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☆ 皆様へ（転送は自由です）☆ 

 

梅のつぼみが目立って大きくなってきました。 

大寒以前からオキザリスは黄色の花を咲かせ和ませます。 

[今朝の暖房前室内温：15.5℃、外気温：3.2℃] 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[1] 主題案内を文末の添付ファイルでお届けします。 

引続き、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと【あればいいね～市民特許制度】 

 過日、相談のため霞ヶ関の特許庁へ行きました。 

同庁改築後初めてですので何十年も行かなかったわけです。 

現役時代は特許調査で終日過ごしたことが何回もあります。 

 

従来「工業所有権」、現在は農業など含む「産業財産権」と呼ばれ、 

特許、実用新案、意匠、商標(商品名)などの権利があります。 

 

物品の製作販売などを伴わない市民活動は対象外ですが、 

活動を拡大発展させ、いわゆる市民ビジネスをする場合、 

それらの権利に留意しなければなりません。 

何かを作って販売する場合、特許権などに抵触しないか、 

商品名を付した時、その商標権は大丈夫か、などです。 

 

特許権を得るためは、出願費用やその権利を維持するために 

相当料の費用が発生し、個人や市民団体では負担が大変です。 

 

このようなことから、生活感豊かなノウハウからの着想で、 

安価な費用で権利出願と権利維持できる市民特許制度があれば、 

優れた発明が期待でき、継続的な活気ある市民活動が増えていくと思います。 

 

昼休みにもかかわらず相談窓口で対応いただいた M 氏に要望しておきました。 

 

実は、全く違う視点から相談を投げかけ、適切な案内をいただき、 
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近くの発明推進協会(旧発明協会)で即相談でき大収穫でした。 

この件は社会的価値ある情報として、実践報告したいと思います。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・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★ 2015.01.28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?'15 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 

1.28 水 
13:30~15 & 

15:15~16:45 

小水力発電入門セミナー(有料) 

(1)同発電ことはじめ〜概要・技術＊ 

*河川流量と発電量･経済性と買取制度･他 

(2)設備概要〜発電機と他設備･建設費･他 

啓成会 414会議室 
(豊島区北大塚 1-13-8) 
http://www.zai-keiseikai.org/others/access.php 

全国小水力利用推進協議会 

TEL：03-5980-7880 

http://j-water.org/news1/小水力発電入門セミナーのご案内 ＜2015年 1月 28日＞/ 

1.28 水 

14:30~17:30 

｢里山資本主義｣著者 

藻谷浩介((株)日本総研)氏 講演会 

演題:しなやかな｢まち｣のつくり方 

〜 ﾛｰｶﾙな視点からまちを考える〜 

柏商工会議所 401会議室 

(柏市東上町 7-18) 

同所 振興課 

TEL:04-7162-3305 要申込 

1.28 水〜 

30 金 10~17 

ENEX(省ｴﾈｿﾘｭｰｼｮﾝ)第39回地球環境とｴﾈﾙｷﾞ

ｰの調和展･Smart Energy Japan(ｴﾈﾙｷﾞｰ

技術､ｼｽﾃﾑ)・(新電力 EXPO(電力ﾋﾞｼﾞﾈｽ)併催) 

ｴﾈﾏﾈで実現するｽﾏｰﾄな社会〜 省ｴﾈ推進やｴﾈﾙｷﾞｰｼｽ

ﾃﾑ開発､導入課題の関連機器､ｼｽﾃﾑ､ｻｰﾋﾞｽ､ｿﾘｭｰｼｮﾝ 

詳細 URL： http://www.low-cf.jp/index.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1 ﾎｰﾙ＆会議棟 

(江東区有明 3-11-1) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ/(株)ICS ｺﾝ

ﾍﾞﾝｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 

TEL:03-3219-3569 

1.28 水〜 

30 金 10~17 

Inter Aqua 2015 

第 6回 国際水ソリューション総合展 
水の最新技術を一堂に集めるｳｫｰﾀｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ国

際総合展 http://www.interaqua.jp/index.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(株)ICS ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 

TEL:03-3219-3564 

1.28 水〜 

30 金 10~17 

新電力 EXPO 2015〜'16年電力小売全

面自由化に向け､電力市場活性化のため 
電力供給ｻｰﾋﾞｽ､ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ､再生可能ｴﾈﾙｷﾞ

ｰの活用､電力事業の支援ｻｰﾋﾞｽなど 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ/他 

TEL:03-3219-3569 

1.29 木 

10~16 

市民活動団体マネジメント事業 

〜 高度化セミナー 〜 
川北秀人(IIHOE)〜各強化ﾃｰﾏ講義･ﾜｰｸ･共有･ｺ

ﾒﾝﾄ･他○組織運営力○事業力○資金調達力 

県庁南庁舎本館 9F 第 3会議室 
 (千葉市中央区市場町 1-1) 

県 環境生活部県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 1/9迄 

1.29 木 

13~16 

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 作業部会共同議長を迎えて｣ 

登壇者：Thomas Stocker(ｽｲｽ)･Chris Field(米国)･ 

江守正多(国立環境研)・杉山大志(電力中央研)・他 
内容等詳細: http://www.env.go.jp/press/100154.html 

一橋講堂 
(千代田区一ﾂ橋 2−1−2) 

環境省地球環境局総務課 

TEL:03-5521-8247 1/27迄 

1.29 木 

13~16 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢地球温暖化と大気汚染による

影響軽減に向けた新たな取り組み−短寿

命気候汚染物質の影響評価と削減対策 

中島映至(東大)〜短寿命気候汚染物質の削減がも

たらす気候影響と環境影響／他6件講演と討論 
詳細：http://www.env.go.jp/press/100185.html 

東大 福武ﾎｰﾙ 
(文京区本郷 7-3-1) 

環境省 

TEL:04-7136-4401 1/16迄 

同ｼﾝﾎﾟ事務局 

1.29 木 

14~16:30 

生物多様性の回復に向けた在来種植栽ﾌｫｰﾗﾑ 
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/12/22oc8300.htm 

横張真(東大)〜現代の東京で自然を考える/報告:(株)ﾌ

ｼﾞｸﾗ､三井住友海上火災(株)､森ﾋﾞﾙ(株)､都環境局他 
都庁第一本庁舎北側 5F 大会議場 

(新宿区西新宿 2-8-1) 

東京都環境局自然環境計画課 

TEL:03-5388-3548 1/20迄 

1.29 木 

18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 144回研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

滝沢渉(On-site Report)〜ﾊﾞｲｵﾏｽ発電等で使用され

るｱﾌﾞﾗﾔｼ核殻(PKS)の最新動向(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 

1.30 金 

8:50~ 

自然観察会 

〜 新春横浜舞岡公園探鳥会(雨天中止) 
期待:珍鳥ｱﾘｽｲ､ｱｵｹﾞﾗ､ﾔﾏｼﾞｷﾞ等 持物:観察用

具､弁当､飲物､帽子､敷物､雨具､防寒具 

集：8:50 船橋駅さっちゃん像前 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

1.31 土 

8:30~11:30 

里山の鳥の観察 
〜 観察場所：同センター周辺 

里山にはどんな鳥がいるのでしょう？ 

観察に行きましょう。寒くない服装で 

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 

1.31 土 

9:30~11:30 

緑の教室 

〜 バードウォッチング入門 

鈴木弘行(緑の相談員) 

