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☆ 皆様へ（転送は自由です）☆ 

 

明日ぐらいに梅が咲きそうです。お近くではいかがでしょうか。 

世界の京都議定書目標達成は 1990 年比で約 23％削減出来そうです。 

[2015 年 2 月 20 日付け毎日新聞] 

(今朝の暖房前 室内温度：16℃、外気温：7℃） 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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【～太陽光発電に思う～】 

2008 年 6 月、約 4kW の太陽光発電(以下 PV)を屋根に載せる前、 

太陽光発電所ネットワーク(以下 PV-Net)という市民団体に入り、 

PV を教わり納得してから設置し自家発電を始めました。 

 

それより遥か前から先を読み PV 設置している諸先輩が 

今の PV 時代をソフト・ハード両面で築いてきたと思います。 

 

今では全国メガ級から家庭用まで太陽の光を電気エネルギーに変え、 

市民によるエネルギー自給が増え、住宅構造の省エネ化を向上させ 

100％以上のエネルギー自給が現実になっています。 

 

全国で緑を大事にしつつ PV 普及をバランス良く進めばと思います。 

 

PV-Net 千葉地域交流会では、家庭用以外の PV 普及活動も行い、 

最近では農地への市民発電所設置へも会員が協力参加しています。 

関連 URL：http://chiba-greenenergy.jimdo.com 

http://kanpachiba.com/wp-content/uploads/tayori101.pdf (7 ページ参照) 

 

4 年前の大震災による原発事故がエネルギー転機になりましたが、 

それまでは今のエネルギー市民参加の流れを誰が予想したでしょうか。 

 

資金面で長いスパンを安心して託せる身近な金融機関あれば、 
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さらなる自然エネルギーの広がりが期待できます。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・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★ 2015.02.25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 

月例観察会 千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

第一日曜：三番瀬／第二日曜：行徳＊ 

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

＊第三日曜：谷津干潟／第四日曜：花見川(探鳥) 

内容含め左記 URL 参照 左記 URL 参照 
scene.sato@jcom.home.ne.jp 

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 

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 

2.27 金 

14~16:30 

東京都 環境建築ﾌｫｰﾗﾑ 

「暖房なしでも冬ポカポカの家」 
☆住宅にご関心がある方ならどなたでも 

高断熱･気密で寒い時期も快適｡暖房費も抑えられる住

宅｡登壇者:前真之(東京大)/岸野浩太(夢･建築工房)/他 

新宿 NS ﾋﾞﾙ 30F NS ｽｶｲｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾎｰ
ﾙ 

(新宿区西新宿 2-4-1) 

都 環境局環境都市づくり課 

TEL:03-5388-3536 2/20迄 

詳細：http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/forum/forum2014_info.html 

2.28 土 

9:30~12 

第 2回 Eco ｶﾌｪﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

〜 サス学で育む未来を創る力 

杉浦正吾(ﾈｸｽﾌｧ)〜企業と連携､多様なつながり

の中で未来を作り出す｢ｻｽ学｣ﾐﾆ版を体感 
詳細：http://www.jeef.or.jp/activities/ecocafe/ 

柏市高柳近隣ｾﾝﾀｰ 会議室 A･B 

(東武線 高柳駅徒歩 5 分) 

環境省／(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-3350-6770 要申込 

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 

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 

http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
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/
http://www.batteryjapan.jp/
http://www.e-jiyuka.jp/
http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/forum/forum2014_info.html
http://www.jeef.or.jp/activities/ecocafe/
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※参加者限定 甲状腺エコー検査実施(要予約) 

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) 

2.28 土 

13:30~16:40 

消費者のための 柏市 賢い住まいづくり講座 

｢ﾘﾌｫｰﾑで安心･快適･健康長寿ｴｺﾗｲﾌを

愉しむ!｣ 詳細 URL：http://npo-sjf.com 

☆ﾘﾌｫｰﾑの進め方と業者選定法☆減税･補助金制度

(国､柏市)☆健康長寿ｴｺﾗｲﾌ実現ﾎﾟｲﾝﾄ 

講師､個別住宅相談など左記 URL参照 

柏商工会議所会館 401 会議室 

(柏市東上町 7-18) 

(NPO)消費者住宅ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:04-7167-1141 要申込 

柏市商工振興課 

2.28 土 

14~16 

持続可能な地域社会づくりを考える 

勉強会 

☆どなたの参加も歓迎･興味ある方はお気軽に☆ 

福井信行(かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ)〜柏の持続可能な地域社会

づくり､市民活動が担うことを皆で話し合う 
http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/ 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 
(柏市南増尾 56-2 南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F) 

同ｽﾃｰｼｮﾝ 温暖化対策部会 

TEL:04-7170-7090 要申込 
受付：平日 13〜17時 

2.28 土 

14~17 

第 5回 流山市景観シンポジウム 

「景観の面白がり方」 
八馬智(千葉工大)〜(左記ﾃｰﾏ講演)／登壇者:横内 

憲久(日大)･福井恒明(法政大)･岡田智秀(日大) 

流山市 南流山ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ 

(同市 南流山 3-3-1) 

同市 都市計画課 

TEL:04-7150-6087 申込不要 

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  

〜 植物の冬越し（冬） 

福田良市・渡辺剛男(同園)〜 筑波山近隣で見ら

れる身近な自然を解説し､園内を観察 

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 

10~14 

ひまわりフリーマーケット 

 

子ども用品限定(赤ちゃんから 12才位まで) 

23店舗（出店申込みは終了） 
台東区環境ふれあい館ひまわり 7F 
(同区蔵前 4-14-6) 

