
☆ 皆様へ（転送は自由です）☆ 
 
一斉に華やかに咲いたソメイヨシノ桜は散りました。 
なぜ、声を掛け合うように一斉に咲くのか不思議です。 
 
3 月・4 月は人が動く時期。 
移動・卒業などに伴うご挨拶と案内継続の励ましをいただきました。 
継続気力のエネルギーになります。 
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 
[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【蛍光灯から LED へ】 
 白熱電球を LED 照明への交換は省エネ効果高く有効です。 
しかし、蛍光灯器具を LED 照明への取り替えは要確認です。 
1997 年製蛍光灯を LED に交換しようと蛍光灯銘板を見たら、 
「発光効率」 58 [lm/W (1W 当たりの明るさ)]とありました。 
最新蛍光灯はさらに発光効率が良いと思います。 
では、購入済み LED 電球箱表示から発光効率は次の通りです。 
ただし購入時期は不明で、ここ数年以内です。 
 
明るさ(lm)、消費電力(W)、発光効率(lm/W)、備考の順 
・5070 87    58.2 " 蛍光灯 " 
以下 LED 
・810 10.6   76.4 電球色 60 形 T 社 
・650   9.2   70.7 電球色 40 形 P 社 
・485   7.7   63.0 電球色 40 形 T 社 
・485   7.2   67.4 昼光色 40 形 P 社 
・390   7.2   54.2 電球色 30 形 P 社 
・325   4.9   66.3 昼光色  M 社 
・325   6.0   54.2 電球色 30 形 P 社 
・325   4.9   66.3 昼光色 30 形 I 社 
・270   4.3   62.8 昼光色 E17E 社 
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・250   3.7   67.6 電球色 E17T 社 
・220   4.3   51.2 電球色 E17E 社 
ということで、必ずしも LED がエコでないことが判ります。 
ただ LED は現在進化中で、 
長い設計寿命を考慮すれば順次交換が正しい選択です。 
＜補足＞最近のシーリング・ペンダント型 LED 照明器具の 
発光効率は 120(lm/W)前後のようです。 
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・ 
・発信地：千葉県 流山市 
～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
注＞受信不要の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★ 2015.04.14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､ｱｸｾｽ､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 

4.16 木 
13:30~16 

NPO法人 会計担当(初心者向)会計講座 

〜 決算報告書作成    (有料) 
加藤達郎(県税理士会)〜活動計算書､貸借対照

表､財産目録などの報告書をわかりやすく学ぶ 

千葉市民会館 第5会議室 
(千葉市中央区要町1-1) 

(NPO)NPO ｸﾗﾌﾞ 

TEL:043-303-1688 

4.16 木〜 
4.26 日 

千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 
(一宮川河口・・花見川) 

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

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

4.17 金 
1)13:30~15 
2)15:15~16:45 

小水力発電入門ｾﾐﾅｰ／初心者向け 
〜 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰとして様々な可能性

持つ小水力発電を学びませんか (有料) 

1)同発電ことはじめ〜概要､技術的しくみ､他 

2)同発電設備あらまし〜水車発電機･他設備､他 
http://j-water.org/news2/ 

啓成会 414会議室 
(豊島区北大塚 1-13-8) 

全国小水力利用推進協議会 
TEL:03-5980-7880 
開催 3日前締切 

4.17 金〜※ 
5.15 金(全 4回) 

柏の自然と生きもの講座 2015 
※他：4/24(金)､5/08(金)各 10 時〜16時 

柏の豊かな自然や生き物が好きで､これからも

残していける力になりたい人のための講座。 

午前:かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

午後:屋外の各ﾌｨｰﾙﾄﾞ 

内容と詳細は左記 URL 参照 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜17時 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/020300/p022627_d/fil/20150401-p7_10.pdf 

4.18 土 
9~13:30 

第 116回 自然観察会    雨天中止 

〜 運河の土手に春の野草を訪ねて 
萌黄色､緑白色､薄紅色等の新緑輝く理窓公園

の森展望｡土手に咲くｶﾝﾄｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ､ｽﾐﾚなど観察 

集:9:00 東武線 運河駅改札口 

解:13:30 頃 ふれあい橋 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:080-6615-0612 

4.18 土 
9:30~11:30 

大堀川で春の野草を覚えよう 

〜 彼岸を過ぎ､春が顔を出しいます 

同川では水辺公園がｵｰﾌﾟﾝ｡同公園と周辺の散

策兼ね一緒に野草観察し名前を覚えません? 

集：大堀川水辺公園 遊具広場 

(流山市 駒木) 

大堀川美しい水辺づくりの会 

TEL:04-7154-9366 

4.18 土 
10~12 

｢江戸川水閘門｣誕生と役割〜ｱﾕとの共存 

〜アユの赤ちゃんを救い出そう！Eボートで

川上りのお手伝い〜救出作戦参加者募集 

東京湾の浅瀬･干潟て育った稚ｱﾕが江戸川を上がる｡で

も水門で上りにくいため稚ｱﾕ遡上を手助け｡ ﾎﾞｰﾄが通る

度に門が開き下流で足止め稚ｱﾕも一緒に遡上 

国交省江戸川河口出張所･江戸川

閘門 (江戸川区東篠崎町 250 京成

ﾊﾞｽ 行徳橋南詰 停留所から徒歩) 

利根川･江戸川流域ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL:047-373-3219 

4.18 土 
10~16 

科学技術週間に伴う一般公開 

国立環境研究所「春の環境講座」 
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ／講演会／体験型ｲﾍﾞﾝﾄ／展示 
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2015/20150318.html 

同研究所 
(つくば市小野川 16-2) 

左同 

TEL:029-850-2453 

4.18 土 
13:30~17 

NPO/NGOの組織基盤強化のための 

ワークショップ in東京／講演･事例報告･他 
http://www.jnpoc.ne.jp/?p=7276 

組織は事業をまわせば大きくなっていく?事業運営に

追われ､活動組織そのものの基盤を疎かにし､自転車操

業的経営で持続可能な活動に結びつかないｹｰｽが 

ｴｯｻﾑ本社ﾋﾞﾙ 3階ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ 
(千代田区神田須田町 1-26-3) 

 

