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☆ 皆様へ（転送は自由です）☆ 

 

今回の大雨により被災された方々にお見舞い申し上げます。 

子供のころ葛飾区内で、中川氾濫の水害を思い出します。 

気候変動を少しでも抑えるために実践の輪を広げましょう。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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【農業と太陽】 

 

先日来の日照不足で農産物直売所の野菜類が大幅に減り、 

それを補うように食卓には野菜の浅漬けが増えました。 

 

農業＝太陽と言っても良いくらいですが、 

真夏の太陽下での農作業は大変で、 

日陰での作業や扇風機を持って来たいと思ったことは何回もあります。 

そういう意味で農地内太陽光発電・ソーラーシェアリングを 

うまく活かせば太陽光パネルで日射が遮られるので、 

作物によっては作業が大幅に楽になるかも知れません。 

 

太陽の光があるので緑の作物は育つ訳で、 

9月 23日まで茨城県自然博物館で開催中「葉っぱ展」では、 

葉っぱの光合成の仕組みをわかりやすく展示していました。 

 

これからの季節は心地よい太陽と空気の中で稲刈りはいかがでしょうか。 

機械による稲刈りでは、機械の都合でナイター稲刈りを経験しました。 

マイカーのライトを田んぼに照らしながらの作業です。 

 

今回の案内に掲載しましたが、 

つくば市では「茨城県以外の方」を対象に稲刈り体験者募集中です。 

TX万博記念公園駅から近い田んぼのようです。 

きっと楽しい一日になります。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
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・環境と農の広場・・新美 健一郎・・ 

・発信地：千葉県 流山市 

・明日への助け合い＝環境保全・食農安全 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
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★☆          案内 ☆★ 2015.9.13号【環境全般･ｴﾈﾙｷﾞｰ･観察会･他】編 (更新:1〜2 回/月)         文責：環境と農の広場 / 新美健一郎 

いつ?'15 年 

月.日.時 
何を? (表題) 

内容の一部(講師等)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 

9.14月〜 

11.20金 

2015柏の自然と生きものフェスタ 

柏市内巡回写真展 
〜柏の生きもの、こんなにいろいろ 

選りすぐりの豊かな自然を調査､生きものたちが命

をつないでいけるよう保全作業もする市民が撮っ

た植物･動物の姿を紹介 

9/14〜中央公民館､9/21〜柏の葉公園ｾﾝﾀｰ､

10/6〜沼南公民館､10/13〜環境ｽﾃｰｼｮﾝ､

10/20〜そごう柏､11/2〜市役所､11/9〜他 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL：04-7170-7090 平日 13〜17時 

9.14月＆ 

17木 14~16 

ちらしを学ぶ 

ちらし作成･ﾃﾞｻﾞｲﾝ力ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ講座 

大工原潤(さいたま市)〜9/14:ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ編＜思わず手

にとりたくなる言葉など＞／9/17：ﾃﾞｻﾞｲﾝ編 

ｱﾐｭｾﾞ柏 ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏 6-2-22) 

柏市役所 恊働推進課 

TEL：04-7167-0941 要申込 

9.17木 

9~ 

自然観察会 

〜 葛西臨海公園探鳥会 (雨天中止) 

北から南下のｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘや､山野の渡り鳥も見ら

れるかも｡観察用具･弁当･帽子･雨具など持参 

集：船橋駅さっちゃん像前 9時 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

9.17木 

13~15 

ドイツ・エネルギー貯蔵セミナー 

〜 日本と違い、蓄電池も使いながら､

水素や熱の貯蔵も幅広く採用 

H.ｼｭﾄｩｯﾂｨﾝｶﾞｰ(ﾄﾞｲﾂ･ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵協会)〜ﾄﾞｲﾂのｴﾈﾙｷﾞｰ

貯蔵最新動向／ESSJ ｴﾅｼﾞｰ･ｽﾄﾚｰｼﾞｻｯﾐｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ案内 

http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=516  

東京駅日本橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

(中央区八重洲 1-2-16) 

㈱ﾒｯｾ･ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

TEL:03-5210-9951 
左記 URLから申込 

9.18金 

13:30~15 

ｼﾆｱ向け自然大学〜博物館で学ぶいばらきの自然 

〜 恐竜時代の海の生き物 

講師:加藤太一(地学研究室)〜恐竜と混同 * 

*されがちな首長竜などの海成爬虫類,ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾗﾝの

面白さ､解明されつつある生態など紹介｡一部の首

長竜はその生態に合わせてﾕﾆｰｸな歯の特徴が判明 

茨城県自然博物館 

(坂東市大崎 700) 

同館 

TEL:0297-38-0927要申込 

9.19土 
受付: 9:30~11 

ｺﾞｰﾙ: 12~14:30 

第 10回 (鉄道)4社合同ウォーク／自由参加 

★水辺の自然と壮観な風景を訪ねる 

〜 初秋の印旛沼ウォーキング (約 14km) 

京成本線｢うすい駅｣から印旛沼のほとりを歩きｵﾗﾝﾀﾞ風

車の佐倉ふるさと広場､ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞ､稲穂たれる徳性院な

ど巡り､北総線｢印旛日本医大駅｣まで。 詳細 URL： 
http://www.keisei.co.jp/keisei/kouhou/news/150820_02.pdf 

集：御伊勢公園(最寄駅：京成本線 う

すい駅)／ｺﾞｰﾙ：印西市役所印旛支所
(最寄駅：北総線 印旛日本医大駅) 

京成電鉄 上野案内所 

TEL:03-3831-0131 

北総鉄道 TEL:047-445-1901 

9.19土 

13~14:30 

聖徳大学言語文化研究所 公開講座 

☆ 気象災害から身を守る情報 
横山博(気象業務支援ｾﾝﾀ)〜松戸での大雨を振り返る｡ 

情報入手､避難を躊躇しない早め早めの対策 

同大 10号館 14F 

(松戸市松戸 1169 松戸駅徒歩 1分) 

同研究所 

TEL：047-365-1111申込み不要 

9.19土 

13:30~14:30 

家つくりｾﾐﾅｰ 基礎講座～新築・購入編 

〜 これで失敗しない！家づくりのはじ

めに知っておくこと(10/18・11/21開催) 

山内あきよし(OZONE住まいづくりｺﾝｻﾙ)〜家づくりの流れや費用､依頼先

の種類と違い､より良い依頼先を見つけるための要望のまとめ方など､

はじめに知っておきたい基本ﾎﾟｲﾝﾄや注意点を分かりやすく解説 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 6F 

(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 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1801.html 

9.20日・ 

21月祝 

H27年度 秋の収穫に感謝するむらの祭り 

〜 稲穂まつり／特別：笹川の神楽他 
稲穂ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ･昔農具体験･利き酒会･お米ｱｲｽ､

ﾎﾟﾝ菓子販売･落花生収穫体験･稲藁箒作り・他 

体験博物館 県立 房総のむら 

(千葉県印旛郡 栄町龍角寺 1028) 

同むら 

TEL:0476-95-3333 

9.23水祝 

9:30~13 

目指せ！誰でも自然マイスター！ 芋の収穫・調理・試食。親子、成人対象 県立 手賀の丘少年自然の家 

(柏市片山 275) 

左同 

TEL:04-7191-1923 

9.23水祝 

10~16 

第 20回 エコメッセ 2015inちば 

テーマ "エコっておもしろい" 
http://www.ecomesse.com 

出展分野例:地球温暖化防止(ｴﾈﾙｷﾞｰ(省ｴﾈ･創ｴﾈ･再

生ｴﾈ))･循環型社会構築･環境教育&学習･環境配慮ﾓ

ﾉ作り&販売･生物多様性保全･行政施策･その他 

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会 

TEL:080-5374-0019 
info@ecomesse.com 

9.23水祝 

10:30~12 

H27年度 千葉県 3R推進シンポジウム 
テーマ：東京オリンピック・パラリンピックを

契機とした 3Rのあり方 

鬼沢良子(持続可能な社会をつくる元気ﾈｯﾄ)〜みんなで創るｵﾘﾝﾋﾟｯ

ｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾛﾝﾄﾞﾝに学ぶ｢ごみｾﾞﾛ｣への挑戦／ 

意見交換：県発信左記ﾃｰﾏを参加者で意見交換 

幕張ﾒｯｾ国際会議場 201会議室 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 
｢ｴｺﾒｯｾ 2015ちば｣会場内 

県 環境生活部循環型社会推進課 

TEL:043-223-2634 

9.23水祝 

13:30~15:30 

九都県市 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ活用ｾﾐﾅｰ 

〜 太陽熱エネルギー 〜 

須田礼二(ｿｰﾗｰｴﾈﾙｷﾞｰ利用推進ﾌｫｰﾗﾑ)〜今知りたい!太陽熱

の可能性･太陽熱利用ﾒﾘｯﾄや普及策 

幕張ﾒｯｾ国際会議場 201会議室 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

TEL:043-223-4645 

http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=516
http://www.keisei.co.jp/keisei/kouhou/news/150820_02.pdf
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1801.html
http://www.ecomesse.com/
mailto:info@ecomesse.com
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千葉会場 http://www.tokenshi-kankyo.jp/seminar/seminar.html 県：太陽熱利用の海外先進事例 ／ 他 ｢ｴｺﾒｯｾ 2015ちば｣会場内 県 環境生活部循環型社会推進課 

9.23水祝 

13~16:40 

おらっての電気ができた！ 

〜 市民発電所 第 1号竣工式 
★市民ｴﾈﾙｷﾞｰが切り拓く新潟の新しい社会 

竣工式 13〜 祝賀会 14:30  見学会 15:40〜 

自らのｴﾈﾙｷﾞｰを考え､実践のみならず､地域の食､

農､自然､伝統､歴史を活かし､未来世代のための･･ 

新潟市 黒埼(くろさき)市民会館 
(同市 西区鳥原909-1) 

おらって にいがた市民ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会 
http://www.oratte.org 