左同 2F ﾘｻｲｸﾙ活動室 

TEL:03-3866-8094 

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 

13~16 

希少種とノネコ･ノラネコ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

〜 希少種を守るため､私たちは何を 

山田文雄(森林総研)〜奄美大島･徳之島の事例 

長嶺隆(どうぶつたちの病院沖縄)〜沖縄の事例/意見交換 

詳細：http://www.env.go.jp/press/100335.html 

一橋大 一橋講堂中会議場 

(千代田区一ﾂ橋2-1-2学術総合ｾﾝﾀ) 

環境省自然環境局野生生物課 

TEL:03-5521-8353 

3.01 日 

13:30~15 

自然講座 

一般の方を対象にした専門的内容 

寺田和雄(福井県立恐竜博物館)〜石になった木の不思

議★珪化木★〜 その成因や樹種の同定 

右記博物館内 
(茨城県坂東市大崎 700) 

茨城県自然博物館／詳細同館 HP 参照 

TEL:0297-38-0927 申込先着順 

3.01 日 

13:45~15:50 

第 5回 景観ｾﾐﾅｰ 私たちにできるまちづ

くり 〜 多古町の景観を考える 〜 

秋田典子(千葉大)〜風景から街の未来が見えて

くる〜｢なんかいいね!多古町｣発見ｾﾐﾅｰ 

多古町ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ 3F ﾎｰﾙ 

(同町 多古 2855) 

県 公園緑地課 

TEL:043-223-3279 

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 

14~17 

太陽光発電所ネットワーク(PV-Net)フォーラム 

〜 電力自由化とこれからのエネルギー
都筑建(PV-Net)〜電力自由化と今後のｴﾈﾙｷﾞｰ／岩堀

良弘(発電ﾏﾝ)〜ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞと施工例／他2件 
静岡交通ビﾙ 3F 会議室 

(静岡駅南口ﾛｰﾀﾘｰ東側) 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ・静岡他 

TEL:090-8542-4070 要予約 

http://npo-sjf.com/
http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://www.nobelprizedialogue.org/tokyo2015/jp
http://www.env.go.jp/press/100335.html
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そして､まちおこし市民共同発電所 http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20150305.pdf  

3.01 日 

14:30~16:30 

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 

3.01 日~ 

4.12 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) 

3.03 火 

10:30~12 

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾌｪｱ 2015 ｾﾐﾅｰ 記念講演会 

「LED の可能性と照明の未来」満席 

天野浩(名大)〜青色 LED研究ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ､今後の

LED 照明の期待､照明の未来などのお話し 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ会議棟 国際会議場 

(江東区有明 3-11-1) 
(一社)日本照明工業会 

TEL:03-6803-0501 

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 

3.03 火〜 

06 金 10~17 

【日経ﾒｯｾ】建築･建材展 2015 (第 21回) 

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

住宅･店舗･ﾋﾞﾙ用の各種建材や設備機器など紹

介する国内有数の建築総合展。事前登録で無料 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1・2 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

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 

3.06 金 

10~17 

電通＋NPO広報力向上委員会 

NPOのための広報スキルアップセミナー 

｢伝えるコツ｣を身につけよう (有料) 

白土謙二((株)電通)〜(1)新ﾃｷｽﾄで事例交ぜ､伝える前

に考えること(2)具体的ｺﾂや支援者拡大の考え方 

(3)他 詳細：http://www.jnpoc.ne.jp/?p=7128 

電通本社 14K会議室 
(港区東新橋 1-8-1 電通本社ﾋﾞﾙ) 

(NPO)日本 NPO ｾﾝﾀｰ/(株)電通 

TEL:03-3510-0855 

3.06 金 

13:30~15:30 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ学習会＜第 92回 省ｴﾈ市民会議> 

〜 今､省ｴﾈの取組がますます重要に 

伊藤勝(江戸川大)〜ｴｺﾉｰﾄを用いた家庭のｴﾈﾙｷﾞ

ｰ使用の経年評価／終了後､同大見学会(希望者) 

江戸川大学 B602教室 

(流山市駒木 474) 

省ｴﾈ市民会議･温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7155-1073 申込順 30名 

3.07 土 

9~11 

水戸市 桜山親子探鳥会 
参加費無料 

市街地近郊にありながら豊かな自然｡ｶﾜｾﾐを身

近に観察｡筆記具、防寒具、あれば双眼鏡持参。 

集：水戸偕楽園桜山第一駐車場 

(JR水戸駅からﾊﾞｽあり) 

日本野鳥の会 茨城県 

TEL:0296-58-5148 

3.07 土 

9~12 

第 3回 Eco ｶﾌｪﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

〜 地域で取り組む地球温暖化防止活動 

竹井斎(ｱｸﾄ川崎)〜市民団体､事業者､学校､行政と

連携し川崎市内の環境保全の取組み紹介 

詳細：http://www.jeef.or.jp/activities/ecocafe/ 

川崎市高津市民館 12F第 5会議室 

(南武線･武蔵溝ﾉ口駅徒歩 2 分) 

環境省／(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-3350-6770 要申込 

3.07 土 

9~12 

春の自然観察会／小雨決行･荒天順延 

〜 春の自然を楽しもう(鎌ヶ谷市民対象) 
唐沢孝一(自然観察大学)〜同市中沢地区には豊かな

自然が｡鳥のさえずる初春に自然とふれあう 

鎌ヶ谷市 中沢自治会館 

(同市 中沢 874-2) 

同市郷土資料館 

TEL:047-445-1030 申込先着順 

3.07 土 

10~16 

第 12回 NPO・市民活動見本市〜松戸のﾁｶﾗが

大集合!! みんなのまちづくり博 2015 

子どもの遊び､若者のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ､ｼﾆｱのはつらつ

体験､そして新しい松戸の“食”!! 