(NPO)日本 NPO ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3510-0855 

4.18 土 
14:40~15:40 

ストップ地球温暖化千葉推進会議 

定期総会 記念講演会 
平田仁子(気候ﾈｯﾄﾜｰｸ)〜迫る気候変動の脅威★世界に取り

残される日本はこのままでいいのか／別途懇親茶話会あり 
千葉市民会館 第 3会議室 
(同市 中央区要町 1-1)  

同会議 

TEL:043-423-6359 

4.18 土 & 
19 日 10~18 

アースデイ東京 2015〜Yes,Peace 
★日本最大級!市民による地球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

ﾃｰﾏ：｢ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢食と農｣｢経済｣ 
http://www.earthday-tokyo.org     雨天決行 

代々木公園 ｲﾍﾞﾝﾄ広場･ｹﾔｷ並木 

(JR原宿駅 徒歩 5分) 

ｱｰｽﾃﾞｲ東京 2015実行委員会 

TEL:03-5315-4405 

4.18 土〜 
26日 9~16:30 

さくらそう品種展 
(18日は入園無料 20 日は休園日) 

江戸時代から受け継がれる日本の伝統園芸の

粋をご覧ください｡日本屈指のｺﾚｸｼｮﾝを公開 

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 

4.18 土〜 
5.17 日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 
(市原市民の森・・西印旛沼) 

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) 

4.19 日 
9:30~15 

卯月の里山散策会(2) 

〜 印西市 〜      雨天中止 
日医大病院の西に広がる栄福寺谷津を巡る｡ 

午後は八幡神社の獅子舞を見学｡約 9km｡ 

集：9:30 北総線 印旛日医大駅 

解：15:00 同駅 

印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL:0476-47-1455 要申込 
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4.19 日 
13:30~16:30 

子どもと大人のｴﾈﾙｷﾞｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

太陽光発電システム組立ワークショップ 

〜暮らしの中に太陽光を生かしてみよう 

板倉正(自給ｴﾈﾙｷﾞｰの会)〜太陽の光から電気を｢つく

り｣｢貯めて｣｢使う｣小さな太陽光発電ｼｽﾃﾑを手づくり 
・製作体験と見学ｺｰｽと完成品買取ｺｰｽ(何れも有料) 

まつど市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
(松戸市上矢切 299-1) 

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 

4.21 火〜※ 
9.15 火(6回) 

6:45~19 

昭和女子大 オープンカレッジ (有料) 
〜 里山を歩く(火曜ｸﾗｽ)/金曜ｸﾗｽあり 

※：5/19、6/16、7/21、8/18 

監修･田部井淳子(登山家)／講師：神崎忠男(日本山岳会) 

他〜 都会の喧噪から抜け出し、ゆっくり山歩き。 

関東には日帰りできる山が数多くある。 

集:(1)同大(世田谷区太子堂

1-7-57) 6:45 時間厳守 

又は(2)新宿ｽﾊﾞﾙﾋﾞﾙ前 7:00 

同ｶﾚｯｼﾞ http://swu.ac.jp/region/ 

TEL:03-3411-5100 

4.23 木 
9~ 

自然観察会 

〜 葛西臨海公園   雨天中止 
期待:ｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘ 
持物:観察用具､弁当､飲み水､帽子､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 

4.23 木 
10:30~ 

奥本大三郎著『虫から始まる文明論』刊

行記念〜 虫とゴリラから人類を語る 

奥本大三郎×山極寿一 特別対談 

奥本さん｢虫の目｣､山極さん｢ｺﾞﾘﾗの目｣の異なる視

点から見て人間社会を新しく立体的に感じる楽し

さを教えてもらう｡ 参加方法等は右記 URL 参照 

蔦屋書店 1号館 2F 

(渋谷区猿楽町 17-5) 

代官山 蔦屋書店 
TEL:03-3770-2525 

http://tsite.jp/daikanyama/event/004729.html 
4.25 土 
12~17:30 

太陽光ｴﾈﾙｷﾞｰによる循環型農業ご提案(セミナー) 

〜 農地の有効活用 

今後の農業とｴﾈﾙｷﾞｰの関係/循環型ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ/

新農法｢儲かる農業｣/ｽﾏｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ構想/ﾊﾞｽ見学会 
成東文化会館 のぎくﾌﾟﾗｻﾞ2F 

(山武市殿台290-1) 

(株)ｱﾒﾆﾃｯｸ 

TEL:0436-26-7578 4/24迄 

4.25 土 
13:30~ 

第 193回 くらしの植物苑 観察会 山原茂(浪華さくらそう会) 

〜 日本の桜草栽培史 
同苑 東屋 
(佐倉市城内町 佐倉中学校隣) 

国立歴史民俗博物館 

TEL:03-5777-8600 申込不要 

4.26 日 
9:30~ 

オトナノ野活 
〜 春の山野草クッキング (有料) 

山菜､野草を採りながら､里山の自然とふれあい、

昼は採った山野草で料理を作り､春の味覚を楽しむ 
集：9:30〜9:50 内房線岩井駅/道

の駅富楽里 

ELFIN 体験共育くらぶ 

TEL:0470-55-8322 

4.26 日 
13~16 

地球温暖化とエネルギー (セミナー) 
「電気を選ぶ時代がやってくる！ 
 原発？石炭？再生可能エネルギー？」 

平田仁子(気候 NW)〜電力めぐる最新動向／諸岡浩

子(ｴﾈｼﾌみやぎ)〜市民が創る地域ｴﾈﾙｷﾞｰ／千葉博恵(み

やぎ生協)〜市民が取組む節電／ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
http://www.kikonet.org/event/2015-4-26 

駅前のぞみﾋﾞﾙ 5F会議室 
(仙台市青葉区中央 3-6-22) 

(NPO)気候ﾈｯﾄﾜｰｸ 東京事務所 
TEL：03-3263-9210 

左記 URL から申込 

4.28&5.26& 
6.23 各火
15:30~17:30 

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ千葉講座(4月期･有料) 

〜 ネイチャー写真教室 

山崎隆(写真家)〜自然･風景･花など撮りたいがﾎﾟｲ

ﾝﾄが掴めない｡初歩的なｶﾒﾗ扱いからﾃｸﾆｯｸまで。 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌｨﾙﾑ両ｶﾒﾗ対応 

同ｾﾝﾀｰ千葉 (千葉市中央区中央

1-11-1 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉5F) 