〜 青葉の森の野鳥達 冬編 〜 

青葉の森公園 緑の相談所 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同所 

TEL:043-208-1510 要予約 

1.31 土 

11~17 

H26年度 市民活動推進ｲﾍﾞﾝﾄ 

ようこそ市民活動ふれあい広場へ 

〜知る、見る、発見！市民力!!〜 

各団体ﾊﾟﾈﾙ展示｡楽しく明るい市民活動･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを

見つけるﾁｬﾝｽ｡現場で見学･体験可｡自然ｴﾈﾙｷﾞｰ千葉の

会･ｱｰｽﾄﾞｸﾀｰふなばし･環境ｶｳﾝｾﾗｰ千葉 他多数参加 

(船橋市)市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
(JR船橋駅南口 ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ 5F) 

船橋市 市民生活部 市民恊働課 

TEL:047-436-3201 

TEL:047-423-3483 同ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

http://www.zai-keiseikai.org/others/access.php
http://j-water.org/news1/%E5%B0%8F%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E5%85%A5%E9%96%80%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%E3%80%80%EF%BC%9C2015%E5%B9%B41%E6%9C%8828%E6%97%A5%EF%BC%9E/
http://www.low-cf.jp/index.html
http://www.interaqua.jp/index.html
http://www.env.go.jp/press/100154.html
http://www.env.go.jp/press/100185.html
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/12/22oc8300.htm
http://www.npobin.net/apply/
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1.31 土 

15~16:30 

OZONE 住まいづくりｽﾍﾟｼｬﾙｾﾐﾅｰ 

〜 冬暖かく、夏涼しい家のつくり方 

―高断熱の効果を知る― 

高橋彰子(建築家)〜断熱､通風に焦点をあて､その手

法と事例を新築とﾘﾌｫｰﾑをわかりやすく解説 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1732.html 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 6F 子育て

ふぁ～む 

(新宿区西新宿 3-7-1 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同 

TEL:03-5322-6500 

2.01 日 

9~ 

さとやま観察会 

〜 森の手入れ＋冬の森の生き物観察 
市野谷の森の管理作業を行う｡作業しやすい恰

好で。作業後､冬の森に潜む生き物を観察 

集：流山市初石公民館 
(東武野田線初石駅徒歩 5分) 

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

2.01 日 

9:30~12 

常陸ふるさと学校 ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞの季節到来！

〜 冬の野鳥観察会 
ひたち海浜公園の野鳥博士と一緒にｳｫｯﾁﾝｸﾞ 
協力：横須賀建志 

受付：国営ひたち海浜公園 西口ｹﾞｰﾄ 

(ひたちなか市 馬渡字大沼 605-4) 

同公園 

TEL:029-265-9001 

2.01 日 

10:30~11:20 

第 5回 手賀沼検定〜 以前の手賀沼は

生活排水の流入などで、全国湖沼中＊ 
(内容と講習会などの詳細は右記 URL参照) 

*'74年から27年間､水質ﾜｰｽﾄ1を続けた｡その後の努

力で､元に取り戻しつつあるが課題も数多い 
http://www.ckz.jp/shinsui/tegakentei.html 

県 手賀沼親水広場 水の館 3 階 研修室 

(我孫子市高野山新田 193) 

同広場 

TEL:14-7184-0555 

2.03 火 

13:10~16:30 

水素エネルギー ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ  

〜 水素が安全･安心に活用｢水素社会｣

をわかりやすく説明 

橘川武郎(一橋大)〜水素が変える日本のｴﾈﾙｷﾞｰ構造 

池田哲史(HySUT)〜水素ｴﾈﾙｷﾞｰの利用と安全／他 2 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/12/22oco700.htm 

都議会議事堂 1F｢都民ﾎｰﾙ｣ 
(新宿区西新宿 2-8-1) 

都 環境局都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部計画課 

TEL:03-5320-7782 

2.01 日〜 

22 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 

2.03 火 

13:15~16:30 

市民活動への入門講座 

〜 経理の基礎知識と帳簿のつけ方 
記帳･領収書の整理の仕方､決算報告書の作成

など｡会計や経理の基礎｡個別相談｡ 

けやきﾌﾟﾗｻﾞ 
(我孫子市本町 3-1−2) 

あびこ市民活動ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7185-6300 1/27迄 

2.03 火 

13:30~17 

恊働環境調査報告会〜 県内の(NPOと自治体)

恊働は この5年間で どこまで進んだか？ 

川北秀人(IIHOE)〜調査報告(全国結果と活用事例･

県内結果・解説)､県内取組み(県､浦安市､佐倉市､他) 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ 
(京成線 千葉中央駅 徒歩 5 分) 

(NPO) NPO ｸﾗﾌﾞ 

TEL:043-303-1688 先着順 

2.03 火 

18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 145回研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

松原弘直(ISEP)〜FIT 制度の見直し･電力ｼｽﾃﾑ

改革とﾊﾞｲｵﾏｽ発電の今後 

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 

2.05 木 

18:30~20 

毎日ﾒﾃﾞｨｱｶﾌｪ 〜 富士山講談会 
(1)青木直子(富士山ｸﾗﾌﾞ)〜富士山環境保全 

かがみもち(夫婦太神楽)〜ｴｺ曲芸／神田紫(講談師)〜

2/23･富士山の日・登山他関連創作講談 

毎日ﾎｰﾙ(千代田区一ツ橋 1) 

☆申込はﾊｶﾞｷで〒100-8051右記宛 

毎日新聞富士山再生ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事務局 

TEL:03-3212-2314 1/20迄 

2.05 木〜 

06 金 10~17 

地方銀行プレゼンツ  

〜 モノづくり企業ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱ 
http://www.mbm-nikkan.jp 

製造業向けのﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞを通して､新市場開拓と

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの再構築､地域経済の活性化及びｸﾞﾛｰﾊﾞ

ﾙ連携の推進を支援。 

幕張ﾒｯｾ 4.5.6 ﾎｰﾙ 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

日刊工業新聞社 

TEL:052-931-6158 
nk-event@media.nikkan.co.jp 

2.06 金 

14~17 

足立力也さん講演会 

〜コスタリカから学ぶ『緑の思想』 

同氏(ﾌﾘｰﾗﾝｽ･ｺｽﾀﾘｶ研究家)〜1992年､ひとりの日本人ﾃｨ

ｰﾝｴｲｼﾞｬｰが中米の秘境･ｺｽﾀﾘｶに降り立った 

ほくとﾋﾞﾙ 4F (松戸市松戸 1879−

24､松戸駅西口徒歩 5分) 

ｸﾞﾘｰﾝｽﾞ千葉 

TEL:090-6704-9996 

2.06 金 19〜 

08 日~20 

市民社会をつくる 

ボランタリーフォーラム TOKYO/2015 
→ 今を想い、未来を創る ←   (有料) 

2全体会・33分科会・交流会 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動や市民活動に関心ある､実際に取り組んでい

る方々対象｡分野､地域､ｾｸﾀｰを横断したﾒﾝﾊﾞｰ｡実践の中

で直面している課題や想いをもとに､時間をかけて協議 

詳細 URL: http://www.tvac.or.jp/special/vf2015/ 

東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ､ 

飯田橋ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ 

(JR総武線 飯田橋駅 西口改札右) 

企画運営：同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:03-3235-1171 同ｾﾝﾀｰ 

 

2.07 土 

9~11 

高浜干拓地(茨城県石岡市)探鳥会 
参加費無料 

恋瀬川河口と霞ヶ浦の冬鳥を観察。 

筆記具、防寒具、あれば双眼鏡持参。 

集：恋瀬川河口愛郷橋右岸の桜

堤駐車場 (JR 高浜駅 徒歩 10 分) 

日本野鳥の会 茨城県 

TEL:029-224-6210 

2.07 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) 

〜 観察の基礎：樹形を考える(1) 

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 

http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1732.html
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://www.ckz.jp/shinsui/tegakentei.html
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/12/22oco700.htm
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.npobin.net/apply/
http://www.mbm-nikkan.jp/
mailto:nk-event@media.nikkan.co.jp
http://www.tvac.or.jp/special/vf2015/
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2.07 土 