まつど市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ､総合

福祉会館 (松戸市上矢切 299-1) 

同ｾﾝﾀｰ(詳細は HP参照) 

TEL:047-365-5522 

3.07 土 

10~16:30 

第 13回 白井市環境フォーラム 
〜 自らの手で守ろう､ふるさと白井の

自然と環境 〜 

こどもｴｺｸﾗﾌﾞ･東邦大･再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会など

事例発表/環境漫才とﾐﾆｹﾞｰﾑ/学校･団体ﾊﾟﾈﾙ展示 

http://city.shiroi.chiba.jp/detail/4226216764.html 

白井市文化会館 2F 研修室&中ﾎｰﾙ

(同市 復 1148-8文化ｾﾝﾀｰ 1F) 

同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:047-492-1111(内 3276) 

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 

3.07 土〜 

08 日 

モンキークライミングキャンプ 
対象：小学 1〜6年生。有料 

ﾛｰﾌﾟと専門の道具で木の上を目指そう! 登っ

たり､ぶら下がったり､森と親しむ 2日間 

大房岬少年自然の家 
(南房総市富浦町多田良 1212-23) 

(NPO)千葉自然学校 

TEL:043-202-7173 要予約 

http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20150305.pdf
http://www.chibawbsj.com/
https://messe.nikkei.co.jp/lf/
https://messe.nikkei.co.jp/ac/
http://jref.or.jp/activities/events_20150304.php
http://www.jnpoc.ne.jp/?p=7128
http://www.dentsu.co.jp/vision/summary/tokyo/access02.html
http://www.jeef.or.jp/activities/ecocafe/
http://city.shiroi.chiba.jp/detail/4226216764.html
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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 

3.08 日 

10~14 

自然観察会 

〜子どもから大人までいっしょに楽しめる 
池田宏(元筑波大) 

〜 石ころが語る氷河期の川 

集：つくば市(現地集合) 茨城県自然博物館／詳細同館 HP 参照 

TEL:0297-38-0927 抽選 

3.09 月 

13:30~15:40 

第 3回 ｢みちのく復興事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｣ 

〜東北ﾓﾃﾞﾙから地方創生のﾋﾝﾄをさぐる 

平将明(内閣府)〜地方創生から見た東北復興/半谷栄寿(福

島復興ｿｰﾗｰ･ｱｸﾞﾘ体験・)〜地域の次の担い手をどう育てるか/他 3 
http://www.kyodo.co.jp/pr/2015-02-17_1477860/ 

電通ﾎｰﾙ 

(港区東新橋 1-8-1 電通本社ﾋﾞﾙ内) 

みちのく復興事業ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ・他 

TEL:03-6216-8469 

3.10 火 

10~12 

市民大学 まなび屋 流尾哲也(緑花文化士) 

〜 日本人の暮らしと身の回りの植物 

ﾆｯｾｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ柏 2F 
(柏市中央 1-1-3) 

NPO ﾊﾟｰﾄﾅｰとうかつ 

TEL:04-7148-0396 

3.11 水 

9~ 

自然観察会        雨天中止 

〜 三番瀬自然観察探鳥会 

期待:ﾐﾔｺﾄﾞﾘ､ｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘ｡ 持物:観察用具､弁当､

飲物､帽子､防寒具､敷物､雨具 

集：9時 船橋駅さっちゃん像前 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

3.11 水 

13:30~15:30 

市民環境講座  

講演「メダカが教えてくれたこと」 

尾田正二(東大) 

〜3.11 から 4年､ﾒﾀﾞｶの研究から環境を学ぶ 

柏市沼南公民館 大ﾎｰﾙ 
(柏市大島田 440-1)  

同館 

TEL:04-7192-1111 要申込 

3.11 水 

13:30~15:30 

春風を感じて 

〜 木下街道に沿って(鎌ヶ谷市) 

同街道に沿って歩き､自然や戊辰(ぼしん)戦争史跡

など探し､食酢醸造工場見学も｡歩行約 7km 

集：9:30 東武野田線馬込沢駅前 

解：15:30 新京成線鎌ヶ谷大仏駅前 

印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL:0476-47-1455 要申込 

3.11 水 

13~17 

｢持続可能な社会の形成に向けた 

金融行動原則｣総会及びｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

(総会内容略)/小林光(慶大)〜基調講演/意見交換 

詳細：http://www.env.go.jp/press/100245.html 

時事通信ﾎｰﾙ 
(中央区銀座 5-15-8) 

(一財)地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ内 

TEL:03-5825-9735 要登録 

3.11 水 

13:30~17 

びんリユース推進シンポジウム 
http://www.env.go.jp/press/100356.html 

寺田良一(明大)〜地域社会とﾘﾕｰｽ文化／事例

紹介 4件／ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

ﾍﾞﾙｻｰﾙ神田 ﾎｰﾙ A (千代田区神田

美土代町 7 住友不動産神田ﾋﾞﾙ) 

環境省/三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株) 

TEL:03-6733-1023 要申込 

3.12 木 

13~16:50 

環境問題に取組む企業を視察 

〜 柏エコツアー 〜 
視察先:[柏ﾌﾟﾗﾈｯﾄ(柏市廃棄物処理業協業組合)]・[東洋

ｶﾞﾗｽ(株)]・[三協ﾌﾛﾝﾃｨｱ(株)] 対象：柏市民 

集・解：柏駅西口りそな銀行前 

13 時集合、16:50 解散 

柏商工会議所 環境保全委員会 

TEL:04-7162-3305 2/27迄 

3.12 木 

13:30~16:30 

業務用建築物等の｢ｴｺﾁｭｰﾆﾝｸﾞ｣による 

低炭素化･省ｴﾈﾋﾞｼﾞﾈｽ創出ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
詳細は右記 URL参照 