左同 

TEL:043-227-0131 

4.29 水祝 
9:30~15 

箱根地域 自然に親しむ運動 自然観察会 

〜スミレを探して春の仙石原を歩く 
箱根ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ〜湖尻新橋〜耕牧舎跡(昼食)

〜温湯〜箱根湿生花園で解散(全 8km) 

集:箱根ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ (神奈川県 

足柄下郡箱根町元箱根旧札場164) 

同ｾﾝﾀｰ(HPあり) 

TEL:0460-84-9981 

http://www.mmjp.or.jp/HakoneVisitorCenter/index.files/main.files/150429_event_viola.pdf 

4.29 水祝 
10~16 

2015新宿御苑 みどりフェスタ 
〜全国から"自然とのふれあい"ｷｬﾗｸﾀが 

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘ､自然とふれあうﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､ｸﾗﾌﾄ作り､国立

公園情報と特産品販売､野生生物保護取組､他 

同御苑 
(新宿区内藤町11) 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:03-3350-6770 事務局 

4.30 木 
13:30~15:30 

くらしの植物苑開苑 20 周年記念 

｢特別観察会｣〜解説者:辻誠一郎(東大)* 
*岩淵令治(学習院女子大)､青木隆浩(同館)〜植物苑活

動内容をﾊﾟﾈﾙ･映像紹介､現在植栽の植物解説 

同苑 東屋 
(佐倉市城内町 佐倉中学校隣) 

国立歴史民俗博物館 

TEL:03-5777-8600 申込不要 

5.02 土〜 
03 日 

春の生きもの探検隊 

対象：小学 2年生〜6年生 ／ (有料) 

田んぼに水が入り､海の生きものも動き始め､

それぞれに棲む生きもの探し｡夜は懐中電灯で 

集:9時 東京駅､10時 千葉駅 
(千葉県 鋸南町･南房総市/民泊) 

ELFIN 体験共育くらぶ 

TEL:0470-55-8322 4/20迄 

5.03 日 
9~12 

さとやま観察会 

〜 渡りの途中の野鳥の観察会 
(流山市)西初石小鳥の森から大畔(おおぐろ)を通

り､市野谷の森へ｡渡り途中の野鳥を観察｡ 
流山市 初石公民館 
(同市西初石4-381-2) 

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

5.03 日〜 
05 火祝 10~ 

日本最大級･ﾋﾟｰｱｰｸ presents 幕張ﾒｯｾ 

☆ どきどきフリーマーケット 2015 ☆ 
車出店･手づくりｱｰﾄﾏｰｹｯﾄ･手持ち出店・他 
http://www.makuhari-dokidoki.com/pc/ 

幕張ﾒｯｾ国際展示場 1～8 ﾎｰﾙ 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

同ﾌﾘﾏ実行委員会 

TEL:043-296-9211 
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5.04 月祝 
11~16 

グリーンフェスティバル内 

ガレージセール (出店募集：3/31迄) 
書籍､衣類､おもちゃ､電化製品などの日常生活

用品。(食料品､動物､危険物､植物は出品なし) 

同ﾌｪｽﾀ会場内 (東武線・TX 流山

おおたかの森駅南口 都市広場) 

流山市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

5.04 月祝 
11~ &13~ 

ゴーヤカーテン育て方講習会 
参加者にｺﾞｰﾔ苗進呈(15 分前に引換券配布) 

誰でも簡単にでき､種からの育成方法も説明｡

今年､種から挑戦する方もお気軽にご参加を｡ 
流山おおたかの森駅 2F自由通路 

(TX・東武線) 

流山ｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝ普及促進協議会 

TEL:04-7154-2327 

5.06 水 休 
13~14 

ゴーヤカーテン育て方講習会 
参加者にｺﾞｰﾔ苗進呈(15 分前に引換券配布) 

誰でも簡単にでき､種からの育成方法も説明。

今年､種から挑戦する方もお気軽にご参加を。 
流山市 森の図書館 大会議室 

(同市 東深井991) 

流山ｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝ普及促進協議会 

TEL:04-7154-2327 

5.08 金〜 
17 日 

カシニワ・フェスタ 2015 

〜はじまるよ！人と緑をつなぐまちめぐり 
柏市民が大切に育てた里山､ｶﾞｰﾃﾞﾝ､広場を一

斉公開! 期間限定 76 ｶ所のｶｼﾆﾜを一斉公開 

別途配布ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ･地図参照 同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:04-7160-3120 柏市みどりの基金 

5.09 土〜 
17日(全 4日) 

カシニワ・フェスタ 2015 参加イベント 

〜 新緑の森の散歩を楽しもう 〜 

★柏市北部の大青田に大きな森が＊ 

＊広がる。ちば里山ﾄﾗｽﾄはこの森の整備を。新緑の

風を感じ楽しい何かを｡里山とｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ巡りを 

詳細 URL：http://osatsuyama.jimdo.com/ 

大青田の森(流経大柏高野球場付

近)/別途配布ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ＆HP参照 

(NPO)ちば里山ﾄﾗｽﾄ 

TEL:080-1179-0081 

5.09 土 
10~&13:30~ 

映画｢日本と原発｣監督:河合弘之(弁護士) 

〜 私たちは原発で幸せですか？ 
★なぜ､弁護士がﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画を作らねば

ならなかったのか? 

これ一本で原発を取り巻く全ての問題を提起しま

す｡観賞後､ご自身でご判断ください｡この映画は､

原発についての報道･広報･広告の紹介､参照､論評

をも目的としています｡ 

勝田台文化ｾﾝﾀｰ 3Fホール 
(八千代市勝田台 2-5-1 京成線  

勝田台駅南口徒歩 5分) 

同映画を八千代でみる会・他 

TEL:090-8587-0814 
(保育:10時から上映分のみ保育あり 

4/23まで申込要) 

5.09 土 
10:30~ 

ホタルの幼虫放流 新川耕地(流山市内)の田んぼへ､ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙの幼虫

を返します! 11時放流 

集：現地[ほたる野田んぼ] 
駐車場：流山北高校／ﾊﾞｽ便あり 

流山ﾎﾀﾙ野 

TEL:090-2215-5670 

5.09 土〜 
6.20 土(全 8回) 

10:45~12:15 

獨協大ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ「地域の環境を考える」 

〜 草加周辺の川と水辺空間  (有料) 

講師：秋本弘章(同大)､大竹伸郎(同大) 

