実績/他 3 件 

国連大学本部 5F ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ﾛｰｽﾞ会

議場 

(渋谷区神宮前 5-53-70) 

(NPO)ﾎﾞﾙﾈｵ保全ﾄﾗｽﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

TEL:03−3471−4966 

http://www.bctj.jp/symposium-on-biodiversity-conservation-in-borneo 

11.13 木〜 
12.04木全 4回 

里山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門講座〜自然と触れ合い

仲間と交流しながらの里山管理／柏市民対象 

11/13:安全管理･機械実務講習､/20:活動場所

見学､/27:森を知ろう､12/04:竹林整備他 (有料) 

あけぼの山農業公園 
(柏市布施 2005-2) 

柏市公園緑政課 

TEL:04-7167-1148 10/31迄 

11.14 金 

10~15 

柏の自然と生き物ﾌｪｽﾀ(2)〜 歴史と自

然の沼南路･ﾏﾁと農をつなぐ小径を歩く 

柏で最も古い道を歩き、食卓に届く野菜など

の生産現場を眺めます。 

集解：道の駅しょうなん 
(柏市箕輪新田 59−2) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ／ 要申込 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜17 

11.15 土 

8:30~15 

第 4回 御成街道ゴミ拾い駅伝 

〜同街道 401年目のｺﾞﾐ拾い駅伝参加掃者募集 

ｽﾀｰﾄ：船橋御殿跡(船橋東照宮)〜ｺﾞｰﾙ：御成公園 
http://another-project.com/onarikaido.html 

ｽﾀｰﾄ地：船橋御殿跡(船橋東照宮) 
(船橋市本町 4-29-12) 

同駅伝実行委員会 

TEL:090-1253-6202 10/31迄 

11.15 土 
13:30~15:30 

フィールド教室 富塚武邦(樹木医) 

〜 樹木医と歩く秋の公園 

青葉の森公園 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同公園管理事務所 

TEL:043-208-1500 予約制 

11.15 土〜
12.23 火祝 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(江戸川・・渡良瀬遊水地(ﾊﾞｽ利用)) 

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) 

11.16 日 

9~12:30 

景観まちあるき 

〜 地域で育てる下田の杜 
都市景観大賞･優秀賞の下田の杜を歩き､自然

や歴史､文化に触れ､柏の原風景を感じます｡ 

集：9時 南柏駅前 
(同駅東口からﾊﾞｽ利用) 

柏市都市計画課 

TEL:04-7167-1144 10/31迄 

11.16 日※ 

9:30~11:30 

柏の自然と生き物ﾌｪｽﾀ(3) 

〜 大津川で清掃体験しませんか 
大津川の土手・河原の清掃をします。 

※：雨天時は 11/23(日) 

集：宮根橋 
(芝浦工大柏中･高の東方向) 

大津川をきれいにする会 

TEL:04-7193-1916 

11.16 日 

9~ 

晩秋彩る 自然観察ウォーク 参加者募集 

ｺｰｽ抜粋:丸山公民館〜丸山の森緑* 

*地〜水神社〜万葉植物園〜市川大野駅〜市

川動植物園(昼食)〜ﾌｧｲﾀｰｽﾞ球場〜丸山公民館 

集：船橋市 丸山公民館 9 時受付 

(同市丸山 5-19-6) 

船橋市ｽﾎﾟｰﾂと健康を推進する会 

TEL:047-439-0118 11/10迄 

11.16 日 

10~14 

森のネイチャーゲーム 

〜晩秋の候､森のﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑを体験* 

*しましょう｡秋の音色が聞こえ､森には自然の

宝ものいっぱい!森の中を歩いてみましょう 

県立船橋県民の森 9:45 憩の広場

集合 (船橋市大神保 586-2) 

左同 管理事務所 

TEL:047-457-4094 

http://www.jma.or.jp/green/index.html
http://www.jma.or.jp/jhbs/index.html
http://www.jma.or.jp/jhbs/outline/smarthouse.html
http://www.bctj.jp/symposium-on-biodiversity-conservation-in-borneo
http://another-project.com/onarikaido.html
http://www.chibawbsj.com/


 3 

11.16 日 

10~14:30 

環境ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ千葉会議 / 地球を助けて 

講師:倉阪秀史(千葉大)〜'20 年代のｴﾈﾙ＊ 

＊ｷﾞｰ供給／船橋芝山高〜芝山湿地／内山明治(ｽﾄｯﾌﾟ地球

温暖化千葉)〜ｴﾈﾙｷﾞｰ浪費意識と温暖化／ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ／他 

船橋市 東部公民館 4 階講堂 

(同市前原西 2-21-21 JR 津田沼駅

徒歩 3分) 

同会議実行委員会 

TEL:090-7008-9710 

http://u-shimin.genki365.net/gnku01/mypage/mypage_sheet.php?id=40180 

11.16 日 
10:30~17:20 

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ'14@明治学院大 

・地域から始める未来ﾃﾞｻﾞｲﾝ 
〜すでにはじまっている持続可能な暮らし発表会 

(1)｢In Transition 2.0｣上映／ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ･ﾀｳﾝ説明 

(2)活動事例紹介〜T鈴鹿｢贈り合い経済｣､T浜松｢ﾌ

ｫﾚｽﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ、他／ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

明大 白金ｷｬﾝﾊﾟｽ ｱｰﾄﾎｰﾙ 

(港区白金台 1-2-37) 

NPO ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 
transitionjapan@gmail.com 

11.16 日 
13:30~15:30 

環境講座 2014 〜 世界と日本の水事

情から､持続的な水利用のあり方 

橋本淳司(ｱｸｱｽﾌｨｱ)〜｢日本の地下水が危ない｣

著者の講師から､水についてお聞きします 

ｻﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ船橋 
(船橋市本町 2-7-10) 

県・環境パートナーシップちば 

TEL:090-8116-4633 要申込 

11.16 日〜 

11.30 日 

千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

(谷津干潟・・青葉の森公園※) 

最新情報 URL：http://chibawildbird.web.fc2.com 

※ 11/30(日)〜創立 40周年記念探鳥会 

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

11.17 月 

10~16 

市民活動基礎講座 

〜 NPO 法人会計の基礎／講義・演習 
AM豊岡正弘(税理士)〜会計と税務の基礎 

PM小笠原明子(同)〜すぐ実践できる会計実務 

千葉市中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

(千葉市中央区千葉港 2-1) 

県 県民生活・文化課 

TEL:043-223-4133 要申込 

11.17 月 

13~17 

九都県市エコドライブ講習会／千葉会場 

〜環境に配慮した自動車の運転方法 

参加条件:九都県市に居住､普通運転免許取得

1年以上で失効・免停不可｡参加費 1,028円 

東洋ﾓｰﾀｰｽｸｰﾙ 
(八千代市村上 654-1) 

(一社)日本自動車連盟 

TEL:03-6833-9130 11/7迄 

11.17 月 

15~17:30 

国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ  

「自然エネルギーの大量導入が 

電力システムを変える」 

大野輝之(自然ｴﾈ財団)〜海外の自然ｴﾈﾙｷﾞｰ導入の最新状

況と日本／Kristian Petrick (IEA-RETD)〜[左記表題] 

http://jref.or.jp/activities/events_20141117.php 

WTC ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ Room A 
(港区浜松町 2-4-1 世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 3 階) 

