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皆様へ（転送は自由です） 

 

きれいな柿の実の色は、秋から冬へのお知らせです。 

昨日の松戸市の太陽光発電イベントでは美味しくいただきました。 

(今朝の暖房前・屋外気温 7.8℃、屋内は 18.8℃) 

 

[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【複眼で進める】 

できるだけバランスを保ちながら物事を考え進めたく思いますが、 

なかなか思うようにはなりせん。 

 

いろいろな市民活動も「極める」と「広める」の両視点が欲しいし、 

「誰のため」と「何のため」の複眼を常に持ち続けたいものです。 

 

同じように「現世代」と「次世代」、「短期(現代)」と「長期(未来)」、 

「省エネ」と「創エネ」、「福祉」と「環境」、「社会」と「自分」、 

「地域」と「地球」、「アマ」と「プロ」、「現役」と「退役」、 

「アナログ」と「デジタル」、「現実」と「理想」、「ソフト」と「ハード」、 

などなど、まだ他にも留意した方が良いことがいっぱいあると思います。 

 

＜追伸＞ 

本案内とは別に「省エネ・創エネ情報」をお届けします。 

第 2 号まで配信済みですが、その旨ご連絡ください。 

詳細は 10 月 28 日付け本案内 141028 号をご覧ください。 

(当初「省エネ・エネルギー情報」でしたが改題しました) 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・ 

・発信地：千葉県 流山市 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

※：受信不要になった方は、その旨返信ください。 
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環境と農のイベント案内 2014.11.30 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 

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どう対

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)〜同ﾘｽｸどう捉える／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 

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 

12.03 水 

13~16 

地球温暖化防止活動環境大臣表彰

＆受賞者フォーラム 

受賞者：38 件(個人 3･団体 35)。受賞者ﾌｫｰﾗﾑ:受

賞者による受賞活動･概要発表 

ｲｲﾉﾎｰﾙ&ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

(千代田区内幸町2-1-1 飯野ﾋﾞﾙ) 

環境省地球環境局地球温暖化対策 

TEL:03-5521-8249 

12.03 水 

13~17 

水循環都市東京ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ〜 第一回｢玉川

上水の機能を活かして水都東京をつくる｣ 
山田正(水文･水資源学会)〜水循環都市東京をつくる／福

井恒明(法政大)〜外濠市民塾と大学連携／他 3講演 

中央大 後楽園ｷｬﾝﾊﾟｽ 3号館 
(文京区春日1-13-27) 

同ｼﾝﾎﾟ実行委員会 

TEL:03-3817-1805 同大 

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 

12.04 木 

15~17 

｢自然ｴﾈﾙｷﾞｰで豊かな日本を創ろう!ｱｸｼ

ｮﾝ｣ ｷｯｸｵﾌｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

http://www.isep.or.jp/news/7051 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ｢日本の自然ｴﾈﾙｷﾞｰの今とこれから｣ 

佐藤彌右衛門(全国ご当地ｴﾈﾙｷﾞｰ協会)・鈴木悌介(ｴﾈﾙｷﾞｰから経済

を考える経営者ﾈｯﾄﾜｰｸ会議)辰巳菊子(日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･)・他 

主婦会館ﾌﾟﾗｻﾞｴﾌ 7階 ｶﾄﾚｱ 

(千代田区六番町 15 JR四ｯ谷駅麹町

口徒歩 1分) 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰで豊かな日本を創ろ

う!ｱｸｼｮﾝ 

TEL:03-5942-8937 

12.05 金 

13~14:30 

ｼﾆｱ向け自然大学〜 博物館で学ぶ茨城の自然 

(自然の造詣深めたい年配者向け講座) 

鵜沢美穂子(同館) 

〜 茨城のｺｹを知る-普通種と希少種の観察 

茨城県自然博物館 
(同県 坂東市大崎 700) 

同館／詳細は同館 HP参照 

TEL:0297-38-0927 先着順 

12.05 金 

13~17 

生物多様性連携ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 〜 自然資本で

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 まで 
三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株) 