環境ﾃｰﾏに近隣(川と水辺)巡り｡草加は埼玉県東部低

地で川との繫がりが｡人々の暮らしや産業を解説。
http://www.dokkyo.ac.jp/opencollege/pdf/2015_s/11_1.pdf 

同大ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
(草加市学園町 1-1) 

同ｾﾝﾀｰ 
TEL:048-946-1678 

5.09 土〜 
7.11 土(全 4回) 

10:45~12:15 

獨協大ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ (有料) 

「身近にある自然科学の楽しみ」 
〜 身の回りは自然科学であふれ､＊ 

塚目孝裕(総務省)〜＊仕組みわかれば楽しい｡生活の

中に隠されている現象を化学分野を中心に学ぶ 
http://www.dokkyo.ac.jp/opencollege/pdf/2015_s/11_2.pdf 

同大ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
(草加市学園町 1-1) 

同ｾﾝﾀｰ 
TEL:048-946-1678 

5.09 土〜

'16.2.13 土 
筑波大公開講座 2015／教養講座(有料) 

〜 ナチュラリスト養成講座(全 6日) 
町田龍一郎(生命環境系)〜ﾌｨｰﾙﾄﾞ生物学に関心ある

社会人。講義とﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸで自然を継続観察 

同大 菅平高原実験ｾﾝﾀｰ 
(長野県上田市菅平高原 1278-294) 

同大 教育推進部社会連携課 

TEL:029-853-2216 1ヶ月前迄 

5.10 日 
10~13 

カシニワ・フェスタ 2015 参加イベント 

こんぶくろ池 第 2回 森のコンサート 

流通経済大 付属柏高校･吹奏楽部 

町の演奏家ｸﾞﾙｰﾌﾟ(二胡､ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ) 

同池 てづくり広場 
(柏市中十余二 401-5) 

(NPO)こんぶくろ池自然の森 

TEL:04-7132-8800 申込不要 

5.10 日 
10:30~16 

SINCE2002アースデイちば VOL.14 
http://earthdaychiba2002.jimdo.com 

千葉県は温暖で自然豊かな土地｡この恵みに感謝し

老若男女がお喋り･食べたりのｱｯﾄﾎｰﾑなお祭り 
千葉市 稲毛海浜公園 
(同市 美浜区高浜 7) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL:080-3094-6488 

5.15 金 ※ 
14~15 

緑のカーテン育て方講習会 
※翌 16 日(土)は 10時〜 対象：柏市民 

育て方が分からない方､家族で挑戦の方など､

ぜひ参加してみませんか｡参加者に苗ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 
柏市 中央公民館 
(柏市柏 5-8-12) 

柏市役所環境政策課 

TEL:04-7167-1695 4/20迄 

5.16 土〜 
'16.01.30 土 
9:30~12(通常) 

こども体験教室＜全 10回・無料＞ 

「親子で楽しむ米づくりと展示づくり

〜小学生学芸員になろう！」 

田植えから収穫の一年を通じた米づくり作業体験

し､成果を学習資料展｢昔のくらし探検｣の一角で展

示･発表! 

松戸市立博物館･水田､実習室他 
(同市 千駄堀 671) 

同館 

TEL:047-384-8181 4/30迄 

5.17 日 
10~17:15 

第 12回 里山ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ in山武 

子どもにつなぐくらし方〜 里山と資源循環 
AM:4分科会(略) PM:上映会･講演会･他 

映画:｢ｸﾗｯｸ｣｢木を植えた男｣／高畑勲((株)ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ)

〜F･ﾊﾞｯｸさんが伝えたかったこと／鼎談:高畑勲･

椎名千収(山武市長)･稗田忠弘(さんむﾌｫﾚｽﾄ)／ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 

山武市立 大富小学校 

(同市新泉ト 60 JR総武本線成東駅 

徒歩 14分) 

里山シンポジウム実行委員会 
TEL:090-3795-4531 申込不要 
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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 

4.17 金 
10~13 

食を楽しむ教室･千葉県の郷土料理 

〜 太巻き祭りずしを作ろう (有料) 

石橋京子(料理研究家)〜どこ切っても同絵柄が特

徴｡初心者も作れるﾊﾞﾗ模様と四海巻きを作る。 

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 

4.17 金 
10~16 

農村工学研究所 一般公開 

〜 農村の未来を開く～新しい技術の創造 
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/03/056368.html 

●地震がどう伝わるか?見てみよう!!●味で体感 

～お米の塩害～●地図でﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟ●進化する水車 

～模型の展示～●地域を拓く水路のﾈｯﾄﾜｰｸ●他 

農研機構 農村工学研究所  
(茨城県観音台 2-1-6) 

左同 

TEL：029-838-7513 

     

5.17 日 
13~14 

緑の教室〜涼しく快適!緑のカーテン 

講師：吉村孝(緑の相談員)〜今年の夏＊ 
＊は緑のｶｰﾃﾝ｡しっかり学んで賢く節電｡ｶｰﾃﾝ

向き植物紹介や作り方を学ぶ｡持帰り苗付き 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

同公園 
TEL:0476-47-4030 要申込 

5.21 木 
18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 148回研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

O.ﾊﾞﾙﾃﾝｼｭﾀｲﾝ(Spanner(株))〜ﾄﾞｲﾂの小規模木質

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電の普及から見た日本の発展 

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 1F) 

(NPO)同ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL:047-389-1552 

5.23 土 
10:40~12:10 

昭和女子大 特別公開講座 

〜昭和ｷｬﾝﾊﾟｽの自然を見る＜春編＞ 
常喜豊(同大)〜本ｷｬﾝﾊﾟｽには大小 4,000本以上

の樹木が茂る｡春の花､樹木､昆虫､鳥など紹介 

同大学内教室(当日守衛室前で案内) 

(世田谷区太子堂 1-7-57) 

同大 
TEL:03-3411-5100 要申込 

5.23 土 
13:30~15:30 

第 194回 くらしの植物苑 観察会 青木隆浩(同館) 

〜 酒名にみる植物 
同苑 東屋 
(佐倉市城内町 佐倉中学校隣) 

国立歴史民俗博物館 

TEL:03-5777-8600 申込不要 

5.24 日 
10~12 

緑の教室〜公園葉っぱ探検隊 親子教室 

講師：吉村孝(緑の相談員)〜植物の葉＊ 

*っぱを観察すると､形･色･手触り･香りなどの

違いを発見｡たくさん集め葉っぱ博士に 
県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

同公園 
TEL:0476-47-4030 要申込 

5.26 火〜 
29 金 10~17 

2015地球温暖化防止展(GWPE 2015) 