TEL：025-211-4654 要申込 

9.24木 

9~16 

(1)柏の生きもの多様性プラン・ホット

ポイントめぐりバスツアー 【満員】 

ｺｰｽ：利根運河〜利根川〜松ヶ崎城址〜文京学

園〜手賀の丘〜増尾城址 

集・解：柏駅西口りそな銀行前

or 柏市役所16号線側玄関前 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ／9月 2日から受付 

TEL：04-7170-7090 平日 13〜17時 

9.24木 

13:30~15:30 

ゆうゆう大学合同公開講演会〜暮らしに役

立つ天気〜気象災害から身を守るために 

田代大輔(気象予報士･防災士)〜最新の気象予報や､

気象災害時の正しい身の守り方 

流山市文化会館 ﾎｰﾙ 
(同市 加1-16-2) 

同館 

TEL:04-7158-3462申込み不要 

9.24木 

15~17 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会 NW 第 151回 研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

竹村英明(ｴﾅｼﾞｰｸﾞﾘｰﾝ)〜電力ｼｽﾃﾑ改革によるﾊﾞｲｵﾏ

ｽ発電等への影響(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 1F) 

(NPO)同 NW  

TEL:047-389-1552 要申込 

9.24木〜 
11.11水(全 10回) 

柏の自然と生きものﾌｪｽﾀ 2015イベント 

上記「(1)柏の生きもの多様性ﾌﾟﾗﾝ･ﾎｯﾄ* 
*ﾎﾟｲﾝﾄめぐりﾊﾞｽﾂｱｰ」から全 10回の各種ｲﾍﾞﾝﾄ｡詳細は

「広報かしわ 9月 1日号 8面」または以下 URL参照 

開催場所は各イベントで異なり

ます。 

柏市環境政策課 

TEL:04-7167-1695 
http://www.kankyostation.org/wp/2015/09/「柏の自然と生きものフェスタ 2015」のご案内/ 

9.25金 

13:30~(15:30) 

流山市民活動推進ｾﾝﾀｰ登録団体 

★任意団体向け会計講座 
佐々木健一(虎ﾉ門会計ｸﾞﾙｰﾌﾟ)〜どこまでやるの？ 

任意団体会計すっきり解決講座 

流山市民活動推進ｾﾝﾀｰ 大会議室 

(同市中 110 TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅徒歩 3分) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7150-4355 9/15迄 

9.26土 

10~16:30 

筑波大学公開講座 2015／教養講座 

〜 さまざまな動物の生存戦略 
https://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/culture.html 

櫻井啓輔 他(生命環境系)〜単細胞生物から昆虫･両生
類･ﾋﾄに至る様々なﾚﾍﾞﾙで生き物を研究対象教員

が最先端の科学研究を分かり易く解説 

同大 筑波ｷｬﾝﾊﾟｽ 
(つくば市天王台 1-1-1) 

同大 教育推進部社会連携課 

TEL:029-853-2216 9/03 迄 

9.26土 
12※~17:10 

※講演会:13~ 

日本バイオイメージング学会公開講座 

★見えるからわかるバイオの世界 
〜 私たちのくらしとバイオイメージング 

ﾊﾞｲｵｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ体験／東山哲也(名大)〜諦めない雌し

べ：秘められた花の力を映像で解き明かす／横田

秀夫(理化学研)〜見えないものを見る／他 3件／他 

東京理科大学 葛飾ｷｬﾝﾊﾟｽ  

図書館大ﾎｰﾙ&ﾎﾜｲｴ (葛飾区新宿

6-3-1 JR金町駅徒歩 8分) 

同学会 
bioimage@nih.go.jp 

申込み不要・入場無料 

9.26土 

13:30~15:30 

省エネ実践講座 2015 

★ 家庭の省エネ 耳寄りな話！ 
〜 省エネ・省マネーを話します 

服部俊生(環境ｶｳﾝｾﾗｰ)〜地球温暖化防止の世界･日本の

動き｡暮らしの中の省ｴﾈ／土田茂通(同)〜｢ｴｺﾗｲﾌｼｰﾄま

つど｣活用／小林一雄(技術士)〜自分でｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

松戸市民会館 201室 

(同市松戸 1389-1) 

ｱｰｽｺﾝ･ﾏﾂﾄﾞ／松戸市環境政策課 

TEL：047-366-7089  9/01から受付 

 

9.26土 

13:30~16 

記録映画｢鳥の道を越えて※｣お礼上

映とトークの集い〜 ※文化庁文化記録* 

*映画優秀賞､科学技術映像祭内閣総理大臣賞､他 

ﾄｰｸ:今井友樹(映画監督)･佐藤文男(山階鳥研)  
我孫子市 手賀沼親水広場･水の館 
(同市 高野山新田 193) 

我孫子市 鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212申込み不要 

9.26土 

13:30~16:30 

かしわ市民大学 公開講座 

〜 恊働によるまちづくりとは 

武林雅衛(国交省)〜多様な主体の恊働による地域づ

くりと国土政策／千葉葉子((株)ｳｫｰｸ･ﾄﾞﾝﾄ･ﾗﾝ)〜(略) 

ｱﾐｭｾﾞ柏 ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏 6-2-22) 

柏市役所 恊働推進課 

TEL：04-7167-0941 要申込 

9.26土 

13:30~ 

第 198回 くらしの植物苑 観察会 島立理子(県 中央博) 

〜 どんぐりを食べる 

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 

9.26土 

14~16 

第 3回 としま再エネ会議 

｢豊島区の地域力を活かす｣ 

☆地域で活躍する団体とエネルギーを語る 

豊島子ども WAKUWAKU ﾈｯﾄﾜｰｸ､ｴｺ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ､

としまでｴﾈﾙｷﾞｰを考える会､いけぶくろ大明の 4団

体の活動紹介後､再生ｴﾈをﾃｰﾏのﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

みらい館大明 115教室 
(豊島区池袋 3-30-8) 

豊島区 環境政策課 

TEL:03-3981-1597 要申込 

9.26土 

14~17:30 

映画&講演会〜 地球温暖化 私たちの選択 

14:00〜映画｢+6℃地球温暖化最悪のｼﾅﾘｵ｣ 
http://www.renet-chiba.net 

15:20〜 講演:江守正多(国立環境研)〜地球温暖化ﾘｽｸ

と人類の選択～IPCCの最新報告から～※ 

16:50〜 Renet Chiba会員取組み報告／懇親会※   

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 船橋本部 会議室 

(船橋市本町 2-1-1船橋ｽｸｴｱ 21−4F) 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰを広める NW ちば(Renet Chiba) 

TEL:047-420-2600 要申込 

※：講演会・懇親会は有料 

     

http://www.tokenshi-kankyo.jp/seminar/seminar.html
http://www.oratte.org/
http://www.npobin.net/apply/
http://www.kankyostation.org/wp/2015/09/%E3%80%8C%E6%9F%8F%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%A8%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%82%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF2015%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/culture.html
mailto:bioimage@nih.go.jp
mailto:bioimage@nih.go.jp
http://www.renet-chiba.net/
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9.27日 

9~12 

三番瀬探検隊 

「♪鳥くんと野鳥を探そう」撮影会 
ﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁｬｰ♪鳥くんと一緒に三番瀬で鳥

の観察と勉強をしよう! 長靴･座椅子ほか持参 

ふなばし三番瀬海浜公園 

(船橋市潮見町 40) 

同公園 

TEL：047-435-0828 要申込 

9.27日 

10~12 

手賀沼流域フォーラム 柏地域イベント 

〜 こんぶくろ池・秋の自然観察会 
同池の自然を観察。 集・解：同池公園管理棟前 

(柏市中十余二 399) 

同池自然の森 

TEL：04-7132-8800 要申込 

9.27日 

10~15 

自然観察会「ふしぎな生きもの変形菌」 
〜 あるときは手のひらｻｲｽﾞの大きなｱﾒ

ｰﾊﾞになって動き回り, あるときは＊ 

＊小さな小さな胞子になって風に乗って飛んでい

く｡ふしぎな生きもの｢変形菌｣は意外と身近に。 

共催の日本変形菌研究会の皆さんと変形菌を探す 

茨城県自然博物館 野外 

(坂東市大崎 700) 

同館 

TEL:0297-38-0927 要申込 

9.27日 

13~17 

狩猟の魅力まるわかりフォーラム(千葉県) 

★来場者へ､ﾊﾝﾀｰ漫画｢山賊ﾀﾞｲｱﾘｰ｣贈呈 

http://www.env.go.jp/press/101394.html 

ﾆﾎﾝｼﾞｶ等の野生鳥獣による生態系や農林水産業へ

の被害が深刻化する一方､鳥獣保護管理の担い手狩

猟者減少と高齢化が進む｡ﾊﾝﾀｰというｴｺ･ﾗｲﾌ!? 