13:30~15 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 公開講座 2015(1) 

〜楽しいｱｲﾃﾞｨｱで学ぶｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ 

杉浦正吾(杉浦環境ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ株)〜｢ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰをつくるﾜ

ｻﾞ｣を知り､これを使い楽しい発電ｱｲﾃﾞｨｱを考える。他 
柏市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F 同ｽﾃｰｼｮﾝ 

(柏市南増尾 56-2) 

同ｽﾃｰｼｮﾝ http://www.kankyostation.org/wp/ 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜15 時 

2.07 土 

13:30~16 

第 63回 環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｴｺｻﾛﾝ 

〜 侵略的外来種って、なに？ 

戸田光彦(自然環境研究ｾﾝﾀ)〜外来動物の意外な侵略性

西田智子(農業環境技術研)〜外来植物とのつきあい方 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ 15F 
(同市中央区中央 4-5-1 きぼーる内) 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 

2.07 土 

13:30~16 

(講演学習会) バイオマス 本当の話 

〜 持続可能な社会ために 〜 
泊みゆき(ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会NW)〜ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ概要･日本の

現状･問題点､失敗&成功事例｡Q&Aと交流会 

詳細：http://www.renet-chiba.net 

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 船橋本部 
(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ﾈｯﾄﾜｰｸちば 

TEL:047-420-2600 要予約 

2.07 土 

〜08 日 

羊(ひつじ)キャンプ (有料) 
対象：幼児、小学 1〜6年生 

羊とふれあい､動物について学ぶ 2日間｡ 

羊のﾌﾟﾛから羊との過ごし方を学ぼう! 

君津亀山少年自然の家 
(千葉県君津市笹字片倉 1661) 

(NPO)千葉自然学校 

TEL:043-202-7173 

2.08 日 

8~12 

多摩霊園(府中市)探鳥会{3/08も開催] 

〜墓地で探鳥と驚くことなかれ｡墓地* 

*は人影が少なく､鳥たちを近くで見られる絶好の

地｡身近な鳥たちをじっくり観察したい方にお勧め 
集：多摩霊園正門前広場 
(西武多摩川線 多磨駅徒歩 5 分) 

日本野鳥の会 東京 

TEL:03-5273-5141 

2.08 日 

8:30~11:30 

水辺の鳥の観察 
雨天中止 

水辺にはどんな鳥がいるのでしょうか？ 寒く

ない服装で。場所：堰や夷隅川河口周辺 

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 

2.08 日 

8:30~12 

あびこ自然観察隊｢おｰい冬鳥くん｣ 

〜手賀の丘公園から手賀沼まで探鳥｡ 

ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷやﾙﾘﾋﾞﾀｷ､ｶﾝﾑﾘｶｲﾂﾌﾞﾘやﾐｺｱｲｻなど樹

林の冬鳥から水辺の冬鳥まで幅広く観察 

集：同館駐車場 8:30 
(我孫子市高野山 234-3) 

我孫子市 鳥の博物館 

TEL:04-7185-2212 要申込 

2.09 月 

10~11:30 

ふれあい塾あびこ講座 

「どうする？地域のエネルギー」 

室山哲也(NHK)〜各地の自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用動向な

ど､後半は､我孫子市担当部局との意見交換 

ｱﾋﾞｽﾀﾎｰﾙ 
(我孫子市若松 26-4) 

同塾 

TEL:04-7183-3603 要申込 

2.12 木 

9:30~ 

自然観察会        雨天中止 

〜 (市川市)大町自然観察園探鳥会 

期待:ﾙﾘﾋﾞﾀｷ､ﾐｿｻｻﾞｲ､ｱｶﾊﾗ､ｼﾛﾊﾗ等｡持物:観察

用具､弁当､飲物､帽子､防寒具､敷物､雨具 

集：9:30 同園北口 
(市川市大町 284) 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

2.13 金 

13~15:45 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ〜｢低炭素･資源循環･自然共

生｣地域の実現による地域再生に向けて 

http://www.env.go.jp/press/100186.html 

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ(GPP)事業事例発表〜･北海

道下川町･埼玉県小川町･愛知県春日井市･東京ｶﾞｽ

(株)･山形県最上町･三重県伊勢市／相談会・意見交換 

JA共済ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾎｰﾙ 
(千代田区平河町 2-7-9 S永田町) 

環境省(TEL:03-5521-8234) 

gpp@oriconsul.com 2/10迄 

(株)ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 

2.13 金 

14~16:30 

太陽光発電｢屋根貸し｣ｾﾐﾅｰ 
http://www.tokyosolar.jp/seminar/000440.html 

水上貴央(弁護士)／建物管理者／発電事業者 

〜 契約書ﾓﾃﾞﾙ・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ解説や実例紹介 

新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ 3F会議室(新宿

区西新宿 1-23-7 新宿駅西口徒歩 5分) 

都 環境局都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部 

TEL:03-5388-3533 

2.13 金 & 

14 土 

低炭素杯 2015／ 14 日：特別ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ〜 気

候変動の時代〜 災害リスクの備えと知恵 
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2015/pdf/panf.pdf 

全国から選び抜かれた温暖化防止に取組むﾌｧｲﾅﾘｽﾄ

(学校･企業･NPO)が大集結! 4 分間のｽﾃｰｼﾞ発表で成

果を競い､温暖化防止活動の日本一を決定 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 国際会議場 他 

(江東区有明 3-11-1) 

同杯実行委員会 

TEL:03-6273-7785 
teitanso-hai@jccca.org 

2.14 土 

9:30~ 他 2 回 

バードウォッチング入門 in山下公園 
2 回目：11:00〜 3回目：13:00〜 

☆おしゃれなﾕﾘｶﾓﾒやひょうきんなｽｽﾞｶﾓを観

察♪ お好きな回に。初心者歓迎 

集：山下公園 赤い靴はいてた女の子

像前 (横浜市中区山下町 279) 

日本野鳥の会 神奈川支部 

TEL:045-453-3301 申込不要 

2.14 土 

11~15 

地球温暖化ﾌｫｰﾗﾑ&食のｳｲﾝﾀｰﾌｪｱ inまつど 

｢もったいないの日｣記念 

”もったいない”からはじめよう 

第一部｢もったいない体験ｺｰﾅｰ他｣／第二部 ﾍﾞﾘｯｼﾓ･ﾌﾗ

ﾝﾁｪｽｺ“｢もったいない｣を考える”地産地消ｸｯｷﾝｸﾞ／他 

松戸市民会館 ﾎｰﾙ及び会議棟 

(同市 松戸 1389-1) 

同市 行政経営課 

TEL:047-366-7311 
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikaku-kousou/mottainai/mottainai.html 

2.14 土 

13:30~15 

学芸員によるｻｲｴﾝｽﾄｰｸ 〜 自然の話題

を日々の研究成果からわかりやすく紹介 

滝本秀夫(同館)〜 生きた化石･ｲﾁｮｳの謎 
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/eventpage/105/index.html 

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 

2.14 土 

13:30~15 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 公開講座 2015(2) 
〜利根川堤防の自然から日本らしさを取り戻そう 

根本正之(東大)〜同堤防に素晴らしい半自然草

地が残るが､その理由とそれを広げる方法等 

柏市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F 同ｽﾃｰｼｮﾝ 

(柏市南増尾 56-2) 

同ｽﾃｰｼｮﾝ http://www.kankyostation.org/wp/ 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜15 時 

http://www.kankyostation.org/wp/
http://www.renet-chiba.net/
http://www.env.go.jp/press/100186.html
http://www.tokyosolar.jp/seminar/000440.html
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2015/pdf/panf.pdf
mailto:teitanso-hai@jccca.org
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikaku-kousou/mottainai/mottainai.html
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/eventpage/105/index.html
http://www.kankyostation.org/wp/
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2.15 日 