〜 CO2削減と新ｴﾈ･省ｴﾈﾋﾞｼﾞﾈｽの推進 
https://www.nippo.co.jp/stop-ondanka15/ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ･緑化･温暖化防止対策などの技術やｻｰﾋﾞｽを

一堂展示し､多くの関係者に環境保全への啓発を行

い､国民生活の安定と環境関連産業発展 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東展示棟､屋外会場

(江東区有明 3-11-1) 

日報ﾋﾞｼﾞﾈｽ(株) 
TEL:03-3262-3562 

5.26 火〜 
29 金 10~17 

2015 NEW環境展(N-EXPO 2015 TOKYO) 

〜 環境ビジネスの展開 
様々な環境技術･ｻｰﾋﾞｽを一同に展示情報発信し環

境保全への啓発､国民生活の安定と関連産業の発展 
https://www.nippo.co.jp/n-expo015/ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東展示棟､屋外会場

(江東区有明 3-11-1) 

日報ﾋﾞｼﾞﾈｽ(株) 
TEL:03-3262-3562 

5.27 水 
9~ 

自然観察会 

〜 北印旛沼   雨天中止 
期待:ｻﾝｶﾉｺﾞｲ､ｺﾞｲｻｷﾞ 
持物:観察用具､弁当､飲み水､帽子､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 

5.27 水〜 
29 金 10~17 

JECA FAIR 2015 第 63回 電設工業展 

電設技術が未来を創る 

～人を支えるｽﾏｰﾄ技術～ 

電気設備に関する機器･資材･工具と施工技術等に

関する日本最大級の総合展示会 
http://jecafair.jp 

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)日本電設工業協会 
TEL:03-5413-2163 

5.29 金 
12:30~15:30 

消費者ﾌｫｰﾗﾑ in千葉〜｢地球との調和をめ

ざす地域づくり｣ﾃｰﾏの消費者問題を考える 
倉阪秀史(千葉大)〜再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを育てる地

域社会を目指して／事例発表／ﾊﾟﾈﾙ展示 

千葉市文化ｾﾝﾀｰ (千葉市中央区

中央 2-5-1 JR千葉駅徒歩 10分) 

県 生活安全課 

TEL:043-223-2292 5/15迄 

内容＆申込詳細 URL：http://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/press/2015/h27forum-kaisai.html 
5.30 土 
10~15 

いすみの山の樹木観察会 
現地：いすみ市山田市有林遊歩道 

関隆夫(樹木医･森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ) 

持ち物･服装:昼食､飲み物､山歩き用の靴､帽子 
集：いすみ市山田 6 区集会場｢ふれあ

いｾﾝﾀｰ｣駐車場 

(NPO)ちば里山ｾﾝﾀｰ 

TEL:090-1531-7931 要申込 
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4.18 土 
13:30~15:30 

緑の教室 

 

篠原英子(園芸研究家)〜 とってもおいしい高濃

度ﾐﾆﾄﾏﾄのｺﾝﾃﾅ栽培(苗付き) 参加費：500 円 

青葉の森公園 緑の相談所 

(千葉市中央区青葉町977-1) 

左同 

TEL:043-208-1510 要申込 

4.19 日 
7~11:30 

第 71回 (東京)代官山朝市／雨天決行 
http://tsite.jp/daikanyama/event/004728.html 

旬の食材有機野菜・地域の特産品など､生産者

が直接販売｡8時〜9時はﾀｲﾑｻｰﾋﾞｽ 

代官山 T-SITE駐車場 
(渋谷区猿楽町 16-15) 

ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ(株) 

TEL:03-3770-2525 

4.24 金〜 
4.26 日 9~16 

第 33回 市原市園芸まつり 

〜 市内生産者のよる野菜苗･花苗＊ 

＊安全安心採れたて野菜等､団子やｼﾞｬﾑ､ｼﾞｪﾗｰ

ﾄﾞ等の農産加工品他の販売｡収穫体験ｲﾍﾞﾝﾄも 

同市農業ｾﾝﾀｰ 
(同市安須980) 

同市農林業振興課 

TEL:0436-36-4187 

4.25 土 
10~15 

あびこん新緑苗木フェア 
〜地元農家が育てたﾅｽ･ﾄﾏﾄ･ｷｭｳﾘ･ﾋﾟｰ* 

*ﾏﾝや草花の苗木販売｡ﾌﾟﾛに家庭菜園のｺﾂの相談ｺｰ

ﾅｰやｴｺ農業展示､ｶﾚｰ･たこ焼き､焼き鳥など販売も 
あびこ農産物直売所 あびこん広場 

(我孫子市新田22-4) 

あびこ型｢地産地消｣推進協議会 

TEL:04-7128-7770 

4.25 土 
12~17:30 

太陽光ｴﾈﾙｷﾞｰによる循環型農業ご提案(セミナー) 

〜 農地の有効活用 

今後の農業とｴﾈﾙｷﾞｰの関係/循環型ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ/新

農法｢儲かる農業｣/ｽﾏｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ構想/ﾊﾞｽ見学会 
成東文化会館 のぎくﾌﾟﾗｻﾞ2F 

(山武市殿台290-1) 

(株)ｱﾒﾆﾃｯｸ 

TEL:0436-26-7578 4/24迄 

4.29 水祝 
14〜 

道の駅「発酵の里こうざき」開店 
〜 発酵のことなら丸ごと･発酵市場で 

日本の文化｢発酵｣は､私たち神崎(こうざき)の暮ら

しとずっと共に･｡千葉県北部､利根川に面して 

道の駅「発酵の里こうざき」 
(千葉県香取郡神崎町松崎855) 

左同/ http://www.hakkounosato.com 

TEL:0478-70-1711 

5.01 金 
10:05~12:05 

湯河原 茶摘みと甘夏狩り体験 
(｢かながわ県のたより･かながわ情報館｣より) 