千葉工大 津田沼ｷｬﾝﾊﾟｽ 2号館 

3F大教室 

(習志野市津田沼 2−17−1) 

環境省／(株)BO-GA 松本事務所 

TEL:0263-50-7431 申込不要 

9.27日 

13:30~17 

放射線に関する講習会 
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/koushu

kai/270805.html 

高田純(札幌医大)〜世界の核災害現場と福島･千葉

の放射線衛生／立崎英夫(放射線医学総研)〜放射線の基
礎知識と健康影響 

柏商工会議所 401,402会議室 

(柏市東上町 7-18) 

県 防災政策課 

TEL：043-223-3404 9/14消印有効 

9.28月 

(他 3日) 

江戸川大学オープンカレッジ(有料) 
〜 自然公園の道を考える(全 4回) 

宮地信良(同大)〜歩きたくなる道とは？路面だ

けでなく標識､ﾄｲﾚ､駐車場､情報等ｿﾌﾄも重要 

同大／他現地ﾂｱｰ(実費)あり 

(流山市駒木 474) 

同大 

TEL：04-7156-7715 9/23迄 

9.29火 

13~16 

市民活動基礎講座／活動暦 1〜3年団体 

〜自立的に継続活動できる運営指導 

横田能洋(茨城 NPO ｾﾝﾀｰ･ｺﾓﾝｽﾞ)〜自団体の課題を把

握し解決策を(経験浅い団体が陥りやすい課題は何か) 

http://www.city.inzai.lg.jp/0000004376.html 

印西市 市民活動支援ｾﾝﾀｰ 
(同市 中央南 1-4-1) 

県 県民生活・文化課 
npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp 

TEL：043-223-4133 9/18迄 

9.30水 

10~16:40 

英弘ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ"太陽光発電事業の課題" 

〜成長する太陽光発電ビジネス動向･課題 
http://eko.co.jp/company/event/3377.html (有料) 

柏木孝夫(東京工大)〜ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽとｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ／植

田譲(東京理科大)〜太陽光発電の大量導入を支える

ｼｽﾃﾑ技術開発と大量更新時代に向けた課題／他 4 

如水会館 

 (千代田区一ｯ橋 2-1-1) 

英弘精機(株) 

TEL：03-3469-6711 
左記 URLから申込 

9.30水〜 

10.02金 

EVEX(ｲｰﾍﾞｯｸｽ EV･PHV普及活用技術展)2015 

〜 より身近に｡拡大する活用シーン 
http://www.evex.jp 

EV･PHVを中心に｢普及｣｢活用｣｢技術｣の最新情報／

水素供給ｲﾝﾌﾗ整備／素材と技術の展示会｢ｴﾇﾌﾟﾗｽ｣

と連携／近未来のｸﾙﾏ社会をｲﾒｰｼﾞ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

EVEX実行委員会 

TEL：03-3503-7660 事務局 

事前登録者無料 

9.30水〜 

10.02金 

前記同展同時開催イベント 

エヌプラス ～新たな価値をﾌﾟﾗｽする材料

と技術の複合展～ http://www.n-plus.biz 

●軽量化･高強度化技術展●炭素繊維加工･活用技

術展●ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ高機能化技術展●接着接合･ﾌｧｽﾆﾝ

ｸﾞ技術展●耐熱･放熱･断熱技術展●他 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

(一社)ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工業技術研究会 

TEL:03-3503-7621 同展事務局 

事前登録者無料 

10.01木& 

02金 9:20~ 

H27年度 省エネ大賞 地区発表会(有料) 

〜 受賞候補発表会 

必見! 最新の省ｴﾈ事例･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰを知るﾁｬﾝｽ 

先進性･独創性･普遍性の高い効果的な省ｴﾈ･節電

事例や最新のﾃｸﾉﾛｼﾞｰを駆使した製品･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ

等が一堂に会す貴重な機会 

ｶﾒﾘｱﾎｰﾙ 
(江東区亀戸 2-19-1) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 

TEL：03-5439-9773 

申込み・詳細：http://www.eccj.or.jp/bigaward/result1510/index.html 

10.03土 

9~14 

手賀沼流域フォーラム 柏地域イベント 

〜 大津川上流域の自然と歴史を歩く 

谷津･里山･里川の自然に触れ､史跡を訪ねる 集：東武線 高柳駅 

解：同 新鎌ケ谷駅 

 

TEL:04-7191-1857 要申込 

10.03土 

10~15 

おおたか知育塾〜秋の味覚を楽しむ 

〜 アウトドア教室と栗の収穫 (有料) 

飯ごう炊飯にﾁｬﾚﾝｼﾞ! 栗の収穫もお楽しみ 

対象：4歳以上のお子様と家族 
http://www.otakanomori-sc.com/otaka_juku/?p=3143 

1)げんき村ｷｬﾝﾌﾟ場(流山市前ヶ崎) 

2)水野果樹園(同) 

流山おおたかの森 S･C 

左記 URLから申込み 

TEL:04-7152-3333 

10.03土 

10~15:30 

環南みんなの楽校 

〜 さつま芋の収穫＆川遊び 
学校園の畑で育てたさつま芋を収穫しﾃﾞｻﾞｰﾄ

を作る｡ﾋﾟｻﾞ作りも｡秋も志駒川にﾚｯﾂｺﾞｰ!!! 

富津市立 旧環南小学校 

(同市 志駒 1189) 

同楽校／(NPO)千葉自然学校 

TEL：043-227-7103 要申込 

     

http://www.env.go.jp/press/101394.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/koushukai/270805.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/koushukai/270805.html
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004376.html
mailto:npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp
http://eko.co.jp/company/event/3377.html
http://www.evex.jp/
http://www.n-plus.biz/
http://www.eccj.or.jp/bigaward/result1510/index.html
http://www.otakanomori-sc.com/otaka_juku/?p=3143
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10.03土 

10~16:30 

第 97回 暦博フォーラム 

〜 人と植物の文化史 〜 
ー くらしの植物苑がみせるもの ー 

辻誠一郎(東大)〜くらしの植物苑が目指してきたこと／

工藤雄一郎(歴博)〜縄文人の植物質食料と木の道具

／仁田坂英二(九大)〜伝統の朝顔／他 6件と討論 

国立歴史民俗博物館(暦博)講堂 

(佐倉市城内町 117) 
http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/ 

同館 

TEL：043-486-0123 
左記 URLから申込み要 

10.03土 

10:30~12 

秋のさくら教室 (1)ミニセミナー 

講師：岡村比都美(さくら遊楽の会)・須田* 

*英二(東京樹木医ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)〜千鳥ヶ淵の桜を守るｻﾎﾟｰ

ﾀたち/やさしいｻｸﾗの見方｡雨天時は 4日へ順延 

上智大学 四谷ｷｬﾝﾊﾟｽ 2号館 
(千代田区紀尾井町 7-1) 

同大 公開学習ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-3238-3552 9/29迄 

10.03土 
※ 

秋のさくら教室 (2)さくら樹勢診断 
※(a)13~14:30  (b)13:15~14:45 

｢千代田区の花"さくら"再生計画｣のさくらｻﾎﾟ

ｰﾀ活動として､さくらの調査を実施 

(a)真田濠(集：上智大正門内) 

(b)千鳥ヶ淵･他(集：区役所 1F) 

(NPO)東京樹木医ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

TEL:03-3846-8995 9/29迄 

10.03土〜 
11.21土(全 8回) 
10:45~12:15 

獨協大学ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ 2015秋季講座(有料) 

★ 地域の環境を考える ★ 
〜 草加周辺の川と水辺空間 〜 

環境をﾃｰﾏに近隣地域を巡る｡草加市は低地地域に

あって川と深いつながりが｡人々の暮らしや産業を

解説｡地域の良さを再発見｡現地観察も 

同大ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
(草加市学園町 1-1) 

左同 

TEL：048-946-1678 
詳細：http://www.dokkyo.ac.jp/opencollege/index_j.html 

10.04日 

9~12 

手賀沼流域フォーラム 柏地域イベント 

手賀沼周辺の史跡巡りと船から景観を 
手賀沼の歴史と現状を､陸上･水上から見て学

ぶ 

集：JR我孫子駅南口  
解：手賀沼公園 

 

TEL:090-1208-8680 要申込 

10.06火 

12:45~16:45 

農産漁村を豊かにする 

〜 再生可能エネルギー シンポジウム 

★農産漁村に豊富に存在の自然の恵み活用 

金子勝(慶大)〜これが本当の地方創世､ｴﾈﾙｷﾞｰ兼業

農家のすすめ／佐藤彌右衛門(会津電力)〜会津地域

のｴﾈﾙｷﾞｰ自立を目指して／他 3件 

日比谷図書館文化館 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(千代田区日比谷公園 1-4) 

(一社)日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ協会 

http://www.jrep.or.jp 要申込 

TEL：070-6572-2868 

10.07水 
13:30~16:20 

地域活性化フォーラム 

｢緑が拓く地域の芽｣(ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾃｰﾏ) 
〜 木材や森林が地域資源として注目を 

増田寛也(野村総研)〜地方消滅から地方創世へ 

他登壇者:斉藤章･高橋直樹･只木良也･斗ヶ沢秀俊 

https://www.mainichi-ks.jp/form/chiiki2015/ 

ｽﾃｰｼｮﾝｺﾝﾌｧﾚﾝｽ東京 
(千代田区丸の内 1-7-12) 

国土緑化機構／毎日新聞社 

TEL：03-5847-7734 9/25必着 

左記 URLから申込み可 

10.07水 

18~19:30 

地震・津波災害にどう備えるか 

「危機管理学セミナー」 
自然災害は防げませんが被害は減らせます 

藤本一雄(千葉科学大)〜千葉県を襲う地震･津波

災害に対する防災･減災と危機管理 
詳細･申込:https://mainichi-ks.jp/form/riskc1510/ 

京葉銀行文化ﾌﾟﾗｻﾞ 6F=欅 I･II 

(千葉市中央区富士見 1-3-2 

 JR千葉駅東口徒歩 3分) 

千葉科学大学 

TEL：03-3212-0850 事務局 

左記 URLから申込み 

10.07水〜 

10土 10~17 

シーテック ジャパン 2015 
http://www.ceatec.com/ 

暮らしと社会､経済､文化の発展へ､最新技術､製品､

ｷｰﾃﾞﾊﾞｲｽなど体感! ｱｼﾞｱ最大の IT/ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽと･･ 

幕張ﾒｯｾ 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

CEATEC JAPAN 実施協議会 

TEL:03-6212-5233 

10.10土 

13:30~16 

第 3回 市民環境講座 

未来のために､いま選ぼう!〜かしこい選択〜 

講演&展示:住環境と快適生活の実現を探る 

青木一男(ｴｺﾗｲﾌ ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻ)〜住環境と快適生活の実現を

探る／和田一男(流山市太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ活用ｾﾝﾀ)〜太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ活

用／山田殖保(家庭ｴｺ診断士)〜家電製品の買替え／他 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 多目的ﾎｰﾙ 
(TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅 徒歩 3分) 