13:30~15:30 

緑の教室 

〜 家庭菜園 ｢農薬と肥料を上手に使おう!」 
吉村孝(緑の相談員)〜農薬や肥料を適切に使っ

ています？正しい知識で有効に使いましょう 

県立 北総花の丘公園 
(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 申込先着順 

2.15 日 

13:30~16:15 

第 5回 流山市 市民環境講座 

〜 講演と映画上映会 

井田寛子(天気ｷｬｽﾀ)〜天気ｷｬｽﾀがみた地球温暖化 

映画：温暖化が進むと何が起こるのか「＋6℃」 
http://www.na-shimin.org/pdf/kannkyou.pdf 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 

(TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅 徒歩 3 分) 

流山市／実施：温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7150-6083 入場先着順 

2.19 木 

13~16:50 

第 5回 自然地域トイレし尿処理 

技術セミナー＆技術相談会 
http://www.env.go.jp/press/files/jp/25885.pdf 

自然地域ﾄｲﾚの適切なし尿処理技術普及を目的。 

より現場に近い声を伝えるため､実証済み技術を導

入事例発表等と､実証試験申請ﾒｰｶｰのﾎﾟｽﾀｰ展示も 

日本環境整備教育ｾﾝﾀｰ 2F 
(墨田区菊川 2-23−3)  

 

環境省／事務局：(NPO)山の ECHO  

TEL:03-6809-1518 1/30迄 

2.19 木 

13:30~16:30 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰで豊かな日本を!ｱｸｼｮﾝ｣ｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ｢自然ｴﾈﾙｷﾞｰ飛躍の条件は何か｣ 
http://shizen-ene.blog.jp/archives/1017929830.html 

山家公雄(ｴﾈﾙｷﾞｰ戦略研)〜再ｴﾈ再接続:政府が検討した

ことしなかったこと/二村睦子(日本生協連)〜自然ｴﾈｱｸ

ｼｮﾝ 5 つの目標発表/他 5名登壇公開討論会 

東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ 
(渋谷区神宮前 5-53-67) 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰで豊かな日本を!ｱｸｼｮﾝ 

TEL:03-5942-8937 
注）申込みは左記 URLから 

2.19 木 

19~21 

企業×NGO で世界の森林を守る 

ﾌｫﾚｽﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 

〜第 1回 森林保全に企業の力を活かす 

登壇者:天田慎一(環境省)･戸村朝子(ｿﾆｰ(株))･秋山

映美((株)ﾗｯｼｭｼﾞｬﾊﾟﾝ) 

内容詳細：http://www.env.go.jp/press/16262.html 

日比谷図書文化館 小ﾎｰﾙ 4F 
(千代田区日比谷公園 1-4) 

環境省/(財)地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-5825-9735 

2.20 金 

14~18 

今､最も"旬"な NPOと企業の恊働事例発表！ 

☆日本ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ大賞最終審査･表彰式 

(有料) 

入賞 NPO/企業との対話ｺｰﾅｰ～協働ｷｰﾊﾟｰｿﾝに聞く｡

社会課題解決に挑む協働に関心の企業､NPO 必見 
詳細：http://www.psc.or.jp/award/news/20141205.html 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜本社ﾋﾞﾙ 2F大

会議室 

(新宿区西新宿 1-26-1) 

同大賞運営委員会 

TEL:03-3510-0855 

(NPO)日本 NPO ｾﾝﾀｰ 

2.21 土 

13:30~15 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 公開講座 2015(3) 
〜 どうして生き物を守らなければならないか 

北村亘(東京都市大)〜生物多様性とは､生きものや生

物多様性を守ることは､我々の暮らしへの影響は 

柏市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F 同ｽﾃｰｼｮﾝ 

(柏市南増尾 56-2) 

同ｽﾃｰｼｮﾝ http://www.kankyostation.org/wp/ 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜15 時 

2.21 土 

18:30~20:30 

企業×NGO で世界の森林を守るﾌｫﾚｽﾄﾊﾟｰﾄﾅ

ｰｼｯﾌﾟｾﾐﾅｰ〜第 2回 企業の経験･知識を

活す NGO/NPO のｷｬﾊﾟｼﾃｨﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ支援 

登壇者:天田慎一(環境省)･木村敏雄((NPO)ﾋﾟｰﾌﾟﾙｽﾞﾎｰﾌﾟ･ｼﾞｬ

ﾊﾟﾝ)･嵯峨生馬((NPO)ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾗﾝﾄ) 
内容詳細：http://www.env.go.jp/press/16262.html 

ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｽｸｴｱ M+(ｴﾑﾌﾟﾗｽ) ﾐﾄﾞﾙ 1 

(千代田区丸の内 2-5-2 三菱ﾋﾞﾙ 10F) 

環境省/(財)地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-5825-9735 

2.21 土 & 

22 日 10~16 

習志野市 みんなの消費生活展〜 目利きに

なろう!未来へつなぐ 豊かなくらし 

展示･実演･体験各ｺｰﾅｰ｡もったいない､食､本物選

び､電気安全&省ｴﾈ､隠れた危険､ﾘｻｲｸﾙ品抽選 他 

ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼 1F さくら公園側 
(習志野市 津田沼 1-23-1) 

同展実行委員会 

TEL:047-451-1151 内線 377 

2.25 水〜 

27 金 10~18 

第 11回 [国際]水素･燃料電池展 

～FC EXPO～ http://www.fcexpo.jp 

同電池の研究開発､製造に必要な技術､部品･

材料､装置と燃料電池ｼｽﾃﾑが出展の商談会 

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:03-3349-8576 

2.25 水〜 

27 金 10~18 

第 6回 太陽光発電システム施工展 
http://www.pvs-expo.jp 

太陽光発電ｼｽﾃﾑの設計､施工に関する製品､技

術が出展する日本唯一の専門展 

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:03-3349-8576 

2.25 水〜 

27 金 10~18 

第 6回 [新ｴﾈﾙｷﾞｰ]試作･加工展 
http://www.ptexpo.jp 

設計･開発課題を解決する､切削､板金､めっき､

鋳造､ﾌﾟﾚｽ等､加工技術が一堂出展の専門展 

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:03-3349-8576 

2.25 水〜 

27 金 10~18 

第 5回 ｴｺﾊｳｽ＆ｴｺﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ EXPO 
http://www.ecohouseexpo.jp 

環境住宅･省ｴﾈ建築に必要な製品･技術が一堂

に出展する国際専門展 

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:03-3349-8576 

2.25 水〜 

27 金 10~18 

第 5回 [国際]ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ EXPO 
http://www.smartgridexpo.jp 

ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ/ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨの構築に必要な製品･

技術が一堂に出展する国際商談展 

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:03-3349-8576 

2.25 水〜 

27 金 10~18 

第 3回[国際]風力発電展～WIND EXPO 
http://www.windexpo.jp 

同発電ｼｽﾃﾑの､部品､装置､構成機器､関連ｻｰﾋﾞ

ｽ､および大型･小型風車が出展の国際商談展 

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:03-3349-8576 

http://www.na-shimin.org/pdf/kannkyou.pdf
http://www.env.go.jp/press/files/jp/25885.pdf
http://shizen-ene.blog.jp/archives/1017929830.html
http://www.env.go.jp/press/16262.html
http://www.psc.or.jp/award/news/20141205.html
http://www.kankyostation.org/wp/
http://www.env.go.jp/press/16262.html
http://www.fcexpo.jp/
http://www.pvs-expo.jp/
http://www.ptexpo.jp/
http://www.ecohouseexpo.jp/
http://www.smartgridexpo.jp/
http://www.windexpo.jp/
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2.25 水〜 