(公財)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6895-1020 

左記 URL から申込 

11.18 火 
18:30~20:15 

市民のための環境公開講座 パート 3 

「持続可能な社会」は実現するか 
竹内洋岳(ﾌﾟﾛ登山家)〜｢自然と向き合う心｣を育

む経験〜 自然学校の体験から登山家へ 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ本社ﾋﾞﾙ 2F(新宿区

西新宿 1-26-1 新宿駅西口徒歩 7分) 

(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-3349-9598 事務局 

11.18 火 
18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 141回研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

波多江秀枝(FoE Japan)〜ﾌｨﾘﾋﾟﾝの日系ﾊﾞｲｵ燃料

事業における課題と企業責任 

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 国連大学 1F) 

同ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN) 

TEL:047-389-1552 要申込 

11.19 水 

8:30~16:30 

県 環境講座 2014施設見学/ﾊﾞｽﾂｱｰ 

〜 千葉県産の天然ガスとエコライフ 

関東天然瓦斯(株)〜県(茂原市)産のｴﾈﾙｷﾞｰを知る 
小関光二(環境ｶｳﾝｾﾗ)〜自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用の暮し(山武市) 

集：JR千葉駅東口 NTT ﾋﾞﾙ前 8:30 県・環境パートナシップちば 

TEL:090-8116-4633 11/05迄 

11.20 木 

9~ 

自然観察会 

〜 江戸川台探鳥会 

期待：ﾀｹﾞﾘ､ｹﾘ､ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ､ﾉｽﾘ 

持物：観察用具､弁当､飲物､帽子､敷物 

集：9時 東武線馬込沢駅改札口 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

11.20 木 

10~11:30 

フィールド教室 
雨天中止 

鈴木弘行(緑の相談員) 

〜 季節を感じる自然観察会 

青葉の森公園 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同公園管理事務所 

TEL:043-208-1500 予約制 

11.20 木 

13~17 

海洋観測の現状と展望／講演・討論 

〜地球環境科学への貢献〜 
深澤理郎(海洋研究開発機構)〜地球環境科学をささえ

る海洋観測ｰ現状と展望／他 5件と討論 
http://occco.nies.go.jp/141120ws/index.html 

千代田放送会館ﾎｰﾙ 

(千代田区紀尾井町 1-1) 

地球温暖化観測推進事務局/他 

TEL:029-850-2980 要申込 

11.21 金 

13~16 

岩手県環境ｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ〜再生ｴﾈﾋﾞ

ｼﾞﾈｽ､国政･事業者の生の声聞ける貴重な日 
http://www.iwate-saiene.jp/news/pages.php?n=28 

渡部伸仁(ｴﾈ庁)〜再生ｴﾈ巡る現状と課題／小林且典

(国際航業(株))〜民間発電事業を通じた地域貢献／都筑

建(太陽光発電所 NW)〜地域主導型事業通じた地域活性化／他 

ﾎﾃﾙ ﾆｭｰｶﾘｰﾅ 
(盛岡市菜園 2-3-7) 

岩手県･企画運営:国際航業(株) 

TEL:03-6316-4203 11/17迄 
info-g-energy@kk-grp.jp 

11.22 土 

9~, 10~ 

流山カントリーウォーク／小雨決行 

〜 暮しと自然のふれあい再発見 

(1)健脚ｺｰｽ(約 5.5km):9〜12:30(2)散歩ｺｰｽ(約 2.5km):10

〜12:30 [各 8:30から受付]／利根運河沿い巡り 
集：東武野田線 運河駅東口 

参加費：500 円(軽食付) 

流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 先着順 

     

http://u-shimin.genki365.net/gnku01/mypage/mypage_sheet.php?id=40180
mailto:transitionjapan@gmail.com
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://jref.or.jp/activities/events_20141117.php
http://www.npobin.net/apply/
http://occco.nies.go.jp/141120ws/index.html
http://www.iwate-saiene.jp/news/pages.php?n=28
mailto:info-g-energy@kk-grp.jp
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11.22 土 

10:15~12 

ぐるっと一周 平塚の里 (6〜8km) 

〜 文化財･寺社･旧家･里山自然 〜 

白井市平塚は､里山･田園と歴史､文化､民俗､風

習が大切にされ､そこを増木豊氏と歩きます 

集：平塚の里ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ 
(延命寺北 200m) 

手賀沼流域ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:047-404-3298 11/19迄 

11.22 土 
13:30~16:30 

柏の自然と生き物ﾌｪｽﾀ(4) 講演会 

〜 柏の谷津は面白い!! 
高橋博夫(柏市文化課)〜谷津田の歴史と文化 

田中利勝(利根運河の生態系を守る会)〜柏の谷津は面白い!! 

柏市中央公民館 
(柏市柏 5-8-12) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090(平日 13〜17) 

11.23 日祝 

9~12 

流山の自然ガイドウォーキング(鳥編) 

 

野鳥を観察しながら歩きます。 集：流山市 文化会館 
(同市加 1-16-2) 

同館 

TEL:04-7158-3462 要申込 

11.23 日祝 

9~12 

三番瀬探検隊 

「♪鳥くんと野鳥を探そう」 

野鳥研究家の♪鳥くんと一緒に三番瀬の鳥の

観察と勉強。申込み先着 30人 

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 

11.23 日祝 

10:30~15 

柏市民活動フリーマーケット 

 〜 ぽかぽか市 〜  (雨天中止) 
柏市内で様々な活動中の市民団体約30店の楽

しいﾌﾘﾏ 

柏駅東口駅前通り商店街 歩行

者天国 

柏市民活動ﾌﾘﾏ企画運営会議 

TEL:04-7163-1143 事務局 

11.23 日祝 

13~ 

原発に頼らない 〜 森と生きる暮らし

のヒントを探る講演会 

志村史夫(静岡理工科大)〜3.11以降の原子力､自然環境

(森)との向き合い方など http://www.moribito.info 
林野会館ﾎｰﾙ 
(文京区大塚 3-28-7) 

(NPO)森びとﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 

TEL:03-5692-4900 要申込 

11.23 日 

13:30~15 

秋の展示☆☆ どんぐりの世界 ☆☆ 

〜 講演会「どんぐりを巡る世界旅」 
徳永桂子(植物画家)〜対談形式で､世界各地の

面白いどんぐりを、旅先の風物とともに紹介 

県立 中央博物館 講堂 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館／当日先着 200名 

TEL:043-265-3111 

11.23 日 

13:30~16 

住まいの省エネ＆節約講座 

〜 すぐできる!｢住まい｣と｢財布｣を快適に 

今泉太爾(日本ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｽ協)〜省ｴﾈのために知っておきたい熱の話｡

住宅編/新美健一郎(PV-Net 千葉)〜省ｴﾈ基本と住まい省ｴﾈ実践 
ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 4F 会議室 
(船橋市本町 2-1-1 船橋ｽｸｴｱ 21 4F) 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰを広める NW ちば(Renet Chiba) 

TEL:047-420-2600 要申込 

11.24 月祝 

9~16 

柏の自然と生き物ﾌｪｽﾀ(5) 

〜 柏の谷津めぐりバスツアー 
旧沼南地区と街中の谷津を巡り、柏の歴史の

流れを見ます 

集：柏駅西口りそな銀行前 or 
柏市役所本庁舎国道 16号側玄関前 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ／ 要申込 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜17 