12.05 金 

13:30~15:30 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ学習会＜第 89 回 省ｴﾈ市民会議> 

〜 エネルギー供給について考える 〜 

11/16 環境ｼﾝﾎﾟ'14 千葉会議・倉阪先生

講演｢'20年代ｴﾈﾙｷﾞｰ供給を考える｣から 

･ｴﾈﾙｷﾞｰ供給の現状･再生ｴﾈの将来(規模､費用､安定

性)･ｴﾈﾙｷﾞｰ永続地帯･当面しなければならないこと

(つなぎのｴﾈﾙｷﾞｰ源､地域主導で進めるには)･ｴﾈﾙｷﾞｰ基

本計画(経産省/26年 4月)･みんなで討議 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 3F 
(同市中 110 TX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 

best.ecohouse@gmail.com 

12.05 金〜 

07 日 

未来に共につなげよう公害資料館の｢わ｣ 

第 2回 公害資料館連携 

〜 フォーラム in富山 〜 

12/5(金):ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ /6(土):ﾌｫｰﾗﾑ(分科会含) /7(日):

ﾌｫｰﾗﾑ／園田綾子((株)ｸﾚｱﾝ)〜企業との対話の可能性 

内容詳細 URL：http://aozora.or.jp/archives/21601 

富山県立ｲﾀｲｲﾀｲ病資料館 
(富山市友杉 151) 

公害資料館ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL:06-6475-8885 あおぞら財団 

12.06 土 独協大学創立 50周年記念 *可能な制度･政策体系構築が､世界の長期的繁栄上から 同大 天野貞祐記念館 大講堂 同大国際交流ｾﾝﾀｰ 

http://www.prime-pco.com/S-10/
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.isep.or.jp/news/7051
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18848
mailto:best.ecohouse@gmail.com
http://aozora.or.jp/archives/21601
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9:30~18:30 第 26回 独協ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｫｰﾗﾑ 

〜持続可能な国際経済システムと日本 
☆地球環境､国際金融･財政､国際貿易等で 

国際社会が脅かされる今日､強靭で持続* 

緊急に求められている｡本ﾌｫｰﾗﾑでは､安定的で将来に負

担を課さない国際制度･政策体系をどう構築すべきか､①

持続可能な開発と環境､②国際金融､③国際貿易の3ｾｯｼｮ

ﾝ､④全体ﾊﾟﾈﾙ討議｡各分野で世界的高名な内外知見を糾

合､世代超え世界的視野で検討｡ 詳細:右記 URL参照 

(草加市学園町 1-1) 
http://www.dokkyo.ac.jp/kokuse/ko

kuse09_01_26_j.html 

TEL:048-946-1918 
入場無料・事前予約不要 

12.06 土 

9~11:30 

江戸川ビギナーズ探鳥会 

対象：どなたでも、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､識別の仕方など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：どなたでも、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､識別の仕方など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 

10~12 

とびだせ！子ども自然教室(小･中学生) 

〜 冬の博物館で野鳥を探そう 2014 

博物館野外の自然にふれ､遊んで学べる子ども

向けの自然体験型ｲﾍﾞﾝﾄです! ※子供のみで活動 

茨城県自然博物館 
(同県 坂東市大崎 700) 

同館／詳細は同館 HP参照 

TEL:0297-38-0927 抽選 30名 

12.06 土& 

07 日 10~15 

第 44回 市原市 消費生活展 

〜 めざそう!安全で豊かな地域社会 

展示:身近な食べ物の裏ﾜｻﾞ､これからの安全安心､我

が家の排水､実演：ﾘﾌｫｰﾑﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ/小型家電回収 

五井会館 4F・1F 
(市原市五井中央西 2-3-13) 

同展実行委員会 

TEL:0436-21-0844 

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 

〜高尾山ﾊｲｷﾝｸﾞとムササビ ｳｫｯﾁﾝｸﾞ 
前半､稲荷山尾根道ﾊｲｸ､山頂で夕焼け･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 

12.06 土〜 

12.28 日 

千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

(三番瀬・・花見川) 