27 金 10~18 

第 6回 [国際]二次電池展～ﾊﾞｯﾃﾘｰ 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ～ http://www.batteryjapan.jp 

二次電池･ｷｬﾊﾟｼﾀの研究開発･製造の技術､部

品･材料､装置と二次電池が出展する国際商談 

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:03-3349-8576 

2.25 水〜 

27 金 10~18 

第 1回 電力自由化 EXPO 
http://www.e-jiyuka.jp 

新電力をはじめとした電力小売り事業に関連

するｻｰﾋﾞｽが一堂に出展 

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:03-3349-8576 

2.28 土 

10~12 

里山管理体験 みんなで里山の手入れをして､木の名札を作り

ましょう｡ 協力:里山ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

国営ひたち海浜公園内 古民家 

(ひたちなか市 馬渡字大沼 605-4) 

同公園 

TEL:029-265-9001 事前申込要 

2.28 土 

10~16 

自然体験活動指導者のための 

IT・ソーシャルメディア研修 (有料) 
活動紹介のためｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱを始めたい､又は活

用できない方に､ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ力を高める研修 

君津亀山少年自然の家 
(君津市笹 1661-1) 

左同 

TEL:0439-39-2628 要申込 

2.28 土 

13~16 

福島原発問題を風化させない！ 

福島問題を考えるフォーラム 2015 
〜 甲状腺検針等の健康調査の必要性と実

態、福島の現状、放射性廃棄物問題 〜 

種市靖行(小松ｿﾌｨｱ病院)〜放射能汚染の健康影響--甲状

腺検針結果を中心に／日野行介(毎日新聞)〜原発事

故情報操作の闇／武藤類子(福島原発告訴団)〜略／他 
※参加者限定 甲状腺エコー検査実施(要予約) 

船橋市勤労市民ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾙ 
(船橋市本町 4-19-6) 

同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:047-420-2600 
事務局:ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 

2.28 土 

13:30~15 

植物園研究最前線 ／ 遊川博士の研究 

〜 ランはキノコを食べる 

遊川知久(同園)〜ｷﾉｺなしでは生きていけない植

物､ﾗﾝ｡ｷﾉｺを巧みに操るﾗﾝの奇妙くらしを紹介 

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 

2.28 土 

13:30~16:30 

第 31回 運河塾 

流山市と利根運河の希少種 

〜 川と森を活かした街づくり〜 

紺野竹夫(流山のｵｵﾀｶを守る会)〜市野谷の森のｵｵﾀｶ生息環

境の変遷／柳沢朝江(利根運河の生態系を守る会)〜利根運河

の植生調査で判ったこと／他講演等 3件 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 4F大会議室 

(TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅 徒歩 3 分) 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:04-7124-9145 

2.28 土 

13:30~ 

くらしの植物苑観察会 天野誠(県立中央博物館) 

〜 くらしの中に息づく植物 

国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑 
(佐倉市城内町 佐倉中学校となり) 

同館 

TEL:03-5777-8600 (ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

3.01 日 

9~(12) 

さとやま観察会 

「野鳥の繁殖」   

春は野鳥の繁殖の季節｡市野谷の森で野鳥を観

察し繁殖の仕組みを学ぶ｡ 

集：流山市 初石公民館 
(東武野田線初石駅徒歩 5分) 

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

3.01 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) 
〜 植物の冬越し（冬） 

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 

3.01 日 

10~17:30 

ﾉｰﾍﾞﾙ･ﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ･東京 2015 

｢生命科学が拓く未来(Genetic Revolution and 

its Future Impact)｣☆ﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞者多数登壇 

遺伝学､ｹﾞﾉﾑ科学はじめ生命科学の発展が､現在､未

来の私たちの社会に何をもたらすのでしょうか? 
http://www.nobelprizedialogue.org/tokyo2015/jp 

東京国際ﾌｫｰﾗﾑ､ﾎｰﾙ B5/B7 
(千代田区丸の内 3-5-1) 

(独)日本学術振興会 ﾉｰﾍﾞﾙ財団 

TEL:03-3263-4034(株)ｺﾝｸﾞﾚ 

3.01 日 

14~16:20 

体験活動ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座 

〜自発的な活動を支える人になろう 

加納基成(ﾃﾞｨｰﾌﾟﾃﾞﾓｸﾗｼｰｾﾝﾀｰ)〜活動に必要な知識､気

づく､感じる､検証し考える､行動等の各力を学ぶ 
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／申込:HP等から 

TEL:04-7140-8611 2/9迄 

3.01 日 

1430~16:30 

ｾﾐﾅｰ〜 住まいを守る！防災･省エネ 

☆ 開口部とガラスの選び方 ☆ 

家づくり計画の基本や注意点を､戸建･ﾏﾝｼｮﾝ問わず

安心･安全に暮らすﾎﾟｲﾝﾄと共に分かりやすく 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 7F 

(新宿区西新宿 3-7-1 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同 

TEL:03-5322-6500 要申込 

3.03 火〜 

06 金 10~17 

【日経ﾒｯｾ】ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾌｪｱ 2015(第 12回) 

https://messe.nikkei.co.jp/lf/ 

最新照明製品と制御ｼｽﾃﾑ､測定装置など紹介

の日本最大級あかり総合展。事前登録で無料 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 1・2 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本照明工業会､日本経済新聞社 

TEL:03-6256-7355 

3.04 水 

10~17:40 

国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･REvision2015/同時通訳あり 

〜自然ｴﾈﾙｷﾞｰ拡大のための日本の挑戦 
http://jref.or.jp/activities/events_20150304.php 

ｱﾃﾞｱ･ﾀｰﾅｰ(ﾆｭｰ･ｴｺﾉﾐｯｸ･ｼﾝｷﾝｸﾞ)〜持続可能な未来のｴﾈﾙｷﾞｰ

政策(仮)／(1)世界の自然ｴﾈ拡大と日本/(2)電力市

場の自然ｴﾈ大量導入対応政策と日本の課題/ 他 

ｲｲﾉﾎｰﾙ 
(千代田区内幸町 2-1-1 4F) 

(公財)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6895-1020 申込先着順 

3.07 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) 

〜 観察の基礎：樹形を考える(2) 

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 

http://www.batteryjapan.jp/
http://www.e-jiyuka.jp/
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://www.nobelprizedialogue.org/tokyo2015/jp
https://messe.nikkei.co.jp/lf/
http://jref.or.jp/activities/events_20150304.php
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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'15 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 

1.29 木 

10~14 

語ろう・食べよう 

「小松菜産地交流会」 

斉藤摩多以(調理師)〜栽培から食べ方まで､見て､

聞いて､味わいながら生産者と消費者の交流 

JA ちば東葛西船地区経済ｾﾝﾀｰ 

(船橋市行田 3-7-3) 

(NPO)ちば農業支援ﾈｯﾄﾜｰｸ  

TEL:043-310-3271 1/15迄 

1.29 木 

13~15:50 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

第 52回 試験研究成果発表会(野菜 II) 

〜 皆様からの声を今後の研究に反映 

静電噴霧と送風を併用することで散布ﾑﾗを改善し

た 新型防除ﾛﾎﾞｯﾄの開発／晩生ｴﾀﾞﾏﾒの熟度判定ｽ

ｹｰﾙの開発／他 4 件／詳細:右記 URL該当項目をﾁｪｯｸ 

同ｾﾝﾀｰ 農本館 
(千葉市緑区大膳野町 808) 

同ｾﾝﾀｰ 野菜研究室 

TEL:043-291-9987 
http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html 

1.30 金 

13~15:50 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

第 52回 試験研究成果発表会(果樹 I) 