11.24 月祝 

まで 

柏の自然と生きものﾌｪｽﾀ 2014 

〜 柏市内の自然を楽しむ全 11 ｲﾍﾞﾝﾄ 

http://www.kankyostation.org/wp/2014/09/「柏の自然

と生きものフェスタ 2014」のご案内/  
各ｲﾍﾞﾝﾄ詳細は左記 URL参照／ｲ

ﾍﾞﾝﾄ全体の問合せは右記 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090(平日 13〜17) 

11.25 火 
13:30~17:30 

地球温暖化・国際シンポジウム 

〜変化する気候への適応と未来の姿 

<ﾋﾞﾃﾞｵ> ﾗｼﾞｪﾝﾄﾞﾗ･ﾊﾟﾁｬｳﾘ(IPCC議長)◆ｸﾘｽ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ

(IPCC)〜気候変動の影響､適応及び脆弱性◆高橋桂

子(海洋研究開発機構)適応して変われる都市環境／他      

国際連合大学 ｳ･ﾀﾝﾄ国際会議場 

(S 表参道駅 B2出口徒歩 5分) 

環境省・文科省 

TEL:029-850-2961 国立環境研究所 

申込：左記 URL に案内あり http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18844 

11.25 火 
18:30~20:15 

市民のための環境公開講座 パート 3 

「持続可能な社会」は実現するか 
阿部治(持続可能な開発のための教育の 10 年推進会議) 

〜 持続可能な社会を目指す人づくり 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ本社ﾋﾞﾙ 2F(新宿区

西新宿 1-26-1 新宿駅西口徒歩 7分) 

(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-3349-9598 事務局 

11.26 水 

10~17 

気候変動適応ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ〜 地域における

気候変動適応策の離陸に向けて 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18867 

(1)地域の気候変動適応策の支援に向けた国等の動

き[報告 7]／(2)地域における温暖化影響研究･適

応策の展開と課題[同 7]／(3)質疑応答･意見交換 

法政大学 市ヶ谷ｷｬﾝﾊﾟｽ ｽｶｲﾎｰﾙ 

ﾎﾞｱｿﾅｰﾄﾞ･ﾀﾜｰ 26F 

(千代田区富士見 2-17-1) 

環境省･法政大学 
tekiou@ml.hosei.ac.jp 

同省：TEL:03-5521-8247 

11.26 水 
10:30~12:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 142回研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

境公雄(福岡県大木町環境課)〜地域活性化成功事例と

しての大木町のﾊﾞｲｵｶﾞｽ利用(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 国連大学 1F) 

同ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN) 

TEL:047-389-1552 要申込 

11.26 水 

16~18 

森里海連環学／秋の公開講座 第 2回 

〜21世紀の参勤交代と里山資本主義 

[対談]藻谷浩介(地域ｴｺﾉﾐｽﾄ)･養老孟司(同大)〜 森や海

が損なわれた時代にあって､里山の真価とは何か 

大正大学 礼拝堂 
(豊島区西巣鴨 3-20-1) 

同大・同大人間環境学科 

TEL:03-5394-3075 要申込 

11.28 金 

9~12 

錦秋 利根運河めぐり 関口晋太郎(生き物調査ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ) 

〜同氏案内で､錦秋の利根運河を散策します 

集：9時 利根運河交流館 
(流山市西深井 836) 

同館 

TEL:04-7153-8555 要申込 

     

http://www.moribito.info/
http://www.kankyostation.org/wp/2014/09/%E3%80%8C%E6%9F%8F%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%A8%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF2014%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
http://www.kankyostation.org/wp/2014/09/%E3%80%8C%E6%9F%8F%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%A8%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF2014%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18844
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18867
mailto:tekiou@ml.hosei.ac.jp
http://www.npobin.net/apply/
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11.28 金迄

18:30~21  
｢熱の有効利用を進めるまちづくり促進

法案｣作成講座／毎週金曜：全 4 回 

倉阪秀史(千葉大)〜化石燃料･再生ｴﾈ有効利用促進

のため､建物超えた熱融通促進の仕組みを作りたい 

東京工大ｷｬﾝﾊﾟｽ ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

5F共用ｽﾍﾟｰｽ (JR田町駅すぐ) 

千葉大大学院人文社会科学研

究科  kurasaka@hh.iij4u.or.jp 

11.29 土 

10~12 

H26年度 浄化槽講習会／参加要件なし 

〜 上手に使おう！浄化槽 〜 

講演｢浄化槽の仕組み･働き｣(環境ｶｳﾝｾﾗｰ県協議会) 

関連資料展示､相談ｺｰﾅｰ､入場無料､申込不要 
野田市 木野崎農業構造改善ｾﾝﾀｰ 

(同市木野崎 891-1) 

県 環境生活部 水質保全課 

TEL:043-223-3813 申込不要 

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 

11.29 土 

13~17 

水俣病経験の普及啓発ｾﾐﾅｰ 

〜水俣病被害地域の賑やかさを求めて 

★若い世代の挑戦 

語り部講話｢体験談･伝えたいこと｣[水俣]川本愛一

郎・[新潟]小武節子／上田健二(環境省)〜水俣条約

の早期発効・実施に向けた取組／公開討論会 

TEPIA ﾎｰﾙ 
(港区北青山 2-8-44) 

環境省 

TEL:03-5468-8405 要申込 

(一社)環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議 

11.29 土 
13:30~15:30 

みなとまち木更津 400年展 記念講演会 

〜 12/27(土)まで同展開催中 〜 

落合功(青山学院大) 

〜 ｢木更津湊･木更津船･木更津河岸｣ 

ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ木更津ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ 
(木更津市太田 2-2-1 博物館徒歩 5 分) 

同市郷土博物館 金のすず 

TEL:0438-23-0011 要申込 

11.29 土 

13:30~16 

市民のための 住宅用太陽光発電 報告会 

〜 同発電設置をお考えの方、ご参加を 

松戸市内の同発電設置実績･省ｴﾈ設備補助金/ 

減 CO2 推進と同発電実績考察/我家の同発電 

松戸市民会館 301 会議室 
(同市松戸 1389-1) 

ｱｰｽｺﾝ･ﾏﾂﾄﾞ／同市環境政策課 

TEL:047-366-7089 要申込 

11.29 土 

14~16:30 

あなたもできる！ベランダ(太陽光)発電 

〜 ベランダ(太陽光)発電工作セミナー 
太陽光発電 基本の基/ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ発電ｷｯﾄ実作/地球温

暖化と再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ将来/むさしの市民ｴﾈﾙｷﾞｰ紹介 
武蔵野市 西久保ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 1F

大会議室 (同市西久保 1-23-7) 

(NPO)むさしの市民ｴﾈﾙｷﾞｰ&PV-Net 

FAX：0422-36-3767 要申込 

11.29 土& 

30日 10~16 

竹かご教室(応用編)〜 全 2回参加で

きる高校生以上で、竹ひご作れる方 

竹かごのいろいろな作り方を学びましょう｡ 

持物:竹用ﾅﾀ､竹引きﾉｺ､植木ﾊﾞｻﾐ､膝あて、他 

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 

11.30 日 

9~12:30 

流山の自然ガイドウォーキング(鳥編) 

 

野鳥を観察しながら歩きます。 集：東武野田線 運河駅 流山市 文化会館 
TEL:04-7158-3462 要申込 

11.30 日 

9:30~(12) 