1)ｴｺﾁｭｰﾆﾝｸﾞ実践事業成果報告とﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ創出

2)先進事例とｴｺﾁｭｰﾆﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽの可能性／他 
http://www.env.go.jp/press/100301.html 

ｲｲﾉｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

(千代田区内幸町 2-1-1) 

環境省・全国ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会 

TEL:03-3805-7560 要申込 

3.13 金 

14~ 

赤﨑先生,天野先生,中村先生 

ﾉｰﾍﾞﾙ物理学賞受賞記念講演 

14:15赤﨑勇/14:45天野浩/15:15中村修二の各氏順 
詳細:https://www.jsap.or.jp/nobelprize2014/lecture.html 

東海大 湘南ｷｬﾝﾊﾟｽ 2 号館大ﾎｰﾙ 

(神奈川県平塚市北金目 4-1-1) 

(公社)応用物理学会 

TEL:03-5802-0864 左記 URL参照 

3.13 金 

18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 146回研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

川上孝司(日本暖炉ｽﾄｰﾌﾞ協)〜日本における暖炉･ﾍﾟﾚｯﾄｽ

ﾄｰﾌﾞ･薪ｽﾄｰﾌﾞ利用の現状と今後の見通し(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) 
(NPO)同ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL:047-389-1552 

3.14 土 

13~17:30 

ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｱﾜｰﾄﾞ(※)ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ＆表彰式 
※:｢環境と社会によい活動｣を募集･表彰･応援 

登壇者:井上恭介(NHK)/阿部裕志((株)巡の環)/他 
http://www.env.go.jp/press/100404.html 

東大 伊藤謝恩ﾎｰﾙ (文京区本郷

7−3−1 東大本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ内) 

環境省･同ｱﾜｰﾄﾞ実行委員会事務局 

TEL:03-6804-3858 

3.14 土 

14~16:30 

鹿島川から印旛沼へ(報告･意見交換会) 

〜印旛沼を"再び恵みの沼へ"〜 

高橋修(水土里ﾈｯﾄ印旛沼)〜農地保全と鹿島川上流域

の水質／他報告 3件・参加者との意見交換会 

千葉市都賀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 2F講習室 

(同市 若葉区都賀 4-20-1) 

印旛沼環境団体連合会 

TEL:043-233-4211 事務局 

3.15 日 

9:30~11:40 

つくば蘭展関連企画〜ﾗﾝの多様性と保全の日 

〜 小笠原諸島の自然とラン(講演会) 

加藤英寿(首都大東京)〜同島の自然と植物 

平井一則(東大)〜同島の希少植物の保全 

川口大朗(都ﾚﾝｼﾞｬｰ)〜同島のﾗﾝ 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/03orchid/detail.html 

筑波実験植物園 第 3会場 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 予約不要 

http://www.kyodo.co.jp/pr/2015-02-17_1477860/
http://www.env.go.jp/press/100245.html
http://www.env.go.jp/press/100356.html
http://www.env.go.jp/press/100301.html
https://www.jsap.or.jp/nobelprize2014/lecture.html
http://www.npobin.net/apply/
http://www.env.go.jp/press/100404.html
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/03orchid/detail.html


 7 

3.15 日 

13~16:10 

つくば蘭展関連企画〜ﾗﾝの多様性と保全の日 

〜 これからのラン保全 (ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) 
河原孝行(森林総研)〜ﾚﾌﾞﾝｱﾂﾓﾘｿｳ保全＊ 

＊ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄから提言/辻田有紀(佐賀大)〜自生地播

種技術の現状と課題/手塚賢至(屋久島生物多様性保全協)〜

ｼｶ食害の影響と保全対策/他詳細前記 URL参照 

筑波実験植物園 第 3会場 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 予約不要 

3.15 日 

10~12 

第 4回 Eco ｶﾌｪﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

〜 地域の環境学習拠点での人づくり･場づくり 
小林愛(えこっくる江東)〜市民の環境学習を市民がｻﾎﾟｰﾄ

する従前事例､地域の学びの場を広げる取組み等 
えこっくる江東 研修室 

(JR京葉線･潮見駅徒歩 12分) 

環境省／(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-3350-6770 要申込 

3.15 日 

10~15 

ガレージセール／35 店出店 
〜 家庭に眠る不用品活用・ごみ減量化 

出品：書籍､衣類､おもちゃ､電化製品など日常生

活用品｡(食料品、動物、植物は不出品) 

流山市 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 
(同市下花輪 191) 

左同 

TEL:04-7157-7411 

3.17 火 

13:15~16:30 

国土交通大学校 柏研修ｾﾝﾀｰ 公開講座 

★ 急な大雨や雷･竜巻から身を守るために 
新出祥文(気象庁防災調整官)〜左記ﾃｰﾏ講演 

本間寛康(柏市防災安全課)〜柏市と自然災害 

同ｾﾝﾀｰ (柏市柏の葉 3-11-1) 

募集対象:原則､柏市･流山市の方 

国交省 同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7140-8777 3/3迄 

3.17 火 ＆ 

18 水 
14~16:30 

排出事業者向け 

小型家電リサイクル セミナー 

環境省説明／長岡文明(BUN 環境課題研修事務所)〜企業の

適切な使用済小型電子機器等排出／認定事業者 

http://www.env.go.jp/press/100437.html 

TKP東京駅日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ ﾎｰﾙ

4A (中央区八重洲 1-2-16 TG ﾋﾞﾙ別館) 