〜 皆様からの声を今後の研究に反映 

秋季及び受粉期間中におけるﾅｼ黒星病防除のﾀｲﾐﾝ

ｸﾞ／ﾊﾟﾗﾌｨﾝ系ﾃｰﾌﾟを利用してｲﾁｼﾞｸ挿し木の成功率

を上げる／他 3 件／詳細:右記 URL該当項目をﾁｪｯｸ 

同ｾﾝﾀｰ 農本館 
(千葉市緑区大膳野町 808) 

同ｾﾝﾀｰ 果樹研究室 

TEL:043-291-9989 
http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html 

2.03 火 

10~14 

太巻き寿司教室 (流山市民対象) 

〜房総の郷土料理として親しまれ＊ 

*見てきれい食べておいしい太巻き寿司を作る 
詳細:http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/14595/014476.html 

流山市北部公民館(美原 1-158-2)･

同東部公民館(名都借 756-4) 

流山市農政課 

TEL:04-7150-6086 1/19迄 

2.03 火 

13~16 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

第 52回 試験研究成果発表会(野菜Ⅲ) 

(1)しっとり甘いｻﾂﾏｲﾓ品種べにはるか＊ 

＊栽培法(2)品質良いｻﾂﾏｲﾓを計画的に出荷するた

め[2件]／ｻﾂﾏｲﾓは味で勝負 食味の違いを販売に

活かそう／全 7 件／詳細:右記 URL該当項目をﾁｪｯｸ 

同ｾﾝﾀｰ 水稲･畑地園芸研究所 

(香取市大根 1285) 

同所 

TEL:0478-59-2100 
http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html 

2.03 火 

14~15:30 

食の安全・安心講演会 
柏市民対象(在住・在勤) 

内閣府食品安全委員会派遣講師〜 農薬を考え

よう～ 野菜や果物の安全を見守る仕組み 

ｳｪﾙﾈｽ柏 
(柏市柏下 65-1) 

柏市保健所生活衛生課 

TEL:04-7167-1259 要申込 

2.05 木 

13~15:15 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

第 52回 試験研究成果発表会(作物) 

(1)｢ｺｼﾋｶﾘ｣の有機栽培育苗技術と中＊ 

＊耕除草技術 (2)小麦新品種｢さとのそら｣の安定生

産のﾎﾟｲﾝﾄ (3)基盤整備とともに進める集落ぐる

み営農／他 2件／ 詳細:右記 URL該当項目をﾁｪｯｸ 

同ｾﾝﾀｰ 農本館 
(千葉市緑区大膳野町 808) 

同ｾﾝﾀｰ 水稲･畑地園芸研究所 

TEL:0478-56-0002 

http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html 

2.11 水祝 

13:30~15:30 

緑の講習会  

〜 かんきつ類･よく実のなる育て方 

伊藤義治〜虫と病気の発生を抑え収穫容易の

ため剪定は大事な作業｡そのｺﾂと育て方を学ぶ 

県立 柏の葉公園 
(柏市柏の葉 4-1) 

同 公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015 受付中 

2.13 金 

13:30~15:15 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

第 52回 試験研究成果発表会(果樹Ⅱ) 

〜 皆様からの声を今後の研究に反映 

(1)施設栽培に適したﾋﾞﾜ新品種｢はるたより｣の特

性(2)種子なしﾋﾞﾜ｢希房｣の省力的な着果方法／ 

他ﾋﾞﾜ 2件／ 詳細:右記 URL 該当項目をﾁｪｯｸ 

同ｾﾝﾀｰ 暖地園芸研究所 
(館山市山本 1762) 

同所 

TEL:0470-22-2961 

http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html 

2.13 金 

13:30~16 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

第 52回 試験研究成果発表会(林業) 

〜 皆様からの声を今後の研究に反映 

(1)森林に残された資源｢木質ﾊﾞｲｵﾏｽ｣の搬出方法

(2)ﾋﾉｷの花粉飛散量を雄花の観察から予測する 

他 2件／ 詳細:右記 URL該当項目をﾁｪｯｸ 

さんぶの森文化ﾎｰﾙ 
(山武市埴谷 1904-5) 

同ｾﾝﾀｰ 森林研究所 

TEL:0475-88-0505 

http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html 

2.14 土 

10~12 

柏の葉ｱｶﾃﾞﾐｱ講座Ⅶ 

〜 家庭で楽しむ果樹栽培 〜 
三輪正幸(千葉大)〜2月は果樹剪定の適期｡剪定は収

穫の必須作業｡｢剪定は難しい｣という声から､ﾎﾟｲﾝﾄ
さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏の葉 4-3-1) 

左同 http://www.kplaza.pref.chiba.lg.jp/index.html 

TEL:04-7140-8615 1/31迄 

3.08 日 

10~12 

トウキョウサンショウウオの 

卵のうを見つけよう 

ﾄｳｷｮｳｻﾝｼｮｳｳｵの卵のうを探し観察｡(卵のう･成体

の採捕不可)｡長靴､防寒作業服､雨具など持参 

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 

(未定) 日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(    ・・    ) 

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) 

http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/14595/014476.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html
http://www.kplaza.pref.chiba.lg.jp/index.html
http://www.chibawbsj.com/
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☆ 失敗しない剪定のポイント ☆ をおさえた失敗しない剪定法のﾏｽﾀｰができる 

2.15 日 

10:30~12 

春の"まつり(太巻き)寿司"講習会 

〜 お祝いの食卓は まつり寿司!! 

春はｽﾀｰﾄの季節、彩り華やかな"まつり寿司"囲

んで楽しいお祝いの席を演出しませんか? 
http://www.na-shimin.org/pdf/maturi.pdf 

流山市 初石公民館 
(同市 西初石 4-381-2) 

たすけあいの会 なでしこ 

TEL:090-1268-2971 

2.15 日 

13:30~15:30 

緑の教室 〜 家庭菜園｢農薬と肥料

を上手に使おう!｣ 

吉村孝(緑の相談員)〜農薬や肥料を適切に使っ

ています？正しい知識で有効に使いましょう 

県立 北総花の丘公園 
(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 申込先着順 

2.21 土 

8~15 

親子海苔(のり)すき体験・漁業体験 
荒天中止 

対象：船橋市在住の小学 3年〜中学生と保護

者。定員：15 組(多数は抽選)。 

船橋市 漁業協同組合事務所 
(同市湊町 1) 

同市 農水産課 

TEL:047-436-2492 2/02必着 

2.21 土 

10~14 

そばうち体験 

中学生以上対象。参加費 1000 円 
そばを自分で打ち皆で味わいましょう｡持参品:

ﾎﾞｳﾙ(30cm以上)､割烹着､頭巾､ﾀｵﾙ､持帰り容器 

現地集合/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 

2.21 土 

13:15~15 

(独)森林総研 森林講座 

〜 花粉の出ないスギをつくる 
小長谷賢一(同総研)〜国民病のｽｷﾞ花粉症｡ﾊﾞｲｵ

ﾃｸﾉﾛｼﾞで花粉を作らない品種改良取組み紹介 

多摩森林科学園 森の科学館 2F 

(八王子市廿里町 1833-81) 

同学園/http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/ 

TEL:042-661-1121 申込先着順 

2.28 土 

10~13 

食を楽しむ教室 

〜 初めてのソバ打ち体験 
夢ふれ愛ｻｰｸﾙ(白井市)〜ｿﾊﾞ粉からの打ち方を伝

授｡打ったｿﾊﾞは皆で試食し、持帰りもあり 

県立 北総花の丘公園 
(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 申込先着順 

2.28 土 

13:15~16:45 

幼稚園･保育所等の食育を考える 

第 9回 食育ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
小泉武夫(東京農大)〜日本文化や和食の良さを園