流山市／温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7150-6083 申込不要 

10.10土〜 

11日 10~16 

科学都市ちば 

千葉市科学フェスタ 2015・メインイベント 

これからの私たち 〜 新しい風 〜 

科学体験ﾌﾞｰｽ･展示･体験教室･ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ･発表

会･特別企画･実験工作教室･講演会･ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ 
http://www.chibashi-science-festa.com/event2015/ 

Qiball(きぼーる) 
(千葉市中央区中央 4-5-1) 

千葉市･同市教育委員会･同市科学館 

TEL:043-308-0519 事務局 

10.11日 

9:30~12:30 

(船橋)秋の自然観察会 

ｺｰｽ名：松ヶ丘・木戸川 
(船橋市)4月発行の自然散策ﾏｯﾌﾟを使い､講師の

話を聞きながら散策。対象：小学生以上 

集：古和釜十字路(新京成ﾊﾞｽ停) 
解:公民館(同・海老が作公民館近く) 

船橋市環境政策課(〒273-8501) 

TEL：047-436-2450 9/25迄 

10.13火 

18~ 

シンポジウム 

「持続可能な開発と環境保護 

〜 シルバさんと語ろう地球の未来」 

登壇者：ﾏﾘﾅ･ｼﾙﾊﾞ(元ﾌﾞﾗｼﾞﾙ環境相)、宍戸健一(国際協力機構)、

山田祐彰(東京農工大)、 

http://sp.mainichi.jp/shimen/news/20150913ddm041040171000c.html 

上智大学 
(千代田区紀尾井町 7-1) 

毎日新聞社･ｻﾝﾊﾟｳﾛ新聞社 

TEL：03-3212-2272 10/01必着 

10.15木 

13:30~16:30 

市民活動基礎講座／活動暦 1〜3年団体 

〜自立的に継続活動できる運営指導 

横田能洋(茨城 NPO ｾﾝﾀｰ･ｺﾓﾝｽﾞ)〜自団体の課題を把

握し解決策を(経験浅い団体が陥りやすい課題は何か) 

我孫子市南近隣ｾﾝﾀｰ(けやきﾌﾟﾗｻﾞ 9F) 

(JR我孫子駅南口徒歩 1分) 

県 県民生活・文化課 

npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp 

TEL：043-223-4133 10/8迄 
     

http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/
http://www.dokkyo.ac.jp/opencollege/index_j.html
http://www.jrep.or.jp/
https://www.mainichi-ks.jp/form/chiiki2015/
https://mainichi-ks.jp/form/riskc1510/
http://www.ceatec.com/
http://www.chibashi-science-festa.com/event2015/
http://sp.mainichi.jp/shimen/news/20150913ddm041040171000c.html
mailto:npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp
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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 

内容は？、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 

9.19土 ＆ 

26土 10~11:30 

お店の人が教えてくれる!店:Co Taro食堂 

得する街のゼミナール 第 3回 まちゼミ 
(No.13)酵素玄米の作り方と食べ方/講師:寺川真理 

一汁一菜も食べながら理想の基本食のお話しを 
同食堂 

(流山市東初石 1-160-10) 

同食堂 

TEL:04-7154-7328 受付 9〜12時 

9.19土 

9:30~12(他 2回) 

親子土いじり体験 

〜 畑っこくらぶ 
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの植付け･ｼﾞｬｶﾞｲﾓの手入れ／対象:小

学生以下の子供と保護者／2,000円/組 

あけぼの山農業公園 
(柏市布施 2005-2) 

同公園 

TEL：04-7133-8877 要申込 

9.19土 他3日

＊  9~12:30 
落花生の収穫＆"ぼっち"作り体験！ 

地元野菜たっぷりバイキングも！(有料) 

ﾅｶﾃﾕﾀｶ落花生を収穫し､秋の風物詩｢ぼっち作

り｣を体験｡その後はﾚｽﾄﾗﾝ｢澪(みお)｣でﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 

集：下田農業ふれあい館 
(千葉市若葉区下田町 971) 

同館/＊9/20日、26土、27日 

TEL:043-237-8011 要申込 

9.26土 

10~12 

稲刈り体験の参加者を募集 

荒天中止 (有料) 

体験を通じて､収穫のよろこびや食べ物を育て

る大変さ･大切さを感じましょう 

山崎農園 手賀沼地湖畔 
(布瀬地先) 

(株)農菜土 

TEL：04-7137-7318 

9.30水〜 

10.02金 10~ 

フードセーフティジャパン(FSJ)2015 
http://www.f-sys.info/fsj/  (有料) 

食の安全･安心に関わる製品･ｻｰﾋﾞｽの専門展 

拡がる異物混入問題､ﾌｰﾄﾞﾃﾞｨﾌｪﾝｽ､食品表示 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

(一財)食品産業ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3503-7827同展事務局 

10.02金〜 

'16.2.05金※1 

全 15回※2 

千葉大学園芸学部公開講座 

「食の安全と安心〜Ⅱ 安心編〜」 
※1(時間)16:10~17:40 ※2：1回のみ受講可 

より安全な食品を安心して購入･消費できる環境の

ための諸制度･仕組み,その背後の科学的知識を解説 

http://www.h.chiba-u.ac.jp/archives/2015/08/20150803_2.html 

同大同部合同講義室（E棟 2階） 

(松戸市松戸 648) 

千葉大学園芸学部 

TEL:047-308-8712 
t.ishida@chiba-u.jp 

10.15木 

14:30~16:30 

講演会〜改めて地球温暖化を考える− 

最新の成果で解き明かす私たちと子どもたちの未来 

江守正多(国立環境研)〜気候変動ﾘｽｸと人類の選択・

IPCCの最新報告から／ http://kanpachiba.com 
千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 大研修室 

(同市 中央区弁天 3-7-7) 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

moushikomi@kanpachiba.com 要申込 

10.16金 

14:40~16:10 

開智国際大学公開講座(6) 

☆水素ｴﾈﾙｷﾞｰと市民生活および基礎科学  

久保田実(同大)〜地球温暖化解決が世界経済も

変えます｡(中略)背景と問題を議論しましょう 

同大 

(柏市柏 1225-6) 

開智国際大学 http://www.kaichi.ac.jp 

TEL:04-7167-8655 要申込 

10.17土 

8~19 

富士山ろくで清掃活動 (有料) 

〜 富士山クリーンツアー2015 
青木ヶ原樹海中心の清掃活動｡ 

神田紫(講談師)ｹﾞｽﾄ 

集：新宿駅前 8時発 
解：同 19時ごろ帰着 

毎日新聞社/NPO富士山ｸﾗﾌﾞ 

TEL：03-3216-5341 まいたび 

10.17土 

8:30~ 

第 5回 Eボート千葉大会 
http://eboatchiba.com ／ 雨天:18日順延 

水辺ｲﾍﾞﾝﾄで県民の交流促進､連携型の環境保

全活動｡水資源を活用し水環境の保全｡他 

ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ蘇我 内 

(千葉市中央区川崎町 51-1) 

同大会実行委員会 

TEL：043-497-3951 要申込 

10.17土 

9:30~12 

(船橋)秋の自然観察会 

ｺｰｽ名：緑台・高根 
(船橋市)4月発行の自然散策ﾏｯﾌﾟを使い､講師の

話を聞きながら散策。対象：小学生以上 

集：船橋ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ(新京成ﾊﾞｽ停) 
解：芝山団地入口(同) 

船橋市環境政策課(〒273-8501) 

TEL：047-436-2450 9/25迄 

10.17土 

13:30~15:30 

自然科学講座 

〜 日本の火山活動の特徴 
高橋直樹(県立中央博)〜列島火山分布と特徴､近年

の活動､富士山活動史と今後の災害予測ほか 

県立 西部図書館 2F 研修室 

(松戸市千駄堀 657-7) 

同館 

TEL:047-385-4133 要申込 

10.17土 

13:30~16:30 

〜手賀沼流域フォーラム講演会〜 講師：小松

直樹(滋賀県琵琶湖環境部)〜琵琶湖の保全から* 

*学んだ経験と､滋賀から世界への発信／報告：柏中央

校生徒&安齋朗(松戸南高教諭)〜美しい手賀沼をめざして 

手賀沼親水広場 水の館 ３F 

(我孫子市高野山新田 193) 

同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL：090-5217-6699 当日先着順 

10.18日 

9~12 

手賀沼流域ﾌｫｰﾗﾑ 柏地域ｲﾍﾞﾝﾄ 

〜手賀沼船上見学と我孫子史跡ｳｫｰｷﾝｸﾞ 
手賀沼を船上から見学し、史跡散策をする 集：ﾎﾞｰﾄｾﾝﾀｰ小池(手賀沼公園) 

解：志賀直哉邸跡 

 

TEL:04-7191-7568 要申込 

10.18日 

13~ 

募集！ホタルの子どもを育ててくれる方 

飼育説明会／参加費 1000円 

来年 5月上旬に新川耕地(流山市)の幼虫放流会

に参加｡飼育のﾏﾆｭｱﾙ･用具一式支給 

流山市民活動推進ｾﾝﾀｰ(3F) 
(同市中 110) 

流山ﾎﾀﾙ野 

TEL：04-7155-2337 10/16迄 

http://www.f-sys.info/fsj/
http://www.h.chiba-u.ac.jp/archives/2015/08/20150803_2.html
mailto:t.ishida@chiba-u.jp
http://kanpachiba.com/
mailto:moushikomi@kanpachiba.com
http://www.kaichi.ac.jp/
http://eboatchiba.com/
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10.03土 

10~13 

秋のつくばで稲刈り体験！ 

〜実り豊かな田んぼで､一緒に稲刈りを 

対象:茨城県以外にお住まいの方｡大人 1,000円 
https://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14654/018620.html 

集：つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ･万博記念公

園駅(田んぼまで徒歩 5分) 

つくば市東京事務所 

TEL：03-5298-2005  9/17必着 

10.03土 

10土、17土 

"芋神様･青木昆陽の郷"で 

さつまいも掘り＆歴史探訪ツアー(有料) 