環境省小型家電ｾﾐﾅｰ事務局 

TEL:03-3586-6835 3/13迄 

3.18 水 

13:15~15 

森林総研 森林講座 

〜 サクラの由緒 〜 
吉丸博志(多磨森林学園)〜全国 200 種以上のｻｸﾗ系統

の DNA と形質で系統管理｡ｻｸﾗ保存林歩き解説 

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 

3.21 土 

9:30~12:30 

花炭を作ろう ／ 雨天順延：22日(日) 

〜 いろいろなもの(素材)を使い｢花炭＊ 

*焼き｣に挑戦｡中学生以上対象｡持参:素材(ﾊｽ

(花托)･ﾏﾂﾎﾞｯｸﾘなど)､軍手､うちわ､ふた付空缶 

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 

3.21 土 

13~17 

第 6回 ｢脱成長ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ｣公開研究会 
〜 置賜(山形県)自給圏構想 〜 

講師：菅野芳秀(農業)〜 置賜地域を一つ 

の地域ととらえ｢自給圏｣づくり構想｡圏外* 

*依存度を減らし､圏内豊富な地域資源を利用･代替し､地

域産業を興し､雇用生み､富の流出を防ぎ､地域経済を好

転･持続させる｢地域循環型社会｣構築への取組み。 

http://www.peoples-plan.org/jp/modules/news/article.php?storyid=471 

ﾋﾟｰﾌﾟﾙｽﾞ･ﾌﾟﾗﾝ研究所 
(文京区関口 1-44-3信生堂ﾋﾞﾙ 2F 

S有楽町線 江戸川橋駅 1-b出口 5分) 

左同 

TEL:090-9322-8722 要申込 

3.22 日 

9:30~12:30 

春風を感じて 

〜 川と街並みウォッチング(船橋市) 

海老川の自然と市街に残る江戸時代の面影や

戊辰戦争･太宰治史跡をめぐる｡歩行約 2.5km 

集：9:30 京成線大神宮下駅 

解：12:30 船橋勤労市民ｾﾝﾀｰ前 

印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL:0476-47-1455 要申込 

3.22 日 

10:30~12 

つくば蘭展関連企画〜フォーラム 

〜 みんなで学ぶラン作り 
講師:つくば洋蘭会／当日先着 50名 

お育てのﾗﾝがどうすれば咲くようになるか､どしど

し質問をぶつけてください｡咲かない鉢もお持ちく

ださい｡きっと来年からは花が咲きます｡ 

筑波実験植物園 第 3会場 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 当日先着順 

3.22 日 

13:30~15 

鳥博セミナー(講演会) 

 
松田道生(野鳥研究家) 

〜 野鳥の声と録音の楽しみ 

我孫子市鳥の博物館 2F 多目的ﾎｰﾙ 
(同市高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 3/1 から受付 

3.23 月 

13:30~16:30 

NPO労務を考えるｾﾐﾅｰ 

｢NPO らしさ｣と｢働きやすさ｣の両立を 
家村啓三(社会保険労務士)〜自発性尊重と雇用者責

任の両視点から検討ﾎﾟｲﾝﾄを学ぶ。 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ きぼーる 13F 

(京成線 千葉中央駅徒歩 7分) 

(NPO)ちば市民活動･市民事業ｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ 

TEL:043-303-1688 要申込 

3.24 火 

10~12 

市民大学 まなび屋 佐藤寛(中央学院大) 

〜 ｱｼﾞｱの環境〜 ﾓﾝｺﾞﾙ国環境と水資源 

ﾆｯｾｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ柏 2F 
(柏市中央 1-1-3) 

NPO ﾊﾟｰﾄﾅｰとうかつ 

TEL:04-7148-0396 

3.28 土 

10~15 

まつどでｴﾈﾙｷﾞｰ自給をすすめて元気なまち

づくり！〜 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(1)〜みらいﾌｪｽﾀで 

｢人力発電を体験しよう｣ 

板倉正((株)とうかつ市民ｴﾈﾙｷﾞｰ)〜人力発電機で数ﾜｯ

ﾄ作る仕事量を体験!太陽光ﾊﾟﾈﾙとﾊﾞｯﾃﾘｰで

LED点灯見て､自分たちでｴﾈﾙｷﾞｰ作れる体感 

JR松戸駅西口 ﾃﾞｯｷ まつどでｴﾈﾙｷﾞｰ自給をすすめるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

TEL:047-389-8566 
申込不要 

3.28 土 

13:30~ 

くらしの植物苑観察会 吉村郊子(同館) 

〜 くらしのなかの信仰と植物 

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／申込不要 

TEL:03-5777-8600 (ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

http://www.env.go.jp/press/100437.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/
http://www.peoples-plan.org/jp/modules/news/article.php?storyid=471
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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 

年間計画 

展示中 

農水省本省(霞ヶ関) 

「消費者の部屋」特別展示 
http://www.maff.go.jp/j/heya/ 

消費者の皆さまとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを深めるため､農水

省北別館 1階に設けられ､行政や食生活などの情報

提供を｡特別展示では延べ 200 万人超える来室 

同省 
(千代田区霞が関 1−2−1) 

同省 

TEL:03-3591-6529（一般相談） 

TEL:03-5512-1115（子ども相談） 

募集中 「農ある柏」柏市内の体験農園※ 

＆市民農園 利用者募集 
詳細は右記 URL参照 

※：農家の計画･指導で､種まきから収穫まで体験 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/policy_pr/pr/e-book