生活でどのように取り入れ家庭に発信するか／他 

すみだﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎｰﾙ 
(墨田区吾妻橋 1-23-20) 

(NPO)ｷｯｽﾞｴｸｽﾌﾟﾚｽ 21/詳細 HP参照 

TEL:03-3553-1935 

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 

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 】 

1.30 金 

まで 

青年就農給付金(準備型) 

〜 就農前 2 年(最長)､就農後 5 年(同)､* 

*年間 150万円受給可｡対象：就農予定時 45歳

未満。別途「経営開始型」あり。 

研修地を管轄する県農業事務所企

画振興課 

県 担い手支援課 

TEL:043-223-2904 

2.21 土 

9~11 

ふなばし朝市     小雨決行 

〜 ふなばしｾﾚｸｼｮﾝ認証品も販売 

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 
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 

http://www.na-shimin.org/pdf/maturi.pdf
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/
http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/volunteer/volunteer-bosyu.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/volunteer/volunteer-bosyu.html
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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 

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 

 

開催・募集・他 [ 分野は共通。NEW:新掲載 ] 

いつ '15 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 

募集中 

3 泊 4 日※ 

NEW 

｢ツバメを守ろう! 国際交流ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ“ｸﾞﾘｰﾝ･ﾎﾘﾃﾞｰ in台湾｣ 

※：4月 25日(土)～28 日(火) 

台湾の子どもたちと一緒に､ﾂﾊﾞﾒを観察しながら湿

地環境を守るﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾂｱｰ。詳細：下記 URL 参照 
http://www.wbsj.org/activity/event/greenholiday/gh-taiwan-ja2/ 

台中市 

(高美湿地､高美・國光小学校 他) 

(公財)日本野鳥の会 

TEL:03-5436-2625 

1.30 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 

1.30 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 

1.31 土まで 古川守「竹細工展」 長生村の竹工芸家古川氏によるｸﾜｶﾞﾀ､ｶﾌﾞﾄﾑｼ､

犬力者､ｱﾘの荷車などやﾌｸﾛｳ木工芸品約 60点 

ｷﾞｬﾗﾘｰ和更堂 
(市原市更級 1-9-1) 

左同／月・木 休み 

TEL:0436-98-5251 10〜11時 

1.31 土まで 企画展「石栗照平 凧展」 

★～運河の大空に舞いあがれ！～★ 

各地の伝統ある凧をはじめ､利根運河に生息す

る鳥にちなんだ立体鳥凧など約 20点を展示 

利根運河交流館 

(東武野田線･運河駅徒歩 5分) 

同館／月･火＆12/29〜1/3休 

TEL:04-7153-8555 

1.31 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 ﾊﾟﾈﾙ 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 

1.31 土〜 

5.10 日 

NEW 

花野井醤油モノがたり／柏の歴史企画展 
〜 吉田甚左衛門家の軌跡 

(詳細は右記 URL参照) 

県内の醤油醸造は大消費地の江戸､利根川水系の船

運で発展｡5年の民具調査から､様々な人々の息吹

が｡古写真の初のｶﾗｰ化も｡関連ｲﾍﾞﾝﾄあり｡ 

柏市郷土資料展示室 

(柏市大島田 48-1) 

柏市教育委員会文化課 

TEL:04-7191-7414 
http://kashiwa.info/event/event_view.cgi?mode=detail&num=11756 

     

http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
http://www.wbsj.org/activity/event/greenholiday/gh-taiwan-ja2/
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://kashiwa.info/event/event_view.cgi?mode=detail&num=11756
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2.01 日まで 写真展「海の宝石-ウミウシの世界」 

〜 さまざまな色彩のｳﾐｳｼの仲間＊ 

*約 200種､日本各地での撮影写真を紹介｡ 

ﾁｰﾊﾞくんからお年玉ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ(中学生以下先着 50人) 

海の博物館(県立中央博物館分館) 

(勝浦市吉尾 123) 

同館 

TEL:0470-76-1133 

2.07 土〜 

22 日 NEW 

第 31回 植物画コンクール入選作品展 
期間中、植物画描き方講座あり 

全国 2561 点の応募から 106 点入選｡部門別展示 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/02botanical/ 

国立科学博物館 筑波実験植物園 

(つくば市天久保 4-1-1)  
同園 

TEL：029-851-5159 

2.07 土〜 

6.28 日 

NEW 

第 71回 企画展「鳥はなぜ鳴くの？」 
〜 〜 鳥の鳴き声展 〜 〜 

講演会：3月 22 日(日)13:30〜 

鳴き声を出すしくみは? 千葉県の鳥｢ﾎｵｼﾞﾛ｣ってど

んな声? 実際に様々な鳥の声を聞きながら見学を。 
http://www.bird-mus.abiko.chiba.jp/Exhibitions/kikakuten/71/71.html 

我孫子市 鳥の博物館 
(同市高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 

2.08 日まで アート・ウルフ写真展 「EARTH IS MY 

WITNESS--地球、わが証人--」 
http://www.konicaminolta.jp/plaza/index.html 

ｱﾒﾘｶ自然写真家ｱｰﾄ･ｳﾙﾌ氏の作品展｡急速に失われ

つつある自然環境や野生動物､希少な文化にﾌｫｰｶｽ

した作品厳選｡自然写真の芸術的価値を向上に功労 

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗｻﾞ ｷﾞｬﾗﾘｰ A 
(新宿区新宿3-26-11 新宿高野ﾋﾞﾙ) 

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ(株) 

TEL:03-3225-5001 同ﾌﾟﾗｻﾞ 

2.08 日まで 特別展 

〜出土品からみる 狩りと採集の生活 
・・1936年､明石原人研究の直良博士が＊ 

＊ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ(松)､ﾄｳﾋ(松)､ｶﾗﾏﾂの実を多数含む地層を発

見､｢江古田植物化石層｣とした｡この地層研究から、約

15,000年前の中野(東京)は今より気温が低い場所だった。 

山崎記念 中野区立歴史民俗資料館 

(同区江古田 4-3-4) 

同館／休館日要確認 

TEL:03-3319-9221 

2.11 水 

10~20 搬入 

第 36回 船橋市写真展(全国公募) 

アマチュア写真愛好家の発表の場 

会期：2/14(土)〜22(日) 

資格：船橋市文化芸術活動に関心ある 16 歳以上 

題材：自由※(他展入賞作品不可)。種別：ﾓﾉｸﾛ単写真､

組写真(ﾓﾉｸﾛ&ｶﾗｰ)､ｶﾗｰ単写真。他詳細右記 URL 

http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi

/study/0002/syasintenn36bosyuu.html 
※：環境・気候変動・災害など、公益・社

会性ある作品可 

船橋市教育委員会・同市写真連盟 

TEL:047-436-2894 

2.15 日 

まで 

○写真募集○ 私のベストショット 

「花 と 緑」 

大切に育てている花､珍しい花､自慢のお庭や

風景など､思い入れ写真｡3 月頃公園ｾﾝﾀｰで展示 

http://www.cue-net.or.jp/kouen/ao

ba/index.html 内容詳細 URL(予定) 
青葉の森公園管理事務所 

TEL:043-208-1500 

2.17 火まで 安野光雅 

〜 御所の花 〜 

両陛下のお庭を彩る四季の草花〜 御所の豊か

な自然を堪能できる水彩画約 130点を展示 

前橋ｽｽﾞﾗﾝ別館 7・8F 
(前橋市千代田町 2-12-3) 