さつまいも澱粉の発祥の地が幕張をご存知？ 

午前:9〜12時､午後:13:30〜16:30 

集：ﾒｲﾌﾟﾙｲﾝ幕張 1F 
(JR･京成線 幕張本郷駅 徒歩 2分) 

幕張実業(株) 

TEL:043-275-6611要申込 

10.04日 

他 2日※ 

いも掘り体験 
※:10/11(日)､18(日) 何れも 9:30〜12:00 

150円／kg、なくなりしだい終了。 流山市野々下 1 流山市農業青少年ｸﾗﾌﾞ 

TEL：090-5548-1576 

10.07水〜 

09金 10~17 

食品開発展 2015  http://www.hijapan.info 

〜食品安全性､品質向上の分析･計測＊ 

＊､衛生管理資材､環境､製造技術展&会議／健康･機

能性素材､原料ﾃｰﾏの食品技術者向け展示&会議 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

UBM ﾒﾃﾞｨｱ(株) 

TEL:03-5296-1017同展事務局 

10.11日 

他 3日＊10~ 

さつまいも掘り＆その場で焼芋 

自家製窯で焼く｢紅はるか｣に舌鼓 

秋空の下､広大な畑で､安納芋より甘く､上品な

味わい｡最後はﾄﾗｸﾀﾂｱｰと運転席で記念撮影 

集：横田ﾌｧｰﾑ 
(千葉市緑区平山町 1048) 

同ﾌｧｰﾑ／＊10/12月,17土,18日 

TEL:080-3096-3944 要申込 

10.14水〜 

16金 10~18 

第 2回 国際 次世代農業 EXPO 
http://www.agri-next.jp/ 

IT農業､ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ､6次産業化､植物工場な

ど､農業を強くする次世代技術や製品が一堂に 

幕張ﾒｯｾ 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8511 

10.14水〜 

16金 10~18 

第 5回 国際農業資材 EXPO 
http://www.agritechjapan.jp/ja/Home/ 

農業分野で日本最大級商談展｡最新製品･ｻｰﾋﾞ

ｽが一堂に､農業関係者との商談の場 

幕張ﾒｯｾ 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8511 

10.17土 

13:15~15 ※ 

企画展 特別講演会〜 木質バイオマス 

※:10時〜 森の案内人ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰあり 
木口実(森林総研)〜暮らしに身近な木質ﾊﾞｲｵﾏｽ 
〜木製ﾄｲﾚから空気浄化剤まで 

多摩森林科学園･森の科学館 

(東京都八王子市廿里町 1833-81) 

同館 

TEL:042-661-0200 申込不要 

10.18日 

8~13 

楽しさいっぱい、新鮮王国。雨天決行 

〜 かしわ市場まつり 2015 〜 
ﾏｸﾞﾛ解体ｼｮｰ&即売/一般参加の模擬せり/新鮮

豊富な青果･花卉を特売/氷すべり台・模擬店 

かしわ公設市場(柏市若柴 69-1) 

車不可。柏駅西口から無料ﾊﾞｽ 

同まつり実行委員会 

TEL:04-7131-2620 

受付中 
※ 

食品などの放射性物質検査(無料) 

※：8.14(金)〜31(月)は一時休止 
対象:市内で消費される食品･飲料物(自家菜園､

井戸水含む) 対象:流山市内在住者 ※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 】 

9.27日 

9~16 

ジモトワカゾウ野菜市＆手づくりての市 

https://ja-jp.facebook.com/kashiwajimotowakazo 

地元産直野菜販売やﾐﾆｲﾍﾞﾝﾄ､栽培講座､食べ

比べなど､新企画満載｡ 雨天中止(左記 HP参照) 

柏神社 境内 
(柏市柏 3-2-2 柏駅東口徒歩 5分) 

ｽﾄﾘｰﾄ･ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 

TEL:080-7020-7120 

10.11日 

8:30※~11 

(千葉市･美浜､稲毛､花見川各区)区役所朝市 
※：稲毛区は 9時から／次回：11月 8日 

毎月第 2日曜の区役所休日開庁日に合わせ、

地元千葉市でとれた野菜などを販売 

千葉市内の美浜､稲毛､花見川

各区役所(各所在地省略) 

千葉市役所農政課 地産地消班 

TEL：043-245-5758 

12.12土 

9~11 

ふなばし朝市 

次回：2/13(土) 

新鮮でおいしい船橋産野菜､船橋漁港水揚げ魚

介類など｡ふなばしｾﾚｸｼｮﾝ認証品も販売 

船橋大神宮駐車場 
(京成線 大神宮下駅徒歩 3分) 

同朝市委員会 

TEL：047-436-2473 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 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html 

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 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html 

10月〜7月 

8:45〜9:45 

コスモス会 ふれあい朝市(毎日) 同上 流山市名都借 320 同会 TEL:04-7144-2820 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html 

第 1･3 日曜 

8〜15 

長全寺門前市 (荒天中止) 
http://monzenichi.com/member/member.php 

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 

https://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14654/018620.html
http://www.hijapan.info/
http://www.agri-next.jp/
http://www.agritechjapan.jp/ja/Home/
https://ja-jp.facebook.com/kashiwajimotowakazo
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html
http://monzenichi.com/member/member.php
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毎週土曜 

8:30〜11 

南流山の朝市 地元野菜、草花の 、ふるさと産品など販売  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 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 

12.06日まで 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 

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 

お知らせ 耕作放棄地の再生利用 

☆10a当たり 75,000円の助成など 

草刈など同地利用者対象に再生経費の一部を助成 
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806 

県 農地･農村振興課 左同 

TEL：043-223-2862 

 

＜注＞長期かつ定期 募集＆    コーナーは最終コーナーへ移動しました。 

 

長期開催・募集・展示会・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 

受付中 
 

8.10確認 

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 

受付中 
 

8.10確認 

『ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ』 

｢グリーンカーテン｣の 

取組に関する情報の募集 

地域の自治体や企業･団体､学校等で取り組むｸﾞﾘｰﾝ

ｶｰﾃﾝに関するｲﾍﾞﾝﾄやﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄの開催告知情報､実

践中･終了後の取組ﾚﾎﾟｰﾄ等(原稿･写真) 

詳細は以下の URL参照 
http://www.env.go.jp/press/100885

.html 

環境省温暖化対策課国民生活対策室 

TEL:03-5521-8341 

7.01水から 
野田市野生動物

保護条例施行 

(野田市)コウノトリ等の野生生物保護条例 
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshir

ase/seikatsukankyo/1006397.html ←詳細 URL 

野田市における生物の多様性のｼﾝﾎﾞﾙであるｺｳﾉﾄﾘの野外

放鳥に合わせ､今後更なる市内の野生動植物の保護を図

るとともに､自然環境の保護及び再生の取組を推進し､豊

かな自然環境を将来の子どもたちに継承することを目的 

概要:150m以内撮影禁止･営巣地ではｶ

ﾒﾗを向けない･ｽﾄﾛﾎﾞを使わない･餌を

与えない･追いかけない･脅かさない･

音誘引しない／他詳細は左記 URL参照 

同市自然経済推進部みどりと水の

まちづくり課 

TEL：04-7123-1195 

http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000046.html
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000046.html
http://www.env.go.jp/press/100885.html
http://www.env.go.jp/press/100885.html
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/seikatsukankyo/1006397.html
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/seikatsukankyo/1006397.html
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7.01水から 

受付中 

(柏市)甲状腺超音波(ｴｺｰ)検査測定

費用の一部助成 

放射性ﾖｳ素の初期被ばくに対する市民の不安を軽

減するため､甲状腺の超音波検査費用の一部助成 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/061500/p0150603.html 

詳細は左記 URL参照 
(参考 URL｢環境とｴﾈﾙｷﾞｰ･柏の会｣ 

http://kankyoblog.seesaa.net) 

柏市保健所 総務企画課 

TEL：04-7167-1255 

9.14月 

消印有効 

いすみ市が学校給食で採用している 

有機栽培いすみ米のネーミング大募集 

賞品：2015年産同米 1年分(60kg) 

いすみ市の自然や風土､文化､いすみ米の特徴など

をご理解の上､奮ってご応募を。一人 3点以内 

http://www.city.isumi.lg.jp/shisei/machi/cat1593/post_261.html 

詳細は左記 URL参照 
(書体､ﾏｰｸなどｲﾒｰｼﾞをお持ちの方は参

考までに提案可) 

自然と共生する里づくり連絡協議会 事務局 

TEL：0470-62-1280 
いすみ市役所 農林水産課 

9.14月まで ｢低炭素杯｣ｴﾝﾄﾘｰ団体募集開始 

｢低炭素杯 2016｣は 2月 16日･17日開催 

対象団体：低炭素社会づくり活動や地球温暖化防

止に取り組む団体｡営利･非営利･法人格有無不問 

http://www.zenkoku-net.org/teitansohai/entry.php 

内容詳細は左記 URL参照 低炭素杯実行委員会 

TEL:03-6273-7785 
事務局：地球温暖化防止全国ﾈｯﾄ 

9.14月まで 第 4回 エコワングランプリ募集 

資格：国内高校の授業や承認部活等 

部門:普及･啓発(実施可能な活動)/研究･専門(地域

性､専門性)｡過去の実践事例からの｢ｴｺの環｣賞 他 
http://mainichi.jp/shimen/news/20150606ddm012040165000c.html 

応募の詳細は左記 URL参照 (公財)ｲｵﾝﾜﾝﾊﾟｰｾﾝﾄｸﾗﾌﾞ 

TEL:03-3212-2271 平日 10~17時 

ｴｺﾜﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ運営事務局 

9.15火まで 第 12回 子どもしぜん科学大賞 

〜 都内の小中学生理科自由活動ｺﾝｸｰﾙ 

ﾃｰﾏ：植物･昆虫･魚･野鳥･気象などの自然 
http://www.yumenoshima.jp/event.php?mode=detail&no=1066 

詳細は左記 URL参照 夢の島熱帯植物館 

TEL:03-3522-0281 

9.17木まで 

NEW 

日本ワイルド ライフアート協会展 

〜 野生生物・絵と立体の世界 〜 

同協会所属の画家､立体作家などのﾌﾟﾛ･ｱﾏ芸術

家が､野性生物をﾃｰﾏとしたｱｰﾄ作品を展示 

山脇ｷﾞｬﾗﾘｰ 
(千代田区九段南 4-8-21) 