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

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

12.07 日 

9~ 

第 12回 手賀沼統一ｸﾘｰﾝﾃﾞｲ／我孫子地区 

〜みんなで楽しくふるさと手賀沼をきれいに 
｢手賀沼ふれあい清掃｣と合同｡根戸新田の沼岸

清掃｡ 雨天時は 14 日(日)に延期 

集：9時 手賀沼公園多目的広場 

(我孫子市若松 1) 

美しい手賀沼を愛する市民の連合会 

TEL:04-7185-1111 同市手賀沼課 

12.07 日 

9:30~ 

第 12回 手賀沼統一ｸﾘｰﾝﾃﾞｲ／柏地区 

〜 みんなで 楽しく ふるさと手賀沼をきれいに 
雨天中止 

(1)大堀川河口〜大津川を清掃 

(2)大津川河口から東方向へ沼岸を清掃 

(3)道の駅から西方向へ沼岸を清掃 

(1)集:柏ふるさと公園 

(2)集:大津川ﾋﾄﾞﾘ橋たもと 

(3)集:道の駅しょうなん 

(1)TEL:090-1208-8680 

(2)TEL:090-4428-4488 

(3)TEL:090-5433-3517 

美しい手賀沼

を愛する市民

の連合会 

12.07 日 

9:30~ 

第 12回手賀沼統一ｸﾘｰﾝﾃﾞｲ／印西亀成川 

〜 みんなで 楽しく ふるさと手賀沼をきれいに 

亀成川上流部周辺のｺﾞﾐを拾う 
雨天中止 

集：亀成川御所橋左岸 
(印西市別所 794) 

美しい手賀沼を愛する市民の連合会 

TEL:0476-42-5111印西市環境保全課 

12.07 日 

9:30~14 

松戸のみどり再発見ツアー 
(小雨決行) 

八柱霊園の紅葉と､ゆいの花公園の緑をたずね

る。飲物、弁当持参。 

集：9:30 新京成線八柱駅改札口 
解：14:00 東松戸ゆいの花公園 

緑のﾈｯﾄﾜｰｸ･まつど 

TEL:090-2935-9444 

12.07 日〜

01.11 日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(手賀沼・・花見川) 

最新情報 URL 
http://www.chibawbsj.com/ 

左記 URL参照 左記 URL 参照 

TEL:047-431-3511(土･15~18時) 

12.11 木 

9:30~15:30 

‘冬だからこそ’里山散策会 散策場所:21 世紀の森と広場｡持物:飲物､弁

当､双眼鏡｡対象:子供から大人まで 

集：JR武蔵野線 新八柱駅前 印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL:0476-47-1455 要申込 

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 

http://www.dokkyo.ac.jp/kokuse/kokuse09_01_26_j.html
http://www.dokkyo.ac.jp/kokuse/kokuse09_01_26_j.html
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.chibawbsj.com/
http://eco-pro.com/2014/outline/
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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 

13~16:30 

グルメなエコ、はじめよう！ 

☆ 2014かしわ環境フェスタ ☆ 
市井紗耶香と学ぶｴｺｸﾞﾙﾒｽﾀｼﾞｵ/柏 LOVE ｴｺ大賞表

彰式/平野ﾚﾐ･ｴｺﾄｰｸ/環境絵日記/ｴｺﾋﾞﾝｺﾞ/他 

ららぽｰと柏の葉 本館 2F ｸﾘｽﾀﾙｺｰﾄ 

(TX柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅 西口すぐ) 

柏市ｽﾄｯﾌﾟ温暖化ｻﾎﾟｰﾀｰ・柏市 

TEL:04-7167-1695 

12.13 土 

13~17 

地域づくりｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座'14(第 2 回) 

〜地域づくりをｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄするための｢知る力｣ 

加納基成(鎌ヶ谷市)〜地域の課題を知る､人を知

る､想いを知る､自分に必要なことを知る･術 

まなびいﾌﾟﾗｻﾞ 
(鎌ヶ谷市富岡 2-6-1) 