上毛新聞社事業局 

TEL:027-254-9955 

2.22 日まで 

NEW 

ヒカリ展☆光のふしぎ､未知の輝きに迫る! 
http://www.kahaku.go.jp/exhibitions/ue

no/special/2014/hikari/ 

｢宇宙･地球･人｣をｷｰﾜｰﾄﾞ｡可視光だけでなく､電波

や赤外線､紫外線､X 線など､自然界のさまざまな

｢光｣を集め､その魅力や不思議に迫る。  有料 

国立科学博物館 
(台東区上野公園 7-20) 

同館 

TEL:03-5777-8600 

2.22 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 

2.27 金まで 

NEW 

手賀沼畔の里山を保全するために 

H27年度 里山農教室受講生募集 (有料) 

2/28(土)けやきﾌﾟﾗｻﾞ(我孫子駅南口)説明会 

遠藤織太郎(農学博士)〜有機無農薬の野菜・水稲・

そば栽培を実習・座学で｡里山保全基礎技術も実習 

http://mrs.living.jp/kashiwa/event_leisure/article/1778797 

我孫子市根戸新田 

(根戸城址周辺｡北柏駅徒歩 15 分) 

(NPO)手賀沼ﾄﾗｽﾄ 

TEL:04-7115-1109 先着順 

2.27 金まで 

NEW 

太陽光発電システム等設置費用補助 

対象:同ｼｽﾃﾑは個人住宅と協同住宅､＊ 
それ以外は個人住宅のみ｡他対象機器:ｴﾈﾌｧｰﾑ､

蓄電池ｼｽﾃﾑ､HEMS､EV 充電設備｡ 詳細右記 URL 

http://www.city.funabashi.chiba.jp/ku

rashi/kankyou/0007/p029346.html 
船橋市地球温暖化対策推進室 

TEL:047-436-2465 

2.28 土まで 健康で、自然を学び、社会とつながる
〜 充実したシニアライフを 〜 

千葉シニア自然大学 受講生募集(有料) 

修得:自然を観る力･野外活動の基礎力･農業の基礎

力･自然を学ぶ仲間の輪･社会とつながる場。 

開講期間:H27年 4月〜H28年 3月｡詳細右記 URL 

http://www.chiba-ns.net/seniorshi

zendaigaku/recruit.shtml 
(NPO)千葉自然学校 

TEL:043-227-7103 

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/shient

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

TEL：03-5823-4830 

     

http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/02botanical/
http://www.bird-mus.abiko.chiba.jp/Exhibitions/kikakuten/71/71.html
http://www.konicaminolta.jp/plaza/index.html
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/study/0002/syasintenn36bosyuu.html
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/study/0002/syasintenn36bosyuu.html
http://www.cue-net.or.jp/kouen/aoba/index.html
http://www.cue-net.or.jp/kouen/aoba/index.html
http://www.kahaku.go.jp/exhibitions/ueno/special/2014/hikari/
http://www.kahaku.go.jp/exhibitions/ueno/special/2014/hikari/
http://www.shizen.spec.ed.jp/?page_id=130
http://mrs.living.jp/kashiwa/event_leisure/article/1778797
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029346.html
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029346.html
http://www.chiba-ns.net/seniorshizendaigaku/recruit.shtml
http://www.chiba-ns.net/seniorshizendaigaku/recruit.shtml
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/h26kouhoupanf.pdf
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/h26kouhoupanf.pdf
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3.01 日まで 鳥学と歩んだ画家・博物画の鬼才 

〜 小林重三(こばやししげかず)の世界 
2/01(日)迄と 2/03(火)からと展示入替あり 

日本鳥類大図鑑｣図版原画53点(初公開)､掛図･表紙

絵･ｶﾚﾝﾀﾞｰ原画含む水彩画､油彩画､ｽｹｯﾁ類など約

180点により同氏の世界と足跡紹介  

町田市立博物館 
(同市 本町田 3562) 

同館(TEL:042-726-1531) 

TEL:042-722-3111 同市役所 

3.06 金 

必着 

12 月は地球温暖化防止月間 

〜 ながれやま節電チャレンジ 2014・冬 
節電達成で｢ながぽん｣500 ﾎﾟｲﾝﾄ ゲット 

12 月〜2 月の期間、前年同月比 1日あたり 10％以

上節電達成世帯。なお、昨年冬のチャレンジ達成

世帯は同 1％以上で応募可。詳細は右記 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 

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 

3.15 日まで 

 
活動期間:11 日迄 

第 6回 Make a CHANGE Day(参加登録ｸﾞﾙｰﾌﾟ募集) 
ﾃｰﾏ：あなたの参加が社会を変える 

事例発表交流会:1/22(木)15 時〜18 時 

ﾌｧﾐﾘｰ･学校･職場･仲間･2名以上の活動を登録｡ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ間の恊働可｡活動分野･地域･年齢･性別･国

籍等不問｡原則右記 URLから登録｡参加費無料｡ 

内容詳細 URL 
http://makeachangeday.com 

(NPO)愛･地球博ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

TEL:052-218-7350 
mcd@vol-expo2005.jp 

3.31 火まで 

NEW 

千葉県知事宛〜「県立市野谷の森公

園」早期実現を求める署名(請願) 

呼びかけ団体･署名事項･署名理由･署名用紙

送付先等の詳細は､右記 URL 参照 

http://www.nposatoyama.com (NPO)NPO さとやま 

TEL:04-7159-2526 

3.31 火まで 

NEW 

日本野鳥の会「ワイルドバード・カレ

ンダー2016」写真募集 

ﾃｰﾏ：多様な風景多様な野鳥 

｢多様な環境があって､多様な生物が生きていける｣､

そのようなﾒｯｾｰｼﾞをｶﾚﾝﾀﾞｰで伝えていきたい｡ 

繁殖行動に影響を与える(た)と思われる写真は不採用 

http://www.wbsj.org/goods/calendar/ 同会普及室 

TEL:03-5436-2626平日 10～17時 

3.31 火まで 富津市名産｢生のり｣で､まちを活性化! 

第８回 ふっつ(富津)生のりフェア 

〜 のぼりある店で生海苔料理が味わえる 

生のりはﾋﾞﾀﾐﾝ類や鉄分､紫色素を多量に含む風味

豊かな健康食､しかも産地で旬の冬のみ食べられる 

http://www.futtu-city.or.jp/namanorifair/namanorifair.htm 

同市内全 23 店/工場見学可能な所も

あり。 

詳細は左記 URL 参照 

富津市商工会 

TEL:0439-87-7071 

5.11 月まで (県内)中学生 水の作文コンクール 

〜毎年 8月 1日〜7日は｢水の週間｣ 

ﾃｰﾏ:水について考える｡限りある貴重な水の理

解を深める｡400字詰め原稿用紙 4 枚以内｡ 

〒260-8667(住所不要)県水政課 
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/inde

x.html ← 詳細 

同課 

TEL:043-223-2274 

6.07 日まで 

9:30~17 

第 62回 企画展「マンモスが渡った橋〜

氷河期の動物大移動」 

展示構成:ﾍﾞｰﾘﾝｼﾞｱを渡った動物たち＊ 

＊･氷河期と地球の気候変動･北米ﾗﾝﾁｮ･ﾗ･ﾌﾞﾚｱの

動物たち･日本へやってきた動物たち･第四紀は人

類の時代･過去,現在,そして未来の気候変動 

茨城県自然博物館 
(同県 坂東市大崎 700) 

同館 

TEL:0297-38-2000 

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 

     

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/360/003291.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html
http://makeachangeday.com/
mailto:mcd@vol-expo2005.jp
http://www.nposatoyama.com/
http://www.wbsj.org/goods/calendar/
http://www.futtu-city.or.jp/namanorifair/namanorifair.htm
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.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
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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 〜〜〜 
 

 

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 

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://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