一日でお茶摘みと甘夏狩りを行う体験ツアー 

費用：3,000円 

集：10:05 JR湯河原駅 (株)湯河原総合情報ｾﾝﾀｰ 

TEL:0465-63-5599 4/24迄 

5.03 日祝＆ 
04 月祝 10~ 

第 41回(江戸川区)花の祭典 

〜フラワーフェスティバル 2015 

江戸川区は都内有数の花と野菜の産地｡それらの販

売など催しいっぱい! ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸはお出かけを 

都立篠崎公園 鹿骨ｽﾎﾟｰﾂ広場 
(江戸川区 篠崎町 8-5) 

同区 生活振興部 産業振興課 

TEL:03-5662-0539 
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/san_jigyosya/nogyo_suisan/event/event01/gaiyo.html 

5.09 土 
9~12:30 

第 5回 親子でお米づくり 雨天順延 

〜田植え(以下､補植･草取り･稲刈り･収穫祭) 

お弁当､水筒､ﾀｵﾙ､帽子､作業着､ﾚｼﾞｬｰｼｰﾄ等持

参｡親子が原則､大人のみも歓迎。無料 
流山市前ヶ崎富士川沿い田んぼ 
(JR北小金駅北口徒歩 15分) 

流山お田んぼｸﾗﾌﾞ 

TEL:090-7905-0728 要申込 

5.09 土 
10~12 

(柏市内)田植え・稲刈り体験募集 1 
小雨決行 

日頃食べているお米がどのうように作られる

か、収穫されるのかを体験してみませんか｡ 
富勢地区ふるさと農園 (柏市布施

下 127-1 あけぼの山農業公園内) 
同農園 ﾄﾏﾄﾊｳｽ 

TEL:04-7134-9920 

5.23 土 
10~12 

(柏市内)田植え・稲刈り体験募集 2 
小雨決行 

同上／以下 HP から申込可 
http://no-side-kashiwa.com 

山崎農園 
(柏市布瀬地先) 

(株)農菜土 

TEL:04-7137-7318 

5.16 土〜 
'16.01.30 土 
9:30~12(通常) 

こども体験教室＜全 10回・無料＞ 

「親子で楽しむ米づくりと展示づくり

〜小学生学芸員になろう！」 

田植えから収穫の一年を通じた米づくり作業体験

し､成果を学習資料展｢昔のくらし探検｣の一角で展

示･発表! 

松戸市立博物館･水田､実習室他 
(同市 千駄堀 671) 

同館 

TEL:047-384-8181 4/30迄 

5.20 水〜 
22 金 10~17 

第 20回 国際食品素材/添加物展･会議 

第 13回 ﾍﾙｽﾌｰﾄﾞｴｷｽﾎﾟ 
http://www.ifiajapan.com/2015/jp/index.html 

食品原料･添加物･機能性素材が一堂に会する食品

開発者･技術者向け／健康食品原料･素材､機能性

素材が一堂に会する健康食品開発者･技術者向け 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 1･2 ﾎｰﾙ&ｱﾄﾘｳﾑ 

(江東区有明 3-11-1) 

(株)食品化学新聞社 
TEL：03-6459-0444 

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 】 
4.05 日~ 
12.06 日 

ちくら漁港朝市 
毎月第 1 日曜日開催！ 

地元水産物や加工品､特産品など販売｡ﾊﾞｰﾍﾞｷ

ｭｰｺｰﾅｰでは買った食材をその場で味わえる 

千倉漁港魚市場 
(南房総市千倉町平館) 

千倉地域づくり協議会｢きずな｣ 

TEL:0470-44-1113 
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4.18 土 他※ 
9~14 

｢川の停車場｣で産直軽ﾄﾗ市&ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 
※(第 3土曜)：5/16､6/20､7/18､8/15､9/19､

10/17､11/21､12/19､1/16､2/20､3/19 

地域交流の場として開催｡地元で採れた新鮮野菜産

直市やﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ｡川辺散歩がてら立ち寄ってはいか

が？ 観光船による｢いんざいぶらり川めぐり｣あり 

｢川の停車場｣(印西市発作地先 

六軒大橋 西側 356 号ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 

(NPO)印西市観光協会／HP参照 

TEL:0476-42-7530 

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 

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 

 

長期イベントコーナー／年間や半期など長期スケジュールイベントです。随時チェックしてみてください。 

いつ？ 主催者と HP 概要 イベント一覧 URL 所在地・問合せ 

年間 国立科学博物館 筑波実験植物園 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php 

筑波山の南裾にひろがる緑ゆたかな自然あふれる

植物園。国立科学博物館が植物の研究を推進する

ために設置した機関 

http://www.tbg.kahaku.go.jp/educa

tion/event/pdf/event_calendar2015

.pdf 

茨城県つくば市天久保 4-1-1 

TEL:029-851-5159 

年間 千葉県いすみ環境と文化のさとセンター 
http://www.isumi-sato.com 

ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ(生態園･昆虫広場･ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場･湿性生態園)

中心に､小動物の広場(松丸)､ふるさとの森(松丸)､万木

の丘(万木)､ﾄﾝﾎﾞ沼(高谷)､ﾎﾀﾙの里(山田)､照葉樹の森

(鴨根)､昆虫広場(細尾) など 

http://www.isumi-sato.com/program

/h27program.pdf(9月まで) 

http://www.isumi-sato.com/program

/h27program2.pdf(10月〜3月) 

千葉県いすみ市万木 2050 

TEL:0470-86-5251 
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9 月まで 
 

ミュージアムパーク 茨城県自然博物館 
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html 

｢過去に学び現在を識り未来を測る｣を理念に自然

系博物館として平成 6 年開館。開館 10 周年｢自然

と共生､市民と協働の博物館｣をと､更なる進化を 

http://www.nat.pref.ibaraki.jp/im

ages/other/100000002/eventguide.p

df 

茨城県坂東市大崎 700 

TEL:0297-38-2000 

通年 
 

流山おもちゃ病院〜 おもちゃの診察･治療 
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/ 

皆さんの家に壊れたおもちゃはありませんか?  