左同 

TEL：03-3264-4027 

9.18金 
17時まで 

NEW 

H27年度 環境技術実証事業 

〜 中小水力発電技術分野の実証試験

対象技術２次募集 

中小水力発電技術は､近年発電機等の製造に多種

多様な企業等が参入､その性能の客観的な観点で実

証等が課題。対象：概ね 100kW未満 

詳細は以下 URL参照 
http://www.env.go.jp/press/101423

.html 

(一社)小水力開発支援協会 

TEL：03-5980-7820 

9.18金〜 

21月祝 

ﾂﾊﾞﾒを守ろう!国際交流ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

〜 グリーン・ホリ ー in台湾(有料) 

★ツバメから環境を考えよう 参加者募集！ 

台湾の子どもたちと一緒に､ﾂﾊﾞﾒを観察しながら湿

地環境を守るﾂｱｰ｡台中市では地域 NGOや大学生と 
http://www.wbsj.org/activity/event/greenholiday/gh-taiwan-ja3/ 

詳細は左記 URL参照 (公財)日本野鳥の会(主催&ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 

TEL:03-5807-1691 ※ 
※(株)日本ｴｺﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ  

9.19土〜 

10.12月NEW 

H27年 秋の特別展 

〜 災害に＞学ぶ 〜明治から現代へ 
地震･噴火･台風･洪水等の自然災害だけでな

く､火災･戦災､救護活動･復興･防災等を展示 

(独)国立公文書館 
(千代田区北の丸公園 3-2) 

同館／http://www.archives.go.jp 

TEL：03-3214-0621 

9.20日 

17時まで 

リサイクル作品コンテスト 出品者募集 

10月 4日のリサイクルフェア用(柏市民対象) 

不用品利用の自作ｵﾘｼﾞﾅﾙ作品｡一人 2点迄｡ 

ｻｲｽﾞ:幅 1.5×奥行 0.5×高さ 1m Max 

部門:布ﾘﾌｫｰﾑ作品部門､工芸･工作部門 (説明文要) 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館へ持参 

(柏市十余二 348-202) 

同館 

TEL：04-7199-5082 

9.20日 

消印有効 

第 13回 金融と経済を考える 

高校生 小論文コンクール 
(別途 中学生対象｢おかねの作文ｺﾝｸｰﾙ｣あり) 

皆さんが普段考えていること､調べたことなど。 

ﾃｰﾏ例:日本経済を活性化する将来有望な産業とは 

http://www.ron2015.jp/hs.php 

応募の詳細は左記 URL参照 金融広報中央委員会 

TEL:03-3212-6165 事務局 

9.21月祝まで 

(全 5回) 
夏休み ウミホタル観察会 

〜 捕まえたウミホタルを手のひらで光

らせてみません？ 

18:00受付､18:30開会式(生態と採集方法説明)､
19:00館山夕日桟橋で採集､20:30放流後解散 
http://www.city.tateyama.chiba.jp/minato/page100189.html 

"渚の駅"たてやま・館山夕日桟橋 

(館山市館山 1564-1) 

館山市ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝみなと課 

TEL：0470-28-5180 
各回開催日の 2週間前まで（必着） 

9.23水まで 第 63回 企画展「葉っぱ」展 
〜 個性豊かな葉っぱとその恵み〜 

http://www.nat.pref.ibaraki.jp/kikaku/113/index.html 

葉っぱの､多様性(形･色･大きさ･世界の珍種)･生い立

ち･つくりとはたらき･生き物との関係･人との関わ

り･利用と最先端研究。期間中関連ｲﾍﾞﾝﾄあり 

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾊﾟｰｸ茨城県自然博物館 
(同県 坂東市大崎 700) 

 

同館 

TEL:0297(38)2000 

9.25金 17時 

必着 

「食と農林漁業大学生アワード 2015」

出場グループ募集 

表彰式：11月 8日(日)13時〜 

｢食｣と｢農林漁業｣を通じた｢地域｣再生に向け､大学

生相互の研鑽と連携の強化を促進するとともに若

者の取組の重要性の国民的理解を深める 

内容詳細 URL： 

http://www.maff.go.jp/j/press/sho

kusan/gaisyoku/150727.html 

農水省食料産業局食品小売ｻｰﾋﾞｽ課

外食産業室 

TEL：03-3502-8267 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/061500/p0150603.html
http://kankyoblog.seesaa.net/
http://www.city.isumi.lg.jp/shisei/machi/cat1593/post_261.html
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai/entry.php
http://mainichi.jp/shimen/news/20150606ddm012040165000c.html
http://www.yumenoshima.jp/event.php?mode=detail&no=1066
http://www.env.go.jp/press/101423.html
http://www.env.go.jp/press/101423.html
http://www.wbsj.org/activity/event/greenholiday/gh-taiwan-ja3/
http://www.jeps.co.jp/
http://www.archives.go.jp/exhibition/
http://www.ron2015.jp/hs.php
http://www.city.tateyama.chiba.jp/minato/page100189.html
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/kikaku/113/index.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/gaisyoku/150727.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/gaisyoku/150727.html
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9.27日まで 「美しい昆虫」展 ～甲虫編～ 

☆本物ではなく切手の虫たち｡ﾌｧｰﾌﾞﾙ魅
了のﾌﾝｺﾛｶﾞｼ仲間､子供をとりこにする* 

*ｶﾌﾞﾄﾑｼやｸﾜｶﾞﾀ､幸運の虫としてのﾃﾝﾄｳﾑｼ､馴染み

薄いｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ科やｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ科など､様々な甲虫･約

100ヵ国､800点余り紹介 

切手の博物館 1F企画展示室 

(豊島区目白 1-4-23) 

同館／祝日も月曜休み 

TEL:03-5951-3331 

9.28月 

消印有効 

第59回 全国学芸サイエンスコンクール 

〜得意なジャンルでチャレンジしてみよう 

http://gakkon.obunsha.co.jp/about.html 

小･中･高校生の研究･ｱｰﾄと文芸の振興奨励と､青少

年の個性育成/ｻｲｴﾝｽｼﾞｬﾝﾙ(理科･社会科系の各研究

分野)と学芸ｼﾞｬﾝﾙ(ｱｰﾄ･文芸Ⅰ･Ⅱ･環境の各分野) 

応募等の詳細は左記 URL参照 (株)旺文社 

TEL：03-3266-8002 

9.29火まで 生態園トピックス展 ／ 展示解説あり 

〜 妖怪と野鳥 〜 
生態園に生息するﾄﾗﾂｸﾞﾐ､ｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ類､ｵｼﾄﾞﾘ､

ﾌｸﾛｳ類､ｻｷﾞ類､ｶﾗｽなどに関連した伝説を紹介 

県立中央博物館 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

9.30水まで ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞｰﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(JBF)2015 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(会場案内&ﾊﾞｽ運行)募集 

日本最大の鳥の祭典 JBF｡ 会期:10/31(土)＆

11/01(日)。詳細は右記 URL参照 

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-m

us/gyoji/event/jbf2015volunteer.html 
我孫子市 鳥の博物館 

TEL:04-7185-2212 

9.30水まで 環境と社会に良い暮らし 

｢第 3回 グッドライフアワード｣募集 

 

持続可能社会実現のため､ﾗｲﾌｽﾀｲﾙを見つめ直すき

っかけとして"環境と社会によい暮らし"これを支

える取組(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､ｻｰﾋﾞｽ･技術など)募集･応援 

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

_keikaku/goodlifeaward/ 

環境省 

TEL：03-6804-3858 事務局 

9.30水まで グリーンパワーキッチン 

再生可能エネルギー(太陽熱)を体感！ 

 

夏の日差しをｴﾈﾙｷﾞｰに変え､太陽のちからで調理が

できるｿｰﾗｰｸｯｷﾝｸﾞｷｯﾄとｿｰﾗｰﾗﾝﾀﾝを無料貸出し 
http://www.greenpowerproject.jp/event/greenpowerkitchen/ 

豊洲 WILDMAGIC内｢LOVE KINGDOM｣ 
(江東区豊洲 6-1-23) 
http://lovekingdom.jp 

ｴﾈ庁／GREEN POWER ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

左記 URLから予約要 

9.30水まで いばらき自然環境ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ｣作品募集 
http://www.ecodane.jp/?page_id=1152 

自然環境に恵まれた茨城県の魅力を伝え､身近な環

境を見直し､一人でも多くが環境配慮生活を送る契

機となることを目指す｡ 一般とｼﾞｭﾆｱの 2部門 

募集詳細は左記 URL参照 

 

茨城県・環境保全茨城県民会議 

TEL：029-301-6118 

9.30水まで 環境フォト・コンテスト 

「わたしのまちの○と×」 
ﾃｰﾏはみなさんの身近な環境(国内)｡あなたの視点

で｢○｣と｢×｣の 2枚組み合せ写真とｺﾒﾝﾄを 
http://www.showa-shell.co.jp/enjoy/photo/index.html 

応募の詳細は左記 URL参照 

(注：必ず郵送) 

昭和ｼｪﾙ石油環境ﾌｫﾄ･ｺﾝﾃｽﾄ事務局 

TEL:03-5249-3418 

9.30水 

必着 

(印西市)グリーンカーテンコンテスト 

対象：同市内の個人､事業所･団体 

日差しを遮る夏の省ｴﾈ､温暖化防止策などﾒﾘｯﾄ

いっぱい｡ 応募の詳細は右記 URL参照 

http://www.city.inzai.lg.jp/00000

01126.html 
同市役所環境経済部環境保全課 

TEL：0476-42-5111 内線 364 

9.30水 

必着 

緑のカーテンフォトコンテスト 

(「学校の部」抜粋) 