/h270201/HTML5/pc.html - /page/2 

各農園(左記 URL参照) 柏市農政課 

TEL:04-7167-1143 

募集中 流山市内の体験農園 

＆ 市民農園 利用者募集 

体験農園は農業専門家が土づくりから指導 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/24/199/index.html 

左記 URL参照 流山市農政課 

TEL:04-7150-6086 

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 
(他 2日※) 

16~17 

第 2回まちゼミ/お店の人が教えてくれる！ 

得する街のゼミナール(16) 

〜 みりんの美味しい飲み方教えます 

金子巌(かごや商店)〜みりんの歴史や違いを知って､調

味料以外の味わい方を実際に皆さんで一緒に作っ

て味わいましょう｡対象：20 歳以上/費用 500円 

かごや商店 
(流山市 加 5-1708) 

左同／水曜休み 

TEL:04-7158-1151 

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 

3.03 火 

13~16:30 

都市農地保全シンポジウム 

〜 地域で活かす都市農地 
限りある農地を地域でどのように守っていくか 

舩戸修一氏(静岡文化芸大)〜市民協働と都市農地の保

全／事例紹介(日野市､練馬区､西東京市､他)･意見交換 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2015/01/22p1q700.htm 

たましん RISURU ﾎｰﾙ [立川市市民会館] 

(立川市 錦町 3-3-20) 

東京都産業労働局農水部農業振興課 

TEL:03-5320-4824 2/27迄 

3.04 水 

13:30~16 

直売所におけるﾌｰﾄﾞﾁｪｰﾝ食育活動実

践ｾﾐﾅｰ 〜 生産現場を伝える活動・・ 

竹本田持(明大)･鈴木一正(JA)･進藤貴裕(ﾌｧｰﾑﾄﾞ

ｩ)･丸橋智帆(野菜ｿﾑﾘｴ)・斉藤亙(農水省)／報告他 

東京八重洲ﾎｰﾙ 2F 201 会議室 

(中央区日本橋 3-4-13 新第一ﾋﾞﾙ) 

(株)流通研究所／詳細：HP参照 

TEL:046-295-0831 要申込 

3.05 木 
(他 1日※) 

11~12 

第 2回 まちゼミ/お店の人が教えてくれる！ 

得する街のゼミナール(4) 

〜 玄米･雑穀ごはんでイキイキ健康 

小谷勇((株)小谷商店)〜玄米ご飯はﾎﾞｿﾎﾞｿして不味い

と偏見もっている方､日常の食生活で体質改善して

みませんか?  ※:3/13(金) 

(株)小谷商店 
(流山市三輪山 1-1007) 

左同／日曜・祝日休み 

TEL:04-7158-0013 
 

3.05 木 

14~16 

食の安全講座 

〜 プロに学ぶフランス料理 

吉田和男((株)精養軒)〜調理実習を通して､食の

安全を考える｡ 対象:台東区内在住在勤者 

台東保健所 3F 栄養室 

(台東区東上野 4-22-8) 

同所 

TEL:03-3847-9466 

3.07 土 

13:30~15:30 

公園で体験してみよう 三輪正幸(千葉大) 青葉の森公園 緑の相談所 同所 

3.28 土 

13:30~16:30 

第 13回 PV-Net埼玉地域ﾌｫｰﾗﾑ 

ズバリ答えます!!「再生可能エネルギ

ーは?」・「電力自由化は?」 

大浦宗敏(東電)〜再生ｴﾈ動向／都筑建(PV-Net)〜電

力自由化と太陽光発電設置者の対応／他 1 件 
http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20150328.pdf 

さいたま市 宇宙劇場 研修室 

(JR大宮駅西口 JACK大宮ビﾙ 5F) 

 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ(PV-Net)・埼玉 

TEL:049-263-4473 要申込 

 

3.28 土 ＆ 

29 日 10〜20 

全国「山の日」フォーラム 

〜 '16年より 8月 11日を国民の祝日 

｢山の日｣施行 ★国土の約 7 割を山が 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｿﾞｰﾝ(関係者ﾄｰｸｼｮｰ)/ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｿﾞｰﾝ(ｼ

ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ)/ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝｿﾞｰﾝ(関連ﾌﾞｰｽ) 
http://www.env.go.jp/press/100409.html 

東京国際ﾌｫｰﾗﾑ 
(JR 有楽町駅徒歩 1 分・同東京駅

徒歩 5分) 

ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:03-6457-4522 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑは先着 160名先着順 

http://www.maff.go.jp/j/heya/
http://www.city.kashiwa.lg.jp/policy_pr/pr/e-book/h270201/HTML5/pc.html#/page/2
http://www.city.kashiwa.lg.jp/policy_pr/pr/e-book/h270201/HTML5/pc.html#/page/2
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/24/199/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2015/01/22p1q700.htm
http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20150328.pdf
http://www.env.go.jp/press/100409.html


 9 

緑の教室 〜 鉢で育てる果樹 (千葉市中央区青葉町 977-1) TEL:043-208-1510 要申込 

3.08 日 

10~15:30 

食卓を笑顔に、地域を豊かに。 

コープみらいﾌｪｽﾀ 〜 きやっせ物産展 2015 
妖怪ｳｫｯﾁ･ｼﾞﾊﾞﾆｬﾝ ｼｮｰ／商品･産直品の大物

産展／親子で楽しめる体験／取組み紹介／他 

幕張ﾒｯｾ 展示場 9 ﾎｰﾙ 

(JR京葉線 海浜幕張駅徒歩 7分) 

生協ｺｰﾌﾟみらい・他 

TEL:0120-925-036 

3.11 水〜 

13 金 10~17 

ｵｰｶﾞﾆｯｸ&ﾅﾁｭﾗﾙ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ展 
http://www.this.ne.jp/info/organic.html 