子どもたちの物を大切にする心を育てる 

http://schedule49.blog.fc2.com 同病院 

TEL:04-7158-4407 

年間 
 

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 

http://www.maff.go.jp/j/heya/tenz

i/index.html 
同省 

TEL:03-3591-6529（一般相談） 

TEL:03-5512-1115（子ども相談） 

 
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 

3.10 火から 
受付中 NEW 

省エネ住宅ポイント制度 
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/

jutakukentiku_house_fr4_000046.html 

省ｴﾈ住宅の新築･ﾘﾌｫｰﾑの普及､需要を喚起し住宅投

資拡大を目的｡一定の省ｴﾈ性能住宅の新築･ﾘﾌｫｰﾑ

に様々な商品等と交換ﾎﾟｲﾝﾄ発行 

詳細は左記 URL 参照 同ﾎﾟｲﾝﾄ事務局 ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 
TEL:0570-053-666 ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ 
主管：国土交通省住宅局住宅生産課 

4.01 水から 
新制度受付中

'16.2.29 迄 NEW 

H27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 
http://www.ecosite.jp/ecohouse 

ｴｺ窓改修･太陽光発電･家庭用燃料電池ｼｽﾃﾑ(ｴﾈﾌｧｰ

ﾑ)･ｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ(HEMS)･定置用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電ｼｽﾃ

ﾑ･電気自動車充給電設備｡ 詳細は左記 URL参照 

同市 環境政策課 
(柏市柏 5-10-1) 

左同 

TEL：04-7167-1695 

4.24 金まで 
NEW 

かながわ森林塾[5/18(月)〜6/10(水)(全

10回)]〜 [内容]森林･林業の体験＊ 

＊研修 [対象]神奈川県内で林業へ就業希望 54

歳(H28.3.31現在)以下／別途森林整備基本研修あり 

同県 足柄上合同庁舎(同県足柄

上郡開成町吉田島 2489-2)ほか 

同県森林再生課足柄駐在事務所 

TEL:0465-83-8820 

4.24 金 必着 第 13回ドコモ市民活動団体への助成募集 

〜よりよい未来のために頑張る仲間を応援します 
http://www.mcfund.or.jp/docomo_josei/action.html 

助成総額上限(予定)●子ども分野:1,500万円●環境

分野:500 万円(活動例:省ｴﾈ･再生ｴﾈ･低炭素社会推

進､3R 活動､森林管理･里地里山づくり､他) 

詳細は左記 URL 参照 (NPO)ﾓﾊﾞｲﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ事務局 

TEL:03-3509-7651 
 

4.28 火まで 
NEW 

(流山市内)自治会などにゴーヤの苗などを

無料配布〜 緑のカーテンで夏を涼しく 
地球温暖化･節電対策として､地域ぐるみで緑

のｶｰﾃﾝをと自治会･ﾏﾝｼｮﾝ管理組合へ配布 
流山ｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝ普及促進協議会 

[自治会等からの申込書参照] 

同会 

TEL:04-7154-2327 

4.28 火まで 巣箱 展 〜 営巣率約 80％! 

巣箱でつくる鳥と庭と人の幸せな関係 
巣箱第一人者・細野康夫氏(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌｧｲﾝ主宰)監

修､都会の小鳥たちが安住できる巣箱を紹介 
monova gallery (ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ
OZONE 4F/新宿区西新宿 3-7-1) 

Japan creation space monova 

TEL:03-6279-0688 

4.29 水 必着 
NEW 

NPOで働く。即戦力になる。 

NPO/NGO就職･転職ｺｰｽ第 5期生募集 

開講期間：5/16〜9/12 有料 説明会あり 

NPOの基礎知識､ｽﾀｯﾌに求められる応用力､実践力を

授業と現場体験､ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ通じ身につける｡ 
http://npo-sc.org/NPOcareer_college/about.html 

NPO ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ銀座 
(中央区銀座 8-12-11) ほか 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3547-3206 

4.30 木まで 
NEW 

｢成長の森｣参加者募集 
費用：3,000 円／人(苗木･銘板等含む) 

子ども･孫の誕生記念に苗木植樹を｡名前銘板

を植樹地付近に設置｡誕生:H27.4.1 迄 

神奈川県立 21世紀の森 

(同県 南足柄市内山 2870-5) 

(公財)かながわﾄﾗｽﾄみどり財団 

TEL:045-412-2255 

5.01 金〜6.24
水(郵送) 
電子申請:26 金 

未来を担う子どもたちに大きな夢を 

☆☆ 子どもゆめ基金 ☆☆ 
子どもの体験活動・読書活動への助成 

対象体験活動例：キャンプ・自然観察など／科学

実験教室／商店街・農業・漁業など職場体験／他 
http://yumekikin.niye.go.jp/about/index.html 

応募･内容詳細は左記 URL参照 (独)国立青少年教育振興機構 

同基金助成課 

TEL：0120-579081 

5.06 水休 
まで 

マリンサイエンスギャラリー 

〜〜 クラゲ展 〜〜 
大きな･変わった･危険な 各ｸﾗｹﾞ｡その種類や

生き方多様性を生体水槽･標本で詳しく紹介 

県立中央博物館分館 海の博物館 
(勝浦市吉尾 123) 

同館 

TEL:0470-76-1133 
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5.10 日まで 
NEW 

第 23回企画展・ふらふら ぷらぷら 

〜 プランクトン 〜 いのち溢れる水の世界 
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝは｢浮遊生物｣｡水中を漂って生活する

生き物｡貝やｳﾆ､ﾋﾄﾃﾞの赤ちゃんもﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 

ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ茨城県大洗水族館 
(茨城郡大洗町磯浜町 8252-3) 

同館 

TEL:029-267-5151 

5.10 日まで ﾄﾋﾟｯｸｽ展 生命(いのち)のにぎわい 
生命のにぎわい調査団 生物多様性写真展 

県内各地の鳥､昆虫､花など撮影した同調査団

員の秀作 32点｡ ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸ:4/8(水)､22(水) 

県立中央博物館 第 2企画展示室 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

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 
NEW 

福田幸広写真展｢ぼくらはみんな生

きている!｣〜 動物たちの幸せの瞬間 

世界中の動物たちの幸せを感じる瞬間をとらえた

作品群｡動物たちの親子が寄り添い､遊び､眠り､そ

して恋をするという命の営み。 

ｷﾔﾉﾝｷﾞｬﾗﾘｰ S 
(港区港南 2-16-6 ｷﾔﾉﾝ S ﾀﾜｰ 1F) 

左同 

TEL:03-6719-9021 
http://cweb.canon.jp/gallery/archive/fukuda-animal/index.html 

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 

5.14 木まで 
NEW 

ちばカレッジ 2015 

〜 暮らしに役立つお天気のはなし 

矢野良明(防災士)〜大雨･台風･竜巻の仕組を知

り減災に。5/31,6/14･23,7/05,各 13:30〜開催 

千葉市 生涯学習ｾﾝﾀｰ 
(同市中央区弁天 3-7-7) 