鎌ヶ谷市市民活動ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-401-0891 

12.13 土 

13:30~15 

学芸員によるｻｲｴﾝｽﾄｰｸ〜 自然の話題を､

日々の研究成果をもとに、わかりやすく紹介 

池澤広美(同館)〜茨城の貝類相 

--博物館の調査でどこまでわかったか-- 

茨城県自然博物館 
(同県 坂東市大崎 700) 

同館／詳細は同館 HP参照 

TEL:0297-38-0927 先着順 

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＋

私たちは何ができるか／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 

12.14 日 

9~ 

第 12回 手賀沼統一ｸﾘｰﾝﾃﾞｲ／白井地区 

〜金山落の桜並木をクリーンアップ 
今井の桜並木(名内橋〜今井 3号橋)の清掃。 

清掃後、水防避難施設の水塚(みづか)見学 

集：白井市役所 玄関前 
(現地までﾊﾞｽ利用) 

美しい手賀沼を愛する市民の連合会 

TEL:047-492-1111 12/11AM迄 

12.16 火 
18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 143回研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

久保山裕史(森林総研)〜低質材の供給拡大の可

能性−-木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電をめぐる 2016 年問題に向けて 

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 

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 

12.17 水 
13:30~15:30 

省ｴﾈ講座『ｽﾏｰﾄﾗｲﾌのすすめ』 

〜 ｢住｣｢食｣から世界を見直す〜 

村上周三(建築環境･省ｴﾈﾙｷﾞｰ機構)〜住まいのｴﾈﾙｷﾞｰを

賢く使う/ｴｺ･ｸｯｷﾝｸﾞ学習講座 & ｴｺﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ 

ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸ市川 2F ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｵ 
(市川市鬼高1-1-3) 

市川市地球温暖化対策推進会議 

TEL:047−320−3150 要申込 

12.17 水〜 

18 木 10~17 

省エネ＆CO2 削減で低コスト経営! 

〜 温暖化対策フェア 2014 
約 40 社が省ｴﾈ･CO2 削減製品･ｻｰﾋﾞｽ提案/出展

社と経産省から関連情報ｾﾐﾅｰ(要申込) 

大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ PIO 大展示ﾎｰﾙ 

(同区 南蒲田 1-20-20) 

経産省 関東経済産業局・他 

TEL:03-6228-6850 

12.18 木 

9:30~16:45 

循環型社会形成推進研究発表会 

ﾃｰﾏ:巨大災害時の災害廃棄物対策 

左記ﾃｰﾏｼﾝﾎﾟ&災害廃棄物対策技術研究発表 他 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=25446&hou_id=18957 
ﾆｯｼｮｰﾎｰﾙ(日本消防会館)大会議室

(港区虎ﾉ門 2-9-16) 

環境省･(一財)日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 

TEL:044-288-5095 

12.18 木 

13:30~15:40 

「ちばコラボ大賞」表彰式＆研修会 

行政と民間団体のための｢恊働｣ｾﾐﾅｰ 

山崎亮(ｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾅ)〜行政と多様な主体との恊働〜ﾁｰﾑｽ

ﾋﾟﾘｯﾄの発揮／対象：自治体職員、市民団体、一般県民 

ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ菜の花 3F会議室 

(千葉市中央区長洲 1-8-1) 

県 環境生活部県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 12/11迄 

12.20 土 

10~17 

日本ｸﾞﾘｰﾝの力でうごかそう 

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/ 

12.21 日
10:30~,13:30~ 

子供の科学教室(3)／小学 1〜6年生 

〜 ミクロの世界を体験しよう 
高石哲男(県立東葛高)&同校生徒〜食塩結晶､ｵｵｶﾅ

ﾀﾞﾓの葉､ｽｼﾞｴﾋﾞ､水中ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝなど顕微鏡観察 

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 

TEL:04-7140-8611 

12.21 日 

14:30~20 

夜の森に...ムササビに会いに行こう(有料) 