ｵｰｶﾞﾆｯｸ&ﾅﾁｭﾗﾙ商材が一堂に集う商談専門展 

“安心･安全”にﾌﾟﾗｽ αの機能性 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 4〜6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

UBM ﾒﾃﾞｨｱ(株) 

TEL:03-5296-1025 

3.17 火 

13~17 

農業環境技術研究所(NIAES)公開セミナー 

〜 農業生産を支える土の中の小さな生物 
金子信博(横浜国大)〜やっぱりﾐﾐｽﾞいる土は良い土だ

った／金田哲(NIAES)〜農地のﾐﾐｽﾞの役割／他 5件 

http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h26/20150317.html 

秋葉原ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ (千代田区 

外神田 1-18-13 秋葉原ﾀﾞｲﾋﾞﾙ 2F) 

(独)農業環境技術研究所 

TEL:029-838-8262 

3.18 水 

13:15~15 

(独)森林総研 森林講座 

〜 サクラの由緒 〜 
吉丸博志(多磨森林学園)〜全国 200 種以上のｻｸﾗ系統

の DNA と形質で系統管理｡ｻｸﾗ保存林歩き解説 

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 

3.21 土 

13~17 

第 6回 ｢脱成長ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ｣公開研究会 
〜 置賜(山形県)自給圏構想 〜 

講師：菅野芳秀(農業)〜 置賜地域を一つ 

の地域ととらえ｢自給圏｣づくり構想｡圏外* 

*依存度を減らし､圏内豊富な地域資源を利用･代替し､地

域産業を興し､雇用生み､富の流出を防ぎ､地域経済を好

転･持続させる｢地域循環型社会｣構築への取組み。 

http://www.peoples-plan.org/jp/modules/news/article.php?storyid=471 

ﾋﾟｰﾌﾟﾙｽﾞ･ﾌﾟﾗﾝ研究所 
(文京区関口 1-44-3信生堂ﾋﾞﾙ 2F 

S有楽町線 江戸川橋駅 1-b出口 5分) 

左同 

TEL:090-9322-8722 要申込 

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 】 
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 勝浦朝市 (水曜と元旦は休み) ＊400年を超える歴史をもつ勝浦名物で､70軒 1〜15日：(勝浦市)下町通り 勝浦市観光商工課 

http://www.this.ne.jp/info/organic.html
http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h26/20150317.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/
http://www.peoples-plan.org/jp/modules/news/article.php?storyid=471
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://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
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6~11 〜 日本三大朝市のひとつ ＊ ほどの店が地元自慢の品を並べて賑わう 16〜月末：(同)仲本町通り 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 

随時 長期ｴﾈﾙｷﾞｰ需給見通し(ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽ) 

に関する意見箱 ／ 以下、趣旨概要＊ 
http://www.enecho.meti.go.jp/notice/topics/031/ 

＊ｴﾈﾙｷﾞｰ政策は､全てで優れたｴﾈﾙｷﾞｰ源はないこ

と､安定供給､ｺｽﾄ､環境負荷､安全性の｢3E+S｣基本

とし現実的でﾊﾞﾗﾝｽあるｴﾈﾙｷﾞｰ需給構造実現が必要 

詳細等は左記 URL参照 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 総合政策課 

TEL:03-3501-1511 

募集中 

3 泊 4 日※ 

｢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 

2.26 水 

まで 

あなたの声が社会を変える! 

"ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｱﾜｰﾄﾞ 2015"国民投票開始!! 

〜 持続可能社会を目指し､各自の＊ 

＊ﾗｲﾌｽﾀｲﾙを見つめ直すきっかけ作り｡｢環境と社会

によい暮らし｣活動等の募集･表彰等。投票詳細： 

http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/goodlifeaward/ 

左記 URL参照 環境省総合環境政策局 

TEL:03-5521-8233 

2.27 金 

まで 

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 

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 

ふなばし三番瀬海浜公園 

〜〜 フォトコンテスト作品募集 〜〜 
詳細は右記 URL参照 

公園部門：三番瀬に生息する生き物や風景など 

富士山部門：公園内から撮影した富士山 
http://www.park-funabashi.or.jp/bay/bphotonboshuu.htm 

左記 URL参照 同公園 

TEL:047-435-0828 

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 

3.01 日まで 
10~19 

キャプテン・クック探検航海と 

「バンクス家譜集」展    (有料) 
〜200年の時を超えて咲き誇る美しき太平洋の花 

1768年から約 3 年のｸｯｸ第一回太平洋航海に同行

し､植物採集を行ったｼﾞｮｾﾞﾌ･ﾊﾞﾝｸｽによる銅版刷り

厳選 120 点｡ｸｯｸ探検の知られざる一面を 

Bunkamura ｻﾞ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 
(渋谷区道玄坂 2-24-1 東急本店横) 

左同 

TEL:03-5777-8600 

3.01 日 鳥学と歩んだ画家・博物画の鬼才 日本鳥類大図鑑｣図版原画53点(初公開)､掛図･表紙 町田市立博物館 同館(TEL:042-726-1531) 

http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
http://www.enecho.meti.go.jp/notice/topics/031/
http://www.wbsj.org/activity/event/greenholiday/gh-taiwan-ja2/
http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/goodlifeaward/
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.park-funabashi.or.jp/bay/bphotonboshuu.htm
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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まで 〜 小林重三(こばやししげかず)の世界 
2/03(火)から展示入替 

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  

(同市 本町田 3562) TEL:042-722-3111 同市役所 

     