今年 4月以降に柏市内の小中学校に設置した

ﾂﾙ性植物の緑のｶｰﾃﾝ。詳細は右記 URL参照 

http://www.kashiwa-cci.or.jp/26363 柏商工会議所環境保全委員会 

TEL：04-7162-3305 

9.30水 

消印有効 

2015年【みらいのでんち】アイ ア・ 

コンテスト作品募集／対象:中学生以下 
http://www.baj.or.jp/news/idea_contest2015.pdf 

こんな電池あったらいいな･便利だな･と思う"夢の

電池"のｱｲﾃﾞｱを絵にして郵送ください｡例えば､ 

ｺﾞﾐ電池､脈拍電池､海水電池､温度電池など 

応募の詳細は左記 URL参照 
 

(一社)電池工業会 

TEL:03-3434-0261 

10.04日まで 生命大躍進－脊椎動物のたどった道 
http://www.seimei-ten.jp 

生命誕生>ｶﾝﾌﾞﾘｱ大爆発>海から陸へ>哺乳類

の出現と多様化>人類への道>受け継がれたDNA 

国立科学博物館 (台東区上野公園
7-20 JR上野駅公園口徒歩 5分) 

同館 

TEL：03-5777-8600 

10.05月〜 

08木 NEW 

第 2回 こんぶくろ池展 

〜 氷河期から生き残る貴重な植物群と湧水 

同池からの湧水は手賀沼源流で､大堀川を経て

同沼へ｡同池を取り囲む豊かな自然のﾃｰﾏ展 

柏市民ｷﾞｬﾗﾘｰ 
(柏駅､高島屋ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙ 8F) 

(NPO)こんぶくろ池自然の森 

TEL:04-7132-8800 

10.09金 

消印有効 

NEW 

第 10回｢みどり香るまちづくり｣企画コ

ンテスト〜 優秀企画には｢香り樹木･草

花｣を無償提供し､まちづくり支援 

･良好な香り環境が長期的に維持､地域に根ざした

もの･多くの人が参加できる取組で､容易に楽しめ

る･他に見られない工夫や独創性を持つもの 

応募の詳細： 

http://www.env.go.jp/press/101094

.html 

環境省 水･大気環境局 

TEL：03-5521-8299 

http://gakkon.obunsha.co.jp/about.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/gyoji/event/jbf2015volunteer.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/gyoji/event/jbf2015volunteer.html
http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/goodlifeaward/
http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/goodlifeaward/
http://www.greenpowerproject.jp/event/greenpowerkitchen/
http://lovekingdom.jp/
http://www.ecodane.jp/?page_id=1152
http://www.showa-shell.co.jp/enjoy/photo/index.html
http://www.city.inzai.lg.jp/0000001126.html
http://www.city.inzai.lg.jp/0000001126.html
http://www.kashiwa-cci.or.jp/26363
http://www.baj.or.jp/news/idea_contest2015.pdf
http://www.seimei-ten.jp/
http://www.env.go.jp/press/101094.html
http://www.env.go.jp/press/101094.html
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10.09金 

必着 

ながれやま節電ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2015･夏 
｢2014･夏｣応募の方もﾁｬﾝｽあり 

H27年 7月〜9月､家族で節電し､ひと月でも 

昨年比 10％以上の節電できたら応募ﾁｬﾝｽ 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/3

4/273/003254.html ←応募の詳細 URL 
流山市役所環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

10.09金 

必着 

エココンテスト参加者 

対象：船橋市内各世帯(事業者不可) 

6月〜9月の電気･ｶﾞｽ使用量を CO2排出量に換

算し昨年比でどれだけ少ないか比べる｡ 

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

rashi/kankyou/0007/p015770.html 
船橋市役所環境政策課 

TEL:047-436-2465 

10.12月祝 

まで 

水と土の芸術祭 2015 

〜 私たちはどこから来て､どこへ行くのか  

http://www.mizu-tsuchi.jp/about/ 

水と土によって形成され､独自の風土・文化に光を

あて､人間と自然との関わりかたを見つめ直し､未

来を展望していくﾋﾝﾄとなるものを探る芸術祭 

(新潟県内)4つの潟※及び市内全域 
(※:鳥屋野潟､福島潟､佐潟､上堰潟)

他 

水と土の芸術祭 2015実行委員会 

TEL：025-226-2624 

10.13火まで 住まいと暮らしの温故知新(展示会) 

･蚊帳･畳･左官材･漆･柿渋･和紙･組子 

〜 住まいと暮らしに使われてきた＊ 

＊素材やしつらえに焦点､体感できるよう展示｡進

化したかたちや用途､暮らしで楽しむﾋﾝﾄを紹介 

http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1878.html 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 3F 
(新宿区西新宿 3-7-1新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同／休館：水曜・8/10〜14 

TEL：03-5322-6500 

10.14まで 

NEW 

こども科学実験教室／小学 4年〜中学 3年 

〜エンジニア体験! 風力発電にトライしよう 
開催日時：11月 7日 13:30〜15:30 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの風力発電実験｡羽根枚数､形､大

きさの違いを理解し､発電効率高い模型を作る 
http://www.chiba-gakushu.jp/event_kouza/ 

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 

TEL:043-207-5820 要申込 

10.16金まで 

NEW 

第 5回 毎日地球未来賞授賞候補募集 
〜 食料･水･環境の 3分野で国内外問題

に取組む団体・個人 

主に市民･草の根ﾚﾍﾞﾙの活動｡東日本大震災で 3分

野に関わる復興支援｡次世代応援賞に加え奨励賞も
http://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/05-1.html 

詳細は左記 URL参照 毎日新聞同賞事務局 

TEL：06-6346-8407 

10.16金まで かべ新聞コンテスト/全国の小学校 4〜6年生 

｢わたしたちのくらしとエネルギー｣ 
子どもたちが自ら企画､取材し､記事として新

聞形式にまとめたもの｡他詳細は右記 URL参照 

http://www.energy-modelschool.jp/

kabeshinbun/ 
ｴﾈ庁／日本科学技術振興財団 

TEL:03-3212-8489 

10.16金まで 
(ｴﾝﾄﾘｰ) 

NEW 

こども 2015ホタレンジャー 募集 

〜きれいな水環境をみんなで守ろう〜 
http://www.env.go.jp/press/101205.html 

〇対象:全国の小学生､中学生主体○応募主体:企

業､地方公共団体､小中学校(学校単位､学年､ｸﾗｽ単位

等､参加規模不問)､NPO等民間団体､他ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位等 

応募や活動等詳細は左記 URL参照 環境省／(公財)河川財団 

TEL:03-5847-8307 

10.16金まで 近隣騒音防止 

ポスター・カレンダー ザイン募集 

〜 拡声機音等の町中の音､日常生活＊ 

＊の中の様々な音(電気機器や楽器･音響機器､階上の

足音､給排水､ﾍﾟｯﾄ､室外機や給湯機､ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞや空ぶかし

など)で不快音。注：作品中に文字は入れない
http://www.env.go.jp/press/101064.html 

応募の詳細は左記 URL参照 環境省 水･大気環境局大気生活環境室 

TEL：03-5521-8299 

10.18日まで H27年度 アイヌ工芸品展 

  木と生きる 

アイヌのくらしと木の造形 

木とともに生きてきたｱｲﾇのくらしと精神世界をふ

りかえりながら､木を素材にした豊かな造形世界を 

入間市博物館 

(同市 二本木 100) 

同館 

TEL：04-2934-7711 
http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/02exhibition/02history.html/detail/2015年度の特別展 

10.30金まで 緑のカーテンで夏をエコに涼しく 
〜 (写真)コンテスト 

家庭で育てた緑のｶｰﾃﾝの植え方､茂り具合を競

う｡ 所定応募用紙に写真を貼り提出 

〒277-8505(以降右記に同じ) 

郵送か直接持参 

柏市役所環境政策課 

TEL：04-7167-1695 

10.31土 

必着 

第 32回 植物画コンクール 作品募集 

〜 植物画を くことによって､植物の

すがたを正しく観察し､植物をより＊ 

＊深く理解するとともに､植物に対する愛情を深

め､人と植物のつながりなどにも関心を高めること

を目的とする。応募の詳細は右記 URL参照 

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

tion/contest/imgs/applicationdeta

il32.pdf 

国立科学博物館 筑波実験植物園 

TEL：029-851-5159 

10.31土 

必着 

2015年 毎日写真コンテスト 

今回から自然を対象｢ﾈｰﾁｬｰ大賞｣新設 

ﾃｰﾏ:自然､人物､風俗､ﾌｧｯｼｮﾝ､報道､風景など自由 

ﾌｧﾐﾘｰ部門ﾃｰﾏ:｢旅｣。部門により出品料要。 

http://mainichi.jp/shimen/news/20150715ddm012040083000c.html 

応募の詳細は左記 URL参照 毎日新聞社毎日写真ｺﾝﾃｽﾄ事務局

TEL：03-3213-4620 

10.31土 
消印有効 

環境保全ポスター募集 

応募資格：県内小中学生･高校生･一般 

地球温暖化防止･ごみ･空缶､空きﾋﾞﾝ散乱防止･(ｺﾞ

ﾐ)減量化や再資源化など｡ 詳細は下記 URL参照 

〒260-8667(住所記載不要) 
県循環型社会推進課 環境保全活

同課 

TEL:043-223-2760 

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.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p015770.html
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p015770.html
http://www.mizu-tsuchi.jp/about/
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1878.html
http://www.chiba-gakushu.jp/event_kouza/
http://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/05-1.html
http://www.energy-modelschool.jp/kabeshinbun/
http://www.energy-modelschool.jp/kabeshinbun/
http://www.env.go.jp/press/101205.html
http://www.env.go.jp/press/101064.html
http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/02exhibition/02history.html/detail/2015%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%B1%95
http://www.tbg.kahaku.go.jp/education/contest/imgs/applicationdetail32.pdf
http://www.tbg.kahaku.go.jp/education/contest/imgs/applicationdetail32.pdf
http://www.tbg.kahaku.go.jp/education/contest/imgs/applicationdetail32.pdf
http://mainichi.jp/shimen/news/20150715ddm012040083000c.html
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用紙：四切り画用紙縦、内容説明文要 http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/boshuu/2015/kankyogekkan.html 動推進班 