2014年度 手賀沼流域フォーラム 

〜 手賀沼親子ふれあい探鳥会 

お子さんお孫さんを誘って参加しませんか。 

個人参加も大歓迎 

集:我孫子駅北口ふれあい広場前9時 

又は手賀の丘公園どんぐりの家前9:30 

手賀沼流域ﾌｫｰﾗﾑ我孫子実行委員会 

TEL:04-7163-7898 要申込 

11.30 日 

10~15 

千葉県野鳥の会 創立 40 周年記念探鳥会 

〜 青葉の森公園探鳥会 〜 

生態園から紅葉の森の観察、午後は博物館を見学 
http://chibawildbird.web.fc2.com/gyouzipage1.htm 

集：中央博物館生態園入口 10時 

(千葉市中央区青葉町955-2) 
同会 

TEL:047-434-9824 申込不要 

11.30 日 

10~15:30 

第 8回 しろい市民活動まつり 2014 市民活動の展示や発表のほか､体験ｺｰﾅｰや実

演､生産品即売等 

白井市保健福祉ｾﾝﾀｰ 
(北総線白井駅北口徒歩10分) 

同市市民活動推進ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-498-0705 

11.30 日 

10~16 

自然観察会 保坂健太郎 

〜 植物園で冬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 

11.30 日 

10~16:30 

2014景観まちづくりﾌｫｰﾗﾑ in うらやす 

〜 住環境の景観を考える 
10〜12時:まち歩き  13:30〜ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

まち歩き:美浜･入船･日の出の戸建･集合住宅地 

佐久間康富(大阪市立大)〜うらやす景観まちづくりﾌｫｰﾗﾑ活動 

水溜学(浦安市美浜 15自治会)〜住民発意の地区計画ﾌﾟﾛｾｽ/他 

浦安市民ﾌﾟﾗｻﾞWAVE101 大ﾎｰﾙ 
(JR京葉線 新浦安駅南口徒歩2分) 

うらやす景観まちづくりﾌｫｰﾗﾑ(UKMF) 

TEL:090-1764-9868 要申込 

TEL:043-303-1688 11/28迄 

11.30 日 
10:15~14:15 

いんば学舎・草深 収穫祭 2014 
〜 収穫新鮮野菜､卵の販売・野菜収＊ 

*穫体験､陶芸制作体験(参加費要)･出演団体による

演奏･やきいも配布､豚汁､ｶﾚｰﾗｲｽなど(数限定) 

同学舎 

(印西市草深怖録 484-3) 

左同 

TEL:0476-48-6411 

12.01 月 

14~17 

公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢地球規模の気候ﾘｽｸにどう対

処するか～人類の選択肢を考える｣ 

http://www.prime-pco.com/S-10/ 

江守正多(国立環境研)〜同ﾘｽｸどう捉える／高橋潔(同)

〜気候変動長期目標と IPCC-AR5報告書／宗像慎太

郎(三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&・)〜気候変動の市民の考え方調査／他    

東大 伊藤国際学術ｾﾝﾀｰ 伊藤謝恩

ﾎｰﾙ (文京区本郷 7-3-1) 

環境研究総合推進費戦略研究

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ S-10/左記 URLから申込 

TEL:03-6277-0117 

mailto:kurasaka@hh.iij4u.or.jp
http://ecchiba.sakura.ne.jp/
mailto:arimatomiho@arimagakuen.jp
http://chibawildbird.web.fc2.com/gyouzipage1.htm
http://www.prime-pco.com/S-10/
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12.03 水 

9~16 

県 環境講座 2014施設見学/ﾊﾞｽﾂｱｰ 

〜菓子工場と空港の排水処理の取組み 
老舗｢なごみの米屋｣菓子生産過程と排水処理､

成田空港の排水処理､各企業の取組み見学 

集：JR千葉駅東口 NTTﾋﾞﾙ前 
現地：成田市内 

県・環境パートナシップちば 

TEL:090-8116-4633 11/19迄 

12.04 木 

13:30~18 

ｽﾏｰﾄｼﾃｨｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ in浜松 

〜 ｽﾏｰﾄｼﾃｨへ浜松市の挑戦！〜 
その必要性や目指すべき方向性 

柏木孝夫(東京工大)〜いよいよ本格化したｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ

構想／金谷年展(ﾚｼﾞﾘｴﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ推進協)〜国土強靭化の視

点によるｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ〜浜松市の可能性／他 

えんてつﾎｰﾙ 

(浜松市中区旭町 12-1 遠鉄百貨店

新館 8F) 

浜松市役所新ｴﾈﾙｷﾞｰ推進事業

本部 

TEL:053-457-2503 要申込 
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/new_ene/symposium/documents/symposium.pdf 

12.04 木 

13~17 

(港区)ｴﾈﾙｷﾞｰ利用最先端技術が拓く 

新ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出ｾﾐﾅｰ 2014 
〜 経済産業省ｴﾈﾙｷﾞｰ政策・関東ｽﾏｺﾐ 

連携体の取組、｢色素増感太陽電池の* 

*環境発電｣｢蓄電池｣｢燃料電池｣｢ﾊﾞｲｵﾏｽ発電｣｢ﾊﾞｲ

ﾅﾘｰ発電｣｢熱発電ﾁｭｰﾌﾞ｣｢電力ｾﾝｻ｣等､期待のｴﾈﾙｷﾞ

ｰ利用最先端､NEDO公的支援事業紹介､企業間連携

促進しﾋﾞｼﾞﾈｽ創出を目指す。詳細：下記 URL参照 

港区立男女平等参画ｾﾝﾀｰ 

ﾘｰﾌﾞﾗ 5F ﾎｰﾙ(港区芝浦 3-1-47) 

港区産業･地域振興支援部 

TEL:03(3578)2551 12/2迄 

http://www.open-innovation-portal.com/topics/uploads/20141031091221.PDF 

12.05 金 

13~17 

生物多様性連携ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 〜 自然資本で

つなげる･つながる～生物多様性保全の

経済的連携に向けて 

西牧孝行(佐渡市)〜生産者による生物多様性保全の経

済的連携意義/佐々木正顕(積水ﾊｳｽ(株))〜(略)/他 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18848 

農水省本館 7F講堂 
(千代田区霞が関 1-2-1) 

同省／申込は左記 URL 参照 

TEL:03-6733-1023 12/4まで 
三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株) 

12.06 土 

9~11:30 

江戸川ビギナーズ探鳥会 

対象：どなたでも、事前申込不要 

野鳥に詳しいﾘｰﾀﾞｰが､野鳥の見つけ方や 

種類､識別の仕方など丁寧にお伝えします｡ 

集：JR松戸駅西口ﾃﾞｯｷ 

現地：江戸川河川敷(松戸市) 

日本野鳥の会 千葉県 

TEL:047-431-3511 

12.06 土 

10~12 

千葉公園ビギナーズ探鳥会 

対象：どなたでも、事前申込不要 

野鳥に詳しいﾘｰﾀﾞｰが､野鳥の見つけ方や 

種類､識別の仕方など丁寧にお伝えします｡ 

集:JR千葉駅東口 ﾓﾉﾚｰﾙ階段下 
現地:千葉公園(千葉市中央区弁天 4-1) 

日本野鳥の会 千葉県 

TEL:047-431-3511 

12.06 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(国立科博) 

〜 裸子植物の自然史：裸子植物のまとめ 

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 

12.06 土 

12:30~20 

大人の自然体験 ／ 有料 

〜高尾山ハイキングとムササビウォッチング 
前半､稲荷山尾根道ﾊｲｸ､山頂で夕焼け･富士

山･休憩｡後半､薬王院下り野生ﾑｻｻﾋﾞ夜観察 

集・解：京王線 高尾山口駅 ELFIN 体験共育くらぶ (HP あり) 