〜 身近な森に棲む野生動物ﾑｻｻﾋﾞ* 

*観察会｡ﾑｻｻﾋﾞを通じて夜の森や自然を感じま

す｡他の夜行性動物に会えるかも？ 

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 

12.25 木 

10~12 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ｢気候変動の科学とわたした

ちの未来～ IPCCの最新の科学的知見

と COP21 への展望 

Fredolin T.Tangang(ﾏﾚｰｼｱ国大)〜IPCC5次評価報告書

概要(仮)/平石尹彦(IGES)/肱岡靖明(NIES)/ 他 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18933 

ｲｲﾉﾎｰﾙ 
(千代田区内幸町 2-1-1飯野ﾋﾞﾙ) 

環境省 

TEL:03-5521-8247  12/19迄 
申込：左記 URL内から 

12.25 木〜 

27 土 

里うみ里やま自然体験Ⅰ(有料) 

対象：小学生 

冬休み､田舎民家での体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡竹でﾊﾞｰﾑｸｰ

ﾍﾝ焚火焼､自ら決めるﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､ﾐﾆ門松作り 

集･解:東京駅､千葉駅(予定) 

現地：千葉県鋸南町 

ELFIN 体験共育くらぶ (HP あり) 

TEL:0470-55-8322 

http://www.npobin.net/apply/
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=25446&hou_id=18957
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141024003/20141024003.pdf
http://www.greenpower.tokyo/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18933
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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) 

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 

随時受付 
[11.30 掲載] 

ちば食育(無償)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集〜学校や

地域で､食や農林水産業のお話しを 

分野:食生活改善､地産地消､食品流通･加工､

農林水産業､農林水産物加工､料理､食･農､他 

http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku

/volunteer/volunteer-bosyu.html ←詳細 URL 
県 農林水産部安全農業推進課 

TEL:043-223-3092 

12.03 水 

10~13 

ひまわり油でエコクッキング 講師:ｱｰｽｺﾝ･ﾏﾂﾄﾞ〜ささみﾍﾙｼｰ包みｶﾂ他｡ｴﾌﾟﾛ

ﾝ､三角巾､布巾持参。 

京葉ｶﾞｽ松戸ｼｮｰﾙｰﾑ 
(松戸市小根本 7-8) 

松戸市役所環境政策課 

TEL:047-366-7089 先着 30人 

12.04 木 

14~16 

けやき県民講座「食事と健康」 

〜 健康づくりは食事から 〜 

福島聡美(国際薬膳師)〜"薬食同源"中医学理論

による食事の考え方と季節の養生を学ぶ 

けやきﾌﾟﾗｻﾞ内 県福祉ふれあいﾌﾟﾗｻ

(我孫子市本町 3-1−2 JR我孫子駅南口) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7165-2886 要申込 

12.06 土 

13:30~15:30 

農山村に興味ある人、集まれ！ 

農山村へ、はじめの一歩！ 
”ふるさとカフェ」” 

◎｢若葉のふるさと協力隊｣(短期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)参加者ﾘﾎﾟｰﾄ 

◎1年間暮らしてみて〜緑のふるさと協力隊 体験談 

◎農山村ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者募集案内 

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 国連大学ﾋﾞ

ﾙ 1F) 

(NPO)地球緑化ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3241-6450 
緑のふるさと協力隊 検索 

12.06 土&13

土&20 土 ※ 

(船橋市)漁業見学と海苔すき体験講座 
※:8:30〜15：00／荒天中止 

海苔すき体験､漁船での漁場見学ほか/昼食持参 

対象:18歳以上､定員:各先着 15 人､防寒着要 

集：8:30 船橋市漁協 
(同市湊町 1-24-6) 

船橋市漁協 

TEL:047-431-2041 要申込 

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:これまでとこれから｣ 
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 

12.10 水 
13:30~16:30 

食品に関するﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 食品中

の放射性物質に対する取組について 

笠井清美(放射線医学総研)〜放射線による人体影響／他 
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/johokan/pdf/141111-01.pdf 

TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ横浜 (横浜市神奈

川区金港町 3-1 ｺﾝｶｰﾄﾞ横浜) 