10.31土 
消印有効 

第 56回 自然科学観察コンクール 
対象：全国の小・中学生 

ﾃｰﾏ：動･植物の生態･成長記録､鉱物､地質､天

文気象の観測など自由。詳細は右記 URL参照 

https://www.shizecon.net/request/

youkou.html 
毎日新聞社 自然科学観察研究会 

TEL:03-3212-2275 

10.31土まで 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 

11.03火祝※ 

まで 

サイエンスのための細密 画 

〜 生き物を く 〜 展 

※9/7,8,14,24,28,10/5,13,14,19,26,11/2:休館 

生物画を｢科学的｣に楽しむ!〜収蔵資料を中心にｻｲ

ｴﾝｽでの生物画の魅力や重要性を解説し､それを支

える道具やﾃｸﾆｯｸを紹介｡期間中ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなどあり 

神奈川県立生命の星･地球博物館 
(小田原市入生田 499) 
http://nh.kanagawa-museum.jp 

同館 

TEL：0465-21-1515 

12.06日まで 

NEW 

第 73回企画展〜 飛んでる鳥展 〜 

〜 飛翔型標本コレクション 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html 

鳥の博物館収蔵の鳥の飛翔型標本約 150点公開｡ 

重力に抗して空を飛ぶという制限の多い運動がつ

くりあげた､洗練された翼の形をぜひご覧を 

我孫子市 鳥の博物館 
(同市高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 

12.31木まで 日本の美しい風景をまもろう 

千曲市･姥捨の棚田フォトコンテスト 
マナー守ってナイスショット 

長野県千曲市の姨捨(おばすて)の棚田の写真を募

集｡駅や電車､ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱから見える棚田や棚田かい

わいの写真も歓迎。詳細は右記 URL参照 

http://www.npopcc.jp//images/even

t/tanada.pdf 
千曲市姥捨棚田農都共生協議会 

TEL：03-3356-3552 

(NPO)ﾌｫﾄｶﾙﾁｬｰ倶楽部内 

新制度受付中

'16.2.29迄 

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 

'16.3.31木 

まで 

水元かわせみの里 写真展 

「かわりゆく葛飾」 

同里開設 20周年を記念し､葛飾区や同里の周

辺の移り変わりを写真などで展示 

水元かわせみの里 
(葛飾区水元公園 8-3) 

葛飾区役所公園課 

TEL:03-3627-5201 

'16.3.31木迄

工事完 
住宅改修(ﾘﾌｫｰﾑ)で固定資産税の減額 

対象:耐震･省ｴﾈ･ﾊﾞﾘｱﾌﾘ/以下､省ｴﾈ抜粋 

窓と窓改修と併せての床･天井･壁の断熱改修 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.html 

詳細は左記 URL参照 流山市役所 資産税課 

TEL:04-7150-6074 

移動しました 太陽光発電などの再生可能エネルギーや省エネ機器設備の公的助成金情報は、 

前掲「長期・定期・募集＆    コーナー」へ移動しました。 
  

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) 

http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/boshuu/2015/kankyogekkan.html
https://www.shizecon.net/request/youkou.html
https://www.shizecon.net/request/youkou.html
http://www.choshi-iruka-watching.co.jp/watching.html
http://www.choshi-iruka-watching.co.jp/watching.html
http://nh.kanagawa-museum.jp/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://www.npopcc.jp/images/event/tanada.pdf
http://www.npopcc.jp/images/event/tanada.pdf
http://www.ecosite.jp/ecohouse
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.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
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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 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: 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｡ 

 

長期・定期・募集＆    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。NEW:新掲載 

いつ？ 主催者と HP 概要 イベント等の一覧 URL 所在地・問合せ 

H27年度分 

 

県／窓口：県内各市町村 
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chi

kyuukankyou/ne/shien-ippan.html - ken 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ･省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備設置支援(住宅用) 

注：すでに公募の 切り､制度の廃止･新設や補助

率･補助額の変更等の可能性あり 

http://www.pref.chiba.lg.jp/shige

n/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.h

tml - ken 

県内の各市町村担当部署／県環

境生活部循環型社会推進課 

TEL：043-223-4139 

5月〜2月 
8.21 URL修正 

東京スーパーエコタウン無料見学会 
http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/ecotown.html 

東京臨海部の先進的ﾘｻｲｸﾙ施設を大型ﾊﾞｽで巡

る｡1日で複数の施設を効率よく見学できる 

http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/ecotown.

html 
(公財)東京都環境公社(見学係) 

TEL:03-3570-2230 要申込 

主催：東京都環境局 

7月〜1月 

 

2015年度｢手づくり乾電池教室｣ 
☆電池知識普及のため､全国各地の小中

学生対象☆ 

〜DVD鑑賞､電池の､歴史､種類､原理､* 

*正しい使い方､ﾘｻｲｸﾙなど｡講師指導で手づくり乾

電池作成｡その乾電池で豆電球が点灯したら完成｡

｢炭電池｣でﾌｧﾝを廻し､人間も電池になる｢人間電

池｣実験など楽しめる内容 

http://www.baj.or.jp/campaign/bs1

5Schedule/index.html 
港区芝公園 3-5-8機械振興会館内 

(一社)電池工業会 

TEL:03-3434-0261 

8月〜1月 県 環境講座 

〜子どもから指導者を目指す人を対象* 

*とし､環境や環境問題の現状の関心を高め､理解深

め､環境学習･保全活動推進人材の育成を目的 

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

jouhou/kouzaikeika.html 

(株)小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 千葉県

環境講座事務局 TEL:03-3515-6799 

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 

年間 (NPO)NPOさとやま観察会  
http://www.nposatoyama.com 

人と自然のふれあいをﾃｰﾏに､流山市｢市野谷の森｣中心に

活動｡毎月第 1日曜に野鳥･野草･昆虫の自然観察会｡あな

たも私たちとさとやまの自然とふれあってみませんか 

http://www.nposatoyama.com/event.

html 
同会事務局 
jimukyoku@nposatoyama.com 

年間 千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

http://chibawildbird.web.fc2.com 

昭和 49年に自然保護運動を進めて来た人たちによ

り誕生｡会員は 200人程で､鳥を見て楽しむこと､鳥

や自然を知ること、守ることの 3つが活動の柱｡ 

http://chibawildbird.web.fc2.com 左記 URL参照 
scene.sato@jcom.home.ne.jp 

年間 日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 
http://www.chibawbsj.com/ 

探鳥会は初心者中心の野鳥観察会｡県内七ｶ所で定

例探鳥会､そのほか県内で四季折々に鳥や植物など

の観察会を行っている｡ 

http://www.chibawbsj.com 左記 URL参照 

TEL:047-431-3511(土･15〜18時) 

年間 行徳野鳥観察舎および行徳保護区

で行なわれる定例行事 

県 行徳野鳥観察舎(友の会含む)定例行事 

･定例園内観察会：毎週日曜･祝日(休館日除く) 

http://homepage2.nifty.com/suzuga

mo/gyouji.html または 
http://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/san

banze/shisetsu/gyoutokuno.html 

同観察舎 

TEL:047-397-9046 

年間 

前記／後期 

公益財団法人 東京都公園協会 
http://www.tokyo-park.or.jp/profile/ 

緑と水の市民ｶﾚｯｼﾞ講座 

ﾃｰﾏ：環境問題から暮らしの中の緑まで 全 55講座 

参加資格：都民以外も OK 

http://www.tokyo-park.or.jp/colle

ge/pdf/collegeCourse.pdf 
千代田区日比谷公園 1-5 

TEL：03-5532-1306 

http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.html#ken
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.html#ken
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.html#ken
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.html#ken
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.html#ken
http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/ecotown.html
http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/ecotown.html
http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/ecotown.html
http://www.baj.or.jp/campaign/bs15Schedule/index.html
http://www.baj.or.jp/campaign/bs15Schedule/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouzaikeika.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouzaikeika.html
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/images/other/100000002/eventguide.pdf
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/images/other/100000002/eventguide.pdf
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/images/other/100000002/eventguide.pdf
http://www.nposatoyama.com/
http://www.nposatoyama.com/event.html
http://www.nposatoyama.com/event.html
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://chibawildbird.web.fc2.com/
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.chibawbsj.com/
http://www.chibawbsj.com/
http://homepage2.nifty.com/suzugamo/gyouji.html
http://homepage2.nifty.com/suzugamo/gyouji.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/sanbanze/shisetsu/gyoutokuno.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/sanbanze/shisetsu/gyoutokuno.html
http://www.tokyo-park.or.jp/profile/
http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse.pdf
http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse.pdf
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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 

年間 

 

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） 

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 

 

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜★〜☆〜 

 

http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php
http://www.tbg.kahaku.go.jp/education/event/pdf/event_calendar2015.pdf
http://www.tbg.kahaku.go.jp/education/event/pdf/event_calendar2015.pdf
http://www.tbg.kahaku.go.jp/education/event/pdf/event_calendar2015.pdf
http://www.isumi-sato.com/
http://www.isumi-sato.com/program/h27program.pdf
http://www.isumi-sato.com/program/h27program.pdf
http://www.isumi-sato.com/program/h27program2.pdf
http://www.isumi-sato.com/program/h27program2.pdf
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/
http://schedule49.blog.fc2.com/
http://www.maff.go.jp/j/heya/
http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html
http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/271/001404.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p002488.html