TEL:0470-55-8322 

12.11 木〜 

13 土 10~18 

第 16回 ｴｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 2014 

｢見つけよう!未来をかえるｴｺの知恵｣ 

環境配慮製品･ｻｰﾋﾞｽや環境の取組紹介の最大

級展示会 http://eco-pro.com/2014/outline/ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

(一社)産業環境管理協会､日経新聞社 

TEL:0120-261-122 

12.11 木〜 

13 土 10~18 

ｴｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 2014 内〜 太陽光発電所ﾈ

ｯﾄﾜｰｸ(PV-Net)/関東地域ﾌﾞﾛｯｸ出展 

太陽光発電入門冊子無料配布･各地市民共同

発電所取組み紹介･相談ｺｰﾅｰ･独立型ﾏｲﾊﾟﾈﾙ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ [N-76 ﾌﾞｰｽ] 
(江東区有明 3-11-1) 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ(PV-Net) 

TEL:03-5805-3577 

12.12 金 

9~ 

自然観察会 

〜 手賀の丘公園探鳥会  (雨天中止) 

期待：ｵｵﾀｶ､ﾉｽﾘ､ｱﾘｽｲ､ﾙﾘﾋﾞﾀｷ等 

持物：観察用具､弁当､飲物､帽子､敷物､雨具 

集：9時 東武線馬込沢駅改札口 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

12.13 土 

13:30~16 

地球温暖化防止月間 成人環境講座 

〜 激しくなる異常気象 

地球にやさしい行動宣言／山本忠(千葉大)〜左記表題＋

私たちは何ができるか／質疑応答･意見交換 

松戸市民会館 301 会議室 
(同市松戸 1389-1) 

ｱｰｽｺﾝ･ﾏﾂﾄﾞ／同市環境政策課 

TEL:047-366-7089 11/15から 

12.17 水 

13~16:30 

環境講座 2014 

〜 食と農業と 6次産業と環境 
篠原温(千葉大)･二瓶徹(食品産業ｾﾝﾀ)〜野菜の安全性

と食･農業･6次産業を各講師から聞く 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏の葉4-3-1) 

県・環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 12/3迄 

12.20 土 

10~17 

日本ｸﾞﾘｰﾝの力でうごかそう 

GREEN POWER ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

〜 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ大学 2014＠東京大学 

各地の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ事業者､学識経験者､ﾒﾃﾞｨｱ

関係者が一堂に会したﾌｫｰﾗﾑ 

http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141024003/20141024003.pdf 

東大駒場ｷｬﾝﾊﾟｽ 
(目黒区駒場 3-8-1) 

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁/下記 URL から申込 

TEL:03-3501-4031 
http://www.greenpower.tokyo/ 

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/new_ene/symposium/documents/symposium.pdf
http://www.open-innovation-portal.com/topics/uploads/20141031091221.PDF
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18848
http://eco-pro.com/2014/outline/
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141024003/20141024003.pdf
http://www.greenpower.tokyo/
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【農 林 水 産・畜産・食・緑・ｴﾈﾙｷﾞｰ・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 

11.12 水〜 

14 金 

アグロ・イノベーション 2014 
http://www.jma.or.jp/ai/ 

青果物の生産から加工･流通･販売用の技術､ｻｰ

ﾋﾞｽ･人が一堂の専門展／ｾﾐﾅｰ内容:下表 URL参照 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 事務局 

11.12 水〜 

14 金 

10~17 

ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ創出ﾌｪｱ〜攻めの農林水産業 
http://agribiz-fair.jp 

全国の産学各機関の農林水産･食品＊ 

＊分野などの最新技術や研究成果を展示やﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ

ｰｼｮﾝなどで分かりやすく紹介､研究機関間や研究機

関と事業者との連携を促す 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

農水省 

TEL:03-3533-5223 ((株)ﾌｼﾞﾔ) 

11.14 金 

14~16 

講演会「食育活動を始めてみて 

〜未来に本物の味を伝える」 

柏市内で食育活動を行う｢食べてｽﾏｲﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ｣ﾒﾝﾊﾞｰによる体験談／柏市民と調理師会員対象 

ｳｪﾙﾈｽ柏 
(柏市柏下 65-1) 

柏保健所管内調理師会 

TEL:04-7163-5767 

11.15 土 
13:30~16 

第 2回 市民による市民のための市民講座 

地元の農家を知って、食生活を豊かに 
湯浅美代子(白井市農産物加工研)〜生き生き農家の夢

と農産物･加工食品の紹介。白井市民対象 

白井駅前ｾﾝﾀｰ 研修室 
(白井市堀込 1-2-2) 

白井市市民活動推進ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-498-0705 

11.15 土 
13:30~15:30 

あの､ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ｢食品の裏側｣著者 

安部 司 講演会 

〜知って考えよう食の安全･・・何を食べたら？ 

消費者には見えない知らされない食品の裏側=添加

物の世界｡安さ便利さ代わりに私たちが失っている

ものは｡実験を交え添加物を考える。資料代 200 円 

船橋市宮本公民館 
(京成線大神宮下駅徒歩 5分) 

県 ／ 生活ｸﾗﾌﾞ生協(虹の街) 

TEL:047-385-4646 要申込 

有料託児あり 要連絡 

11.15 土 
13:30~16:35 

健康ちば推進県民大会 

〜食生活を見直し健康寿命を延ばそう! 

高山啓(厚労省)〜知っておきたい最新の健康づくり対策 

今井由紀子(野菜ｿﾑﾘｴ)〜旬の野菜の選び方と料理法／ 他 
千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 2F ﾎｰﾙ 
(同市中央区弁天 3−7−7) 

県健康福祉部健康づくり支援課 

TEL:043-223-2633 要申込  
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/press/2014/documents/260925taikai.pdf 

11.15 土＆ 

16 日 11~ 

2014年 全国農業高校収穫祭(第 6回) 

〜 北海道から鹿児島県の 45 校参加 

一般の人との交流の場と実売の場｡米や野菜な

どの農産品､ｿｰｾｰｼﾞ､ｸｯｷｰ･蜂蜜などの加工品も 

大丸東京店 12F (千代田区丸

の内 1-9-1 JR東京駅前) 

毎日新聞社 

TEL:03-3212-3215 

11.16 日 

9~15 

野田の名店 50店が集結!! 

〜 NODA 産 FOODフェスタ 〜 
再発見！野田のおいしいもの〜 ﾌｰﾄﾞ&ｽｲｰﾂ No.1 決

定戦! 地元食材を使った料理を食べて投票しよう! 