同ｾﾝﾀｰ  kouza@chiba-gakushu.jp 

TEL:043-207-5820 

5.17 日まで 第 48回企画展｢根も葉もない植物の話｣ 

〜植物は根,茎,葉と単純器官から* 

*なりますが､環境にあわせ器官を変形･退化の

柔軟性がある｡多様で巧妙な姿を見ませんか 

群馬県立 自然史博物館 
(富岡市上黒岩 1674-1) 

同館  http://www.gmnh.pref.gunma.jp/ 

TEL:0274(60)1200  

5.29 金 必着 第 4回｢生物多様性 日本ｱﾜｰﾄﾞ｣募集
資格：国内の団体･組織･企業･個人  

対象：生物多様性の保全、持続可能な利用、普及啓発 

http://www.aeon.info/news/2015_1/pdf/150302R_1.pdf 

詳細は左記 URL 参照 (公財)ｲｵﾝ環境財団 

TEL:043-212-6022 

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 

6.14 日まで 特別展 大アマゾン展 
〜 ついに、冒険の時が来た。 
http://www.tbs.co.jp/amazon-ten/ 

大河ｱﾏｿﾞﾝに冒険に出かける雰囲気の中､＊ 

＊ｱﾏｿﾞﾝ地域成立以前にこの地域に生息の翼竜､魚類､昆

虫や植物の化石､現世の巨大ｱﾅｺﾝﾀﾞやｱﾙﾏｼﾞﾛ､ﾐﾕﾋﾞﾅﾏｹﾓﾉ

剥製､ｱﾏｿﾞﾝ固有種ｱﾏｿﾞﾝｶﾜｲﾙｶ全身骨格､水草やﾋﾟﾗﾆｱ生

体展示､美しい鳥の羽がついた先住民頭飾りなど＊＊ 

国立科学博物館 
(台東区上野公園 7-20) 
 

＊＊約 400点の貴重な資料を展示。 

同館 

TEL:03-5777-8600 

6.15 火まで 国連生物多様性の 10年 ／呼びかけ 
｢グリーンウェイブ 2015」参加と協力 
http://www.env.go.jp/press/100373.html 

活動例：①植樹 ②森林や樹木等の保全､手入れ(植
樹した樹木への水やり､里山の管理等) ③森林や樹木等

とふれあう活動(ｲﾍﾞﾝﾄ等)の実施､参加／他 

詳細は左記 URL 参照 
参加登録ｻｲﾄ：

http://greenwave.undb.jp 

環境省自然環境局 

TEL:03-5521-9108 

6.28 日まで 第 71回 企画展「鳥はなぜ鳴くの？」 

♪ 〜 鳥の鳴き声展 〜 ♪ 

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 

6.28 日まで 
NEW 

杉山明博の造形世界 木とあそぼう 
〜 学びと遊びのデザイン展 〜 

☆子どもたちが持っている探究心･創造力を

伸ばすには遊んだ時の手の感触･楽しい＊ 

＊体験が学びになっていくことが理想｡子どもたちが木

とふれあい遊ぶなかで工夫したり考えることの楽しさに

気づき､さらなる挑戦を楽しみながら潜在的な可能性を

引き出せるよう構成。 

小山市立 車屋美術館 
(栃木県小山市乙女 3-10-34 

JR宇都宮線 間々田駅西口徒歩 5分) 

同館 

TEL：0285-41-0968 

https://www.city.oyama.tochigi.jp/kyoikuiinkai/kurumayabizyutukan/tenrankai/zikai/kitoasobou.html 

6.30 火まで イルカウォッチング(沖合ｺｰｽ)(有料) 

期待:ｶﾏｲﾙｶ､ﾊ(ﾊﾞ)ﾝﾄﾞｳｲﾙｶ､ｽｼﾞｲﾙｶなど 

親潮と黒潮の銚子沖､ほぼ 1年通じてｲﾙｶ･ｸｼﾞﾗ類が

見られ､時には 5,000頭ものｲﾙｶ群に｡その多くは親
集：銚子海洋研究所(外川漁港) 

(銚子市外川町2-11077-9 銚子電鉄

(有)銚子海洋研究所 

TEL:0479-24-8870 
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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 〜〜〜 

http://www.choshi-iruka-watching.co.jp 子連れ｡所要:3〜4時間｡ 詳細は左記 URL 参照 外川駅徒歩 5分) 

7.01 水〜 
10.31 土 

イルカウォッチング(沿岸ｺｰｽ)(有料) 

http://www.choshi-iruka-watching.co.jp

/watching.html 期待：スナメリなど 

親潮と黒潮の銚子沖､ほぼ 1年通じてｲﾙｶ･ｸｼﾞﾗ類が

見られ､時には 5,000頭ものｲﾙｶ群に｡その多くは親

子連れ｡所要:1.5時間｡ 詳細は左記 URL参照 

集：銚子海洋研究所(外川漁港) 

(銚子市外川町2-11077-9 銚子電鉄

外川駅徒歩 5分) 

(有)銚子海洋研究所 

TEL:0479-24-8870 

7.16 木〜

7.31 金 NEW 
Panasonic NPO ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ(環境分野) 

ﾃｰﾏ：客観的な視点を取り入れた組織基盤の強化 

NPO等が持続的発展できるよう､組織運営上の課題

解決のための｢組織診断｣と｢組織基盤強化｣を応援 

詳細は左記 URL参照 同ﾌｧﾝﾄﾞ事務局 
(NPO)地球と未来の環境基金(EFF)  

TEL:03-5298-6644 http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pdf/kankyou_yoko.pdf 

受付中 
 
2015.3.26 更新 

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) 

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 
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/ondanka/1000599.html 

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 

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 

〜 石油由来の CO2 削減、環境保全へ 
回収対象油種､回収団体･場所､他詳細 URL： 
http://www.ckz.jp/onndannka/consortium.html 

左記 URL参照 ちば廃食油燃料利用促進ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

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 
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http://www.choshi-iruka-watching.co.jp/
http://www.choshi-iruka-watching.co.jp/watching.html
http://www.choshi-iruka-watching.co.jp/watching.html
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pdf/kankyou_yoko.pdf
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/ondanka/1000599.html
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.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html
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