消費者庁・他／詳細：左記 URL 

TEL:03-6891-1577 12/3迄 

12.13 土 

9:30~14 

米づくり 3・もちつきをしよう 
参加費：600 円／家族 

つきたてのお餅を味わって､お正月の丸餅をつ

くりましょう｡箸､皿､頭巾､ｴﾌﾟﾛﾝなど持参 

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 

12.13 土 
10:30~12:10 

よみうりｶﾙﾁｬｰ柏〜干し野菜を始めよう(有料) 

講師:廣田有希(つきじ常陸屋)〜素材の＊ 

＊うまみがｷﾞｭｯと凝縮干し野菜｡切り方､干し方の

ｺﾂを学び､毎日たくさんの野菜を取り入れましょう 

そごう柏 11F 
(JR柏駅東口すぐ) 

読売･日本ﾃﾚﾋﾞ文化ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7164-3151 

12.13 土 
14~16:30 

第 1回 我孫子市起業･創業シンポジウム 

〜 食に関わるビジネスのヒントに 

畑江敬子(昭和学院短大)〜我孫子市の食材､米と野菜を調理

で美味しく/食ﾋﾞｼﾞﾈｽに今求められているもの 
川村学園女子大 14 号館 大教室 

(我孫子市下ヶ戸 1133) 
我孫子市役所 企業立地推進課 

TEL:04-7185-2214 12/5迄 

12.27 土 

9:30~11:30 

大堀川で野鳥観察をしよう 
雨天中止 

落葉樹は紅葉から落葉へ､野鳥を見つけやすく

なり､じっくり観察できます｡どんな野鳥が？ 

集：UR都市機構前広場 9:30 
(流山市駒木 176) 

大堀川美しい水辺づくりの会 

TEL:04-7154-9366 

12.29 月〜 

31 水 

里うみ里やま自然体験Ⅱ(有料) 

対象：小学生 

冬休み､田舎民家での体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡寒さに負け

ない釣り｡自ら決めるﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､連凧作り 

集･解:東京駅､千葉駅(予定) 

現地：千葉県鋸南町 

ELFIN 体験共育くらぶ (HP あり) 

TEL:0470-55-8322 

'15.01.14 水

〜16 金 

第 44回 インターネプコン ジャパン 
http://www.nepcon.jp 

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ製造･実装に関する製品､技術が出展

するｱｼﾞｱ最大の専門展／関連併催展多数 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 全ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8502 

'15.01.14 水

〜16 金 

第 6回 EV･HEV 駆動ｼｽﾃﾑ技術展 
http://www.evjapan.jp 

電気自動車･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車向け技術が一堂に出

展/関連併催展あり 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 全ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8502 

'15.01.14 水

〜16 金 

第 5回 LED/有機 EL 照明展 
http://www.light-expo.jp 

ｵﾌｨｽ用､住宅用の LED･有機 ELなどの屋外照明

をはじめ､あらゆる照明出展／関連併催展あり 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 全ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8502 

http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/volunteer/volunteer-bosyu.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/volunteer/volunteer-bosyu.html
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/141022.htm
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/johokan/pdf/141111-01.pdf
http://www.nepcon.jp/
http://www.evjapan.jp/
http://www.light-expo.jp/
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http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/22,140388,257,html ← 内容詳細 

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 

9:30~12 

米づくり 4・お飾りを作ろう A 
中学生以上、参加費 500円 

わらを使いお正月の鳥居形お飾りを作る｡初心

者向き｡植木ﾊﾞｻﾐ､座布団等持参｡防寒着要 

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 

12.20 土 

13:30~15:30 

緑の教室 鈴木弘行(緑の相談員)〜生き物を呼ぶ庭づくり

〜蝶や野鳥を呼ぶために 

青葉の森公園 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同公園 緑の相談所 

TEL:043-208-1510 要予約 

12.21 日 

9~、13~ 

米づくり 5・お飾りを作ろう B 
中学生以上、参加費 500円 

わらを使って、お正月の輪飾りを作りましょ

う。植木ﾊﾞｻﾐ､座布団等持参。防寒着要 

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 

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 】 

12.13 土 

9~11 

ふなばし朝市 

小雨決行 

新鮮でおいしい船橋産の野菜や､船橋漁港で水
揚げされた魚介類などを販売 

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 

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 

     

http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/22,140388,257,html
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
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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 