清水公園内 花ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ 駐車場 
(野田市清水 906) 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:04-7122-3585 

11.16 日 

9~15:30 

第 27回 栗源のふるさと いも祭 

〜 150 ｶ所の籾殻山で 5 ﾄﾝのﾍﾞﾆｺﾏﾁ * 

*を焼き上げ無料配布する日本一焼いも広場｡

巨大ｾｲﾛで蒸かし芋 2 ﾄﾝ､芋掘り体験(有料) 

栗源運動広場 ほか 

(香取市岩部 1045) 

同祭運営委員会 

TEL:0478-50-1258 

11.16 日 
10:30~12:30 

あの､ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ｢食品の裏側｣著者 

安部 司 講演会 

〜知って考えよう食の安全･・・何を食べたら？ 

日本の食の安全を脅かす食品添加物､ﾎﾟｽﾄﾊｰﾍﾞｽﾄ農薬､遺

伝子組換え技術･･私たちは何を食べたらいいの?未来の

子供達へつなぐもの､残すものは? 資料代 200 円 

新鎌ヶ谷 F ﾀﾜｰ 

(北総､東武､新京成の各線 

 新鎌ｹ谷駅 徒歩 2 分) 

県 ／ 生活ｸﾗﾌﾞ生協(虹の街) 

TEL:047-385-4646 要申込 

有料託児あり 要連絡 

11.17 月 
13:30~15:30 

千葉大主催 園芸講演会〜 麦のおは

なし〜 うどん､ﾊﾟﾝ､ﾋﾞｰﾙができるまで 

野島博(千葉大)〜うどん､ﾊﾟﾝ､ﾋﾞｰﾙなど、我々は麦か

ら様々な恩恵を。麦について多角的に解説 

県立 柏の葉公園 
(柏市柏の葉 4-1) 

左同(公園ｾﾝﾀｰ) 

TEL:04-7134-2015 要申込 

11.18 火 

まで 

豊かな自然の恵み､味わい多彩な千葉県産 

「千産千消フェア」 
千葉県は食材が｢何でもある｣農林水産県です 
参考 URL:http://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm/ 

柏ﾀｶｼﾏﾔ T館 1F・地下 1F 他 
(柏市末広町 3-16) 

同店 

TEL:04-7144-1111 

11.19 水 

10~14 

たっぷり野菜の料理講習会 

〜野菜をおいしく食べよう(流山市民対象) 

講師:流山市農家生活研究会〜簡単な野菜料理

をﾚﾊﾟｰﾄﾘｰに加えてみませんか。保育は申込要 

流山市 初石公民館 
(同市西初石 4-381-2) 

同市 農政課 

TEL:04-7150-6086 要申込 

11.20 木〜

22 土 10~ 

ｵｰｶﾞﾆｯｸ EXPO 2014-together with 

BIOFACH JAPAN 
http://www.organic-expo.jp 

国内外の様々なｵｰｶﾞﾆｯｸ･ﾅﾁｭﾗﾙ製品が一同に 

今では多くの消費者もｵｰｶﾞﾆｯｸや環境･身体に負担

を与えないﾅﾁｭﾗﾙ製品に目を向け需要が高まり 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 
(江東区有明 3-11-1) 

ｵｰｶﾞﾆｯｸ EXPO 実行委員会/(株)ｽ

ﾍﾟｰｽﾒﾃﾞｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ 

TEL: 03-3512-5675 

http://www.jma.or.jp/ai/
http://agribiz-fair.jp/
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/press/2014/documents/260925taikai.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm/
http://www.organic-expo.jp/
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11.22 土 

10~15 

おいしい たのしい 

〜 ちばﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ農業ﾌｪｽﾀ 2014in 四街道 

県内各地から 50ブースが出展 

さまざまな人々が農業を通じて出会い､交流し､は

たらきあう､新しい農業のかたち 
http://minnade.org/project/unifarmfes.shtml 

四街道市文化ｾﾝﾀｰ 
(同市 大日 396) 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:043-270-5601 事務局 

11.22 土& 

23 日 9~ 

全国 ねぎｻﾐｯﾄ 2014in ぐんま下仁田 

〜全国ねぎ大集結!本場の美味しさ食べ比べ 

全国 18産地から自慢のねぎが下仁田に大集結 

冬が旬のねぎ料理や特産品勢ぞろい｡『巨大ねぎま』

作りにみんなで挑戦! 

吉田製材跡地 
ｱｸｾｽ等は左記 URL参照 

下仁田町産業振興課 

TEL:0274-64-8806 

http://www.town.shimonita.lg.jp/nourin-kensetu/m02/m02/100.html 

11.23 日祝 

9~14 

銚子水産まつり＝きんめだいまつり 

＋近海まぐろフェア＋産業まつり 
銚子市の水産業が一堂に､ｷﾝﾒﾀﾞｲや生ﾏｸﾞﾛ､ｻﾝﾏ

など多種多様な魚､水産加工品の即売 

銚子漁港第 3市場 
(同市 川口町 2-6528) 

銚子市水産課 

TEL:0479-24-8936 

11.23 日祝 

9:30~ 

さつまいも掘り取り体験／有料 

〜「日本一のいも掘り広場」で＊ 

*特産のﾍﾞﾆｱｽﾞﾏを収穫｡野菜収穫や農産加工

品販売や豚汁無料ｻｰﾋﾞｽ｡秋の味覚と自然を 

大栄 B&G海洋ｾﾝﾀｰ 
(成田市一坪田 388)付近 

同広場実行委員会 

TEL:0476-73-2988 

11.23 日 

10~15 

県 農林水産就業相談会／入退場自由 

〜 農業･林業･漁業したい人､集まれ 

個別相談:新規就農相談ｾﾝﾀｰ､ﾊﾛｰﾜｰｸ､県畜産

協会､市町村｡先輩就農者の体験発表・Q&A 

きぼーる(Qiball)13F 
(千葉市中央区中央 4-5-1) 

県･(公財)県 園芸協会 

TEL:043-223-3008 申込不要 

11.23 日& 

24 月休 10~ 

2014豆腐＆大豆食品フェア 
http://tofufea.jp 

豆腐･納豆･味噌･豆乳･醤油などの大豆食品が

一堂に会する大豆食品の祭典 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 
(江東区有明 3-11-1) 

(一財)全国豆腐連合会 

TEL:050-3786-1028 事務局 

11.28 金 
13:10~17:15 

農業環境技研・研究成果発表会 2014 

〜 未来につなげよう農業と環境 

大沼あゆみ(慶大)〜生態系ｻｰﾋﾞｽへの支払と農業の

可能性／吉本真由美(同技研)〜微気象学的視点で温

暖化に立ち向かう／田端純(同)〜昆虫の情報･／他 

新宿明治安田生命ﾎｰﾙ 

(JR新宿駅西口徒歩 2分) 

(独)農業環境技術研究所 

TEL:029-838-8180 

左記 URL より申込 http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h26/20141128.html 

11.29 土 

10:30~13 

親子ｸｯｷﾝｸﾞ教室〜 流山の白みりんを

使った おしゃれ料理を作ろう! 