3.02 月まで 参加者・利用者募集 

東金市民農園(1)･東金田んぼの学校(2) 
(1)農家に教わりながら有機減農薬野菜作り 

(2)里山風景や虫の声を愉しみながら米づくり 

何れも東金市内の農地 

 

東金いきいきﾌﾟﾗﾝ実行委員会 

TEL:0475-50-1137 事務局 

3.06 金 

必着 

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 

3.07 土〜 

12 木 NEW 

本展 2006年来 10回目の最終回 

〜 スケッチで見る市川の植物 2015 
内容抜粋:多様な調査活動紹介(行徳野鳥観察舎友の会)･

こどもｴｺｸﾗﾌﾞ報告･日本画･巨樹やｻｸﾗ情報･他 

木内ｷﾞｬﾗﾘｰ 
(市川市真間 4-11-4) 

高野史郎 

TEL:047-494-3956 

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 

3.15 日〜 

22 日 NEW 

筑波実験植物園 野生蘭ｺﾚｸｼｮﾝ展示 

つ く ば 蘭 展 

左記表題ほか､つくば洋蘭会&水戸市植物公園蘭科

協会展､世界自然遺産･小笠原諸島の自然と蘭･他 

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 

3.18 水〜 

4.03 金 

栽培講習会 参加者募集   (有料) 

日時:4月上旬〜6月、(2回/月･4h/回) 

定年退職者等対象｡専門家から夏野菜指導｡将

来､直売所出荷できる生産者育成を目指す 

東金市役所※会議室と&実習場 

(※東金市東岩崎 1-1) 

東金市産業振興課 

TEL:0475-50-1138 

3.22 日 

まで 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の店頭回収･ﾘｻｲｸﾙの実証

事業開始｢PLA−PLUS(ﾌﾟﾗﾌﾟﾗ)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣ 
http://www.env.go.jp/press/100278.html 

容器ﾘｻｲｸﾙ法の対象外で多くの自治体で分別収集･ﾘ

ｻｲｸﾙされず､焼却･埋め立てが行われている生活用

品等ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の効率的回収･ﾘｻｲｸﾙ促進 

目的、回収の対象･方法･場所･参加

企業団体等の詳細は左記 URL 参照 

環境省・TEL:03-5501-3153 
問合せ先：日本環境設計(株) 

TEL:03-6273-3218 

3.25 水〜 

4.08水NEW 

全労済地域貢献助成事業募集 2015 

〜 豊かな未来を次世代に。 

環境と子育て･子育ちのための活動を応援 

助成対象活動抜粋：地域生態系を守る/低炭素･循

環型地域社会つくり/地域自然や環境を学ぶ/他 

http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2015/150213.php 

左記 URL 参照 全労済 総務部内 事務局 

TEL:03-3299-0161 

3.29 日まで 

 

｢海の珍生物(へんないきもの)｣展 
〜 切手の中の､不思議な海の住人たち 

http://www.yushu.or.jp/museum/kikaku/ 

ｸﾗｹﾞやﾀﾂﾉｵﾄｼｺﾞ“見た目が印象深い海の住人た

ち”(約 100ヵ国･800点余り)｡ﾘｭｳｸﾞｳﾉﾂｶｲ・ﾀﾞｲｵｳｲｶ

など深海生物も｡必見はｳﾐｳｼ｡ｳﾐｳｼだけで 60点以上 

切手の博物館 
(豊島区目白 1-4-23) 

同館／祝日含め月曜休館 

TEL:03-5951-3331 

3.29 日まで 学習資料展 

「昔のくらし探検」 
80年ぐらい前の農家暮らし探検｡その道具を使

い暮らしを実感､今の暮らしへの変遷を考える 

松戸市立博物館 
(同市千駄堀 671) 

同館 

TEL:047-384-8181 

3.31 火まで 

10:30~ NEW 
｢もしも｣に備える快適な家づくり 

～ 防災･防犯･省ｴﾈ ～ 

防災､防犯､防火といった機能性や断熱､採光など省

ｴﾈのための住宅に関連したｱｲﾃﾑ:ﾄﾞｱ､ｻｯｼ､建具､ﾄﾞｱ

ﾊﾝﾄﾞﾙ､耐震金物について､実物ｻﾝﾌﾟﾙとｶﾀﾛｸﾞで 

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 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1729.html 

3.31 火 

まで 

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 日本野鳥の会「ワイルド バード・カレ ｢多様な環境があって､多様な生物が生きていける｣､ http://www.wbsj.org/goods/calendar/ 同会普及室 

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.env.go.jp/press/100278.html
http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2015/150213.php
http://www.yushu.or.jp/museum/kikaku/
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1729.html
http://www.nposatoyama.com/
http://www.wbsj.org/goods/calendar/
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まで ンダー2016」写真募集 

ﾃｰﾏ：多様な風景多様な野鳥 

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｡ 

注：繁殖行動に影響を与える(た)と思われる写真は不採用 
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 

5.10 日 

まで 

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 

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 

6.28 日 

まで 

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 

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 

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 

実施中 廃食油の回収・利用にご協力願います 回収対象油種､回収団体･場所､他詳細 URL： 左記 URL参照 ちば廃食油燃料利用促進ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

http://www.futtu-city.or.jp/namanorifair/namanorifair.htm
http://kashiwa.info/event/event_view.cgi?mode=detail&num=11756
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.html
http://www.bird-mus.abiko.chiba.jp/Exhibitions/kikakuten/71/71.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
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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 〜〜〜 
 

 

〜 石油由来の CO2 削減、環境保全へ http://www.ckz.jp/onndannka/consortium.html TEL:043-246-2184(幹事団体) 

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.ckz.jp/onndannka/consortium.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