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) 

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 

12.05 金 

まで NEW 

第 3回 筑植写真コンテスト 

〜 植物園の魅力ある一場面募集 

園内写真､500 万画素以上､複数応募可 
詳細：http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/~planta/ 

〒305-8574 つくば市天王台 1-1-1 

筑波大学芸術系木村研究室気付*  

*筑植写真ｺﾝﾃｽﾄ係 
planta@geijutsu.tsukuba.ac.jp 

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 

12.05 金〜 

19 金 

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 

高度で専門的知識を備えた農業担い手や農業技術

者を 2年間で育成。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 

まで 

秋の展示☆☆ どんぐりの世界 ☆☆ 

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

世界のどんぐりの実物や標本､写真､精細植物画な

ど。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：植物画で見るどんぐりの世界―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 

まで 

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 

12.19 金 

必着 NEW 

第 42回 環境賞 〜 環境保全に関す

る調査、研究、開発、実践活動 

例：大気の汚染､水質の汚濁等いわゆる典型 7公害

及び廃棄物(除く､放射性廃棄物) 
http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/works/work01.html 

左記 URL 参照 (公財)日立環境財団 

TEL:03-5221-6677 

12.20 土 

11~19or18(土) 

NEW 

3×3Labo｢触れる地球ﾐｭｰｼﾞｱﾑ｣企画展 

｢食をつくり､地球をつくる｣ 

http://earth-museum.jp 

地球時代に見直そう日本の｢食｣と｢農｣/日本の食と

農を｢地球目線｣で見る･ｺﾒと稲作の歴史･世界の食

と農の多様性･現代世界の食と農の危うさ･他 

触れる地球ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 
(千代田区大手町 2-6-2日本ﾋﾞﾙ 6F) 

 

同ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 
info@elp.or.jp 

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･認定子ども園等/[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 

まで 

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･技術など)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 

01.09 金 

まで NEW 

環境人づくり企業大賞 2014 取組募集 

(環境人材育成に関する先進企業等表彰) 

事業活動ｸﾞﾘｰﾝ化部門＆地球市民育成部門 

大手･中小の各企業に賞｡優良事業全て奨励賞 

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

php?serial=18521 ←内容詳細 URL 
環境省･(一財)持続性推進機構 

TEL:03-6418-0375 

01.10 土 

まで 

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 

     

http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/~planta/
mailto:planta@geijutsu.tsukuba.ac.jp
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://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/works/work01.html
http://earth-museum.jp/
mailto:info@elp.or.jp
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.env.go.jp/press/press.php?serial=18521
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18521
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01.15 木 

まで 

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/fu

nd/info.html ←内容詳細 URL 
(公財)日本環境協会 

TEL:03-5643-6262 

01.16 金 

必着 NEW 

(公財)日立環境財団 環境 NPO助成 
限度:150 万円/件｡総額:800 万円 

対象:環境と経済との統合に資する活動､また

は環境問題の解決に資する科学･技術的活動 

http://www.hitachi-zaidan.org/kan

kyo/works/work03.html ←詳細 URL 
同財団 事務局 

TEL:03-5221-6677 

01.30 金 

まで 

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 

まで 

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･水の有効利用など呼びかける 

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/s

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

TEL:043-211-8365 

01.31 土 

まで 

パネルオーナー大募集！「Sun Agri」 

〜 みんなで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での市民共同発電所です｡どな

たで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 

まで 

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

で色変りｱｶﾎﾞｼｺﾞﾏﾀﾞﾗなど､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/shient

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

TEL：03-5823-4830 

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/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 
〜個人でも団体でも登録できます〜 

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/l

ife/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 

     

http://www.tokyo-gas.co.jp/env/fund/info.html
http://www.tokyo-gas.co.jp/env/fund/info.html
http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/works/work03.html
http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/works/work03.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
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/
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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 〜〜〜 

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 

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.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