石井圭太(ﾐﾘﾝﾋﾟｱ)〜最新のｶﾞｽ器具を使い CO2

排出を抑え環境にやさしいｴｺｸｯｷﾝｸﾞを体験 

京和ｶﾞｽ(株)おおたかの森ｼｮｰﾙｰﾑ 
(流山市東初石 6) 

流山市文化会館 

TEL:04-7158-3462 先着順 

11.29 土 

13~16 

早寝早起き朝ごはんﾌｫｰﾗﾑ inちば 

〜 みんなで取り組む子供の生活習慣づくり 

関連展示･幼児の早寝早起き朝ごはん体操発表 

講演:為末大･高校生の睡眠･朝食事例発表・他 

県 教育会館大ﾎｰﾙ 
(千葉市中央区中央 4-13-10) 

同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:043-223-4069 11/14迄 

11.29 土 
13:30~15:30 

緑の講習会 

〜 試食しながら果物の糖度を調べよう 
三輪正幸〜食欲の秋｡身近な､そして少し珍し

い果物の糖度を試食しながら計ってみよう 

県立 柏の葉公園 
(柏市柏の葉 4-1) 

左同(公園ｾﾝﾀｰ) 

TEL:04-7134-2015 要申込 

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 

12.10 水 

13~17:30 

(農水省)研究成果発表会｢農業分野におけ

る気候変動への対応:これまでとこれから｣ 
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/141022.htm 

西森基貴(農業環境技術研)〜左記表題ﾃｰﾏ／増本隆夫(農

研機構)〜極端現象:水資源の変動と農業への影響と

対策／渡邊朋也(同)他〜水田作･果樹･畜産･･／他 

新宿明治安田生命ﾎｰﾙ 

(JR新宿駅西口徒歩 2分) 

同発表会事務局 

TEL:029-838-8972 

左記 URL 内から Web申込 

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 】 

11.15 土 

9:30~12:30 

東部公民館文化祭｢うんがいい！朝市｣ 

〜 毎月第 4 土曜日の運河水辺公園朝＊ 

＊市でおなじみの出店や､東部地域の出店と一緒に

にぎやかに開催。｢おいしい楽しいが集まる!｣ 

流山市 東部公民館 
(同市名都借 756−4) 

同館 

TEL:04-7144-2988 

12.13 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 

http://minnade.org/project/unifarmfes.shtml
http://www.town.shimonita.lg.jp/nourin-kensetu/m02/m02/100.html
http://tofufea.jp/
http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h26/20141128.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36250a/workstay.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36250a/workstay.html
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/141022.htm
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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 

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 

 

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 

11.13 木〜 

25 火 

10:30~ 

紙素材ﾎﾞｰﾄﾞ「ユールボード」展 
〜 人と環境にやさしい素材の空間提案 

11/18(火)17〜、22(土)14〜:ﾌﾟﾛ向説明会 

家具､おもちゃ 10点/空間設計､ﾃﾞｻﾞｲﾝの事例:商業

施設､住宅､ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等を写真ﾊﾟﾈﾙで紹介 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1727.html 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 7F 

(新宿区西新 3-7-1 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同 

TEL:03-5322-6500(代) 

11.14 金 

必着 

第 10回 エコツーリズム大賞募集 
http://www.ecotourism.gr.jp/index.php/events/award/ 

同活動の事業者､団体､自治体を対象、質的･量

的向上や情報交換等関係者の連帯醸成を図る 

左記 URL参照 (NPO)日本ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ協会 

TEL:03-5437-3088 

11.15 土 

まで 

３Ｒ・低炭素社会検定受験申請 
試験日：2015年 1月 11日(日) 

http://www.3r-teitanso.jp 

持続可能社会の構築を目指し､重要な｢3R｣と｢低炭

素社会｣のﾍﾞｰｽとなる知識を共有し､知識をもった

人(ﾘｰﾀﾞｰ)の動きとつながりを作るべく実施 

試験会場:武蔵野大学有明ｷｬﾝﾊﾟｽ 

(江東区有明 3-3-3) 

同検定事務ｾﾝﾀｰ 

TEL:06-6210-1720 平日 9〜17時 

http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1727.html
http://www.ecotourism.gr.jp/index.php/events/award/
http://www.3r-teitanso.jp/
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11.15 土〜 

24 月 NEW 

第 18回 さとの文化祭 
(17日は休み) 

夷隅郡市小学生の絵画工作や一般の方の創作

作品を展示｡ぜひご鑑賞へいらして下さい｡ 

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 

11.16 日 

まで 

足尾鉱毒描く 小口一郎 木版画展 
(他 2会場でも開催予定) 

足尾銅山鉱毒事件をﾃｰﾏにした作品で知られ

る､小口一郎(1914〜79年)の生誕 100 年記念展 

小山市立車屋美術館 
(栃木県小山市乙女 3-10-34) 

小口一郎研究会 

TEL:090-9325-5244 

11.17 月 

まで 

｢"環境"を学ぶ大学生から企業等への提

言｣提案ﾎﾟｽﾀｰ募集 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=1881

8 

希望者は、ｴｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 2014(東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ:12/11(木)〜

13(土))NPO･NGO ｺｰﾅｰ EcoLeaD ﾌﾞｰｽ来場の企業等担当

者に､ﾎﾟｽﾀｰｻｲｽﾞの提案内容を説明 

左記 URL参照 環境省､環境人材育成ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

TEL:03-6418-0375 

11.24 月祝 

まで 

ミニフリーマーケット出店者募集 

開催日時：12月 14 日(日)9:30〜12:00 

対象:柏市民による非営利ｻｰｸﾙ･団体･家族 

販売品:衣類･雑貨･古本等(危険物､食品､植物等不可) 

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 

11.24 月祝 

まで 

柏の自然と生きものフェスタ 2014 

〜 柏市内各地の自然を楽しむｲﾍﾞﾝﾄ 

http://www.kankyostation.org/wp/2014/09/「柏の自然

と生きものフェスタ 2014」のご案内/ 
全 11のｲﾍﾞﾝﾄ詳細は左記 URL

参照／ｲﾍﾞﾝﾄ全体の問合せは右記 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090(平日 13〜17) 

11.24 月祝 

まで 

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 

11.30 日 

まで NEW 

開館 20 周年記念企画展〜生物のデザイン

に学ぶ未来をひらくバイオミティクス 

昆虫､爬虫類､魚､鳥､植物など､いきものの機

能､ﾃﾞｻﾞｲﾝ､仕組をﾋﾝﾄの技術開発やものづくり 

県立 現代産業科学館 
(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL:047-379-2000 

11.30 日消

印有効 NEW 

第 15 回 渡良瀬遊水地フォトコンテスト 
目的：同遊水地の保全と地域活性化 

未発表の四切りｶﾗｰ単写真｡撮影時期･ﾌﾟﾛ､ｱﾏ

問わず｡枚数制限なし｡応募詳細は右記 URL参照 

http://www.city.tochigi.lg.jp/ct

/other000030000/15watarase.pdf 
同ｺﾝﾃｽﾄ実行委員会事務局 

TEL:0282-62-0906 栃木市役所 

11.30 日 

まで 

｢ごｰしちごで地球に優しい冬ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣ 

〜楽しみながら地球環境を考える＊ 

＊というﾒｯｾｰｼﾞの下､家庭で行っている｢ｳｫｰﾑ

ﾋﾞｽﾞ｣の取組を｢五･七･五｣で募集 

内容詳細： 
http://the575.jp/t(11/1から公開) 

環境省地球環境局地球温暖化対策課 

TEL:03-5521-8341 

11.30 日 

まで 

NEW 

企画展 ｢Plastic？ Plastic! 

〜 高度経済成長とプラスチック｣ 
http://www.city.matsudo.chiba.jp/m_mus

e/tenji/index.html 

かって家庭の道具は木や竹の自然素材が中心。戦

後はﾌﾟﾗｽﾁｯｸが導入され生活に浸透｡高度経済成長

期を通じ､わたしたちの生活を変えたﾌﾟﾗｽﾁｯｸの歴

史を振りかえる。詳細と関連行事は左記 URL参照 

松戸市立博物館 
(松戸市千駄堀 671) 

同館 

TEL:047-384-8181 

11.30 日 

まで 

地域連携巡回展｢通運丸で結ばれた関宿･野

田･流山〜海運(物流)へのﾀｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ｣ 

明治〜昭和初期に利根川･江戸川を中心に活躍の蒸

気船｢通運丸｣通し､各地の賑わいと物流展開を紹介 

県立 関宿城博物館 
(野田市関宿三軒家 143-4) 

同館 

TEL:04-7196-1400 

11.30 日 

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 提出先などは下記 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 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18818
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18818
http://www.kankyostation.org/wp/2014/09/%E3%80%8C%E6%9F%8F%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%A8%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF2014%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
http://www.kankyostation.org/wp/2014/09/%E3%80%8C%E6%9F%8F%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%A8%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF2014%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
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.city.tochigi.lg.jp/ct/other000030000/15watarase.pdf
http://www.city.tochigi.lg.jp/ct/other000030000/15watarase.pdf
http://the575.jp/t
http://www.city.matsudo.chiba.jp/m_muse/tenji/index.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/m_muse/tenji/index.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/kouhou/documents/h26photocon-bosyuannai.pdf
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11.30 日 

まで 

国際鳥類学会議ｻﾃﾗｲﾄ企画・第 69回企画展 

〜 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 

★山階鳥研の貴重標本が一堂に公開されます｡ 

お見逃し無く!★ 

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

我孫子市 鳥の博物館 
(同市高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 

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 

12.05 金〜 

19 金 NEW 

県立 農業大学校学生 募集 

試験日：1月 8日(木) 

農学科 30名程度、研究科：10名程度 

高度で専門的知識を備えた農業担い手や農業技術

者を 2年間で育成。詳細は以下 URL 参照 
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html 

県立 農業大学校 

(東金市家之子 1059) 

同校 

TEL:0475-52-5122 

12.14 日 

まで NEW 

秋の展示☆☆ どんぐりの世界 ☆☆ 

〜多種多様などんぐりを一挙に紹介 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=843 

世界のどんぐりの実物や標本､写真､精細植物画な

ど。動物や人との深い関係も｡他ｲﾍﾞﾝﾄ左記 URL参照 

同時開催：植物画で見るどんぐりの世界―徳永桂子展 

県立中央博物館 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

12.15 月 

まで NEW 

ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団「環境」活動応援 

〜 2015年度 公募助成 

対象助成：環境市民活動／自立事業／清掃／緑化

植花。詳細：http://www.7midori.org/josei/ 

左記 URL 参照 同財団 

TEL:03-6238-3872 

12.24 水 

必着 

食育ｺﾝﾃｽﾄ ｢いただきます ごちそうさま｣ 
http://kids21.gr.jp/syokuiku/requirement.php 

資格:保育所･幼稚園･認定子ども園等/[自由部門]〜各

園の食育活動･[ﾃｰﾏ部門]〜つながる食卓 広がる食育 

左記 URL 参照 (NPO)ｷｯｽﾞｴｸｽﾌﾟﾚｽ 21実行委員会 

TEL:03-3553-1935 

'15.1.07 水 

まで NEW 

ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｱﾜｰﾄﾞ 2015 
〜 "環境と社会によい暮らし"発掘 〜 

持続可能な社会を目指し､一人一人が現在のﾗｲﾌ* 

*ｽﾀｲﾙを見つめ直すきっかけ作りのため､"環境と社会によい暮

らし"・これを支える取組(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動､ｻｰﾋﾞｽ･技術など)を募集 

対象:企業､地方公共団体､市民活動・非営利団体､学校､個人 

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

.php?serial=18854 

環境省総合環境政策局環境計画課 

TEL:03-5521-8233 

01.10 土 

まで NEW 

第 17回 写真コンテスト作品募集 

ﾃｰﾏ：北総の四季 

ﾀｲﾄﾙ･撮影場所･撮影日･住所･氏名･電話番号

等を応募写真裏へ貼付。 

宛先：〒270-1424 白井市堀込

1-5-2-104 ｢白井の自然を考える会｣ 

同会 

TEL:047-491-9291 

01.15 木 

まで NEW 

2015 年度東京ｶﾞｽ環境おうえん基金助成募集 

対象：関東甲信越の公益非営利団体 
活動分野:省ｴﾈ･再生ｴﾈ､資源再利用･廃棄物削

減､生物多様性保全､環境配慮ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ､他 

http://www.tokyo-gas.co.jp/env/f

und/info.html ←内容詳細 URL 
(公財)日本環境協会 

TEL:03-5643-6262 

01.30 金 

まで NEW 

平成 27年版 環境白書 表紙絵ｺﾝｸｰﾙ 

公募テーマ「環境にやさしい社会」 

対象:小･中学生と高校生以上一般の 2部門 

四つ切り画用紙非立体縦長､文字･写真不要 

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

.php?serial=18828 ←詳細 URL 
環境省／(公財)日本環境協会 

TEL:03-5643-6251 

 01.30 金 

まで NEW 

第 57回 水道週間ポスター・標語コ

ンクール作品募集 

ﾃｰﾏ:水の大切さ･水の有効利用など呼びかける 

ﾎﾟｽﾀｰ:四切り画用紙､標語:ﾊｶﾞｷ 詳細右記 URL 

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

/souki/boshuu/2014/sakuhin.html 
県 水道局管理部総務企画課 

TEL:043-211-8365 

01.31 土 

まで 

パネルオーナー大募集！「Sun Agri」 

〜 みんなで作る畑の上の発電所 

定員になり次第、終了 

日本初!ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞでの市民共同発電所です｡どな

たでもｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ 1枚から市民発電所長になれます｡ 

販売価格：70Wパネル 1枚あたり 25,000 円(税込) 

詳細 URL： 

http://www.energy-chiba.com 

市民ｴﾈﾙｷﾞｰちば合同会社 

TEL:043-304-5737 
info@enegy-chiba.com 

02.22 日 

まで NEW 

特別展・企画展「カラフル昆虫記」 

〜虫たちの多様な色と模様のﾋﾐﾂに迫る! 

http://www.shizen.spec.ed.jp/?page_id=130 

金属光沢ﾔﾏﾄﾀﾏﾑｼや背景に溶込む模様ﾋｼﾊﾞｯﾀ､季節

で色変りｱｶﾎﾞｼｺﾞﾏﾀﾞﾗなど､その色･模様の作られ方

や意味､その秘密解明｡ 

埼玉県立 自然の博物館 
(同県秩父郡長瀞町長瀞 1417-1) 

同館 

TEL:0494-66-0404 

02.28 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.bird-mus.abiko.chiba.jp/Exhibitions/kikakuten/69/69.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/anzen/boshuu/2014/obentoukonkuuru.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=843
http://www.7midori.org/josei/
http://kids21.gr.jp/syokuiku/requirement.php
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18854
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18854
http://www.tokyo-gas.co.jp/env/fund/info.html
http://www.tokyo-gas.co.jp/env/fund/info.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18828
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18828
https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/souki/boshuu/2014/sakuhin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/souki/boshuu/2014/sakuhin.html
http://www.energy-chiba.com/
mailto:info@enegy-chiba.com
http://www.shizen.spec.ed.jp/?page_id=130
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/h26kouhoupanf.pdf
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/h26kouhoupanf.pdf
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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 〜〜〜 

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/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 

随時 

 

「まちをきれいに志隊」募集 
〜個人でも団体でも登録できます〜 

路上喫煙やﾎﾟｲ捨て､犬のふん放置防止啓発や

清掃活動のｸﾘｰﾝ･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｡対象：流山市民等 

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

/life/34/275/013029.html ←詳細 

流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

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.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/275/013029.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/275/013029.html
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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