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☆ 皆様へ（転送は自由です）☆ 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[1] 主題案内を文末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【大きな人災を繰り返す原因】 

 

今ごろ大きな問題に気付いてしまいました。 

思考深度に、あるいは調査不足があるかも知れません。 

半年ぐらい前から反芻していることです。 

 

熊本県と新潟県の水俣人災やアスベスト人災、 

最悪の原発人災や各種廃棄物処理対応がなぜ環境省なのでしょうか。 

どう見ても「環境省」が「後始末省」に見えるのです。 

 

公害や環境問題のワンストップ窓口としては理解できますが、 

本来、それら公害や人災を起こした企業等の監督官庁が 

最後まで責任を自覚しながら担当し、被災者の立場で解決しなくては、 

責任の自覚が年月と共に薄れ、再発に繋がると思うのです。 

 

監督官庁には毎年新人が配属されます。 

何かあったら環境省が始末してくれるからとの意識あれば、 

今、そして未来に人災の原因を残す由々しき無責任問題です。 

 

このような「責任の丸投げ」構造は国以外の行政には無いのでしょうか。 

先進諸国ではどうなのでしょうか。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・環境と農の広場・・新美 健一郎・・ 

・発信地：千葉県 流山市 

・E-mail：kenniimi@jcom.zaq.ne.jp 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

 

mailto:kenniimi@jcom.zaq.ne.jp
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★環境と農のイベント案内★ 2015.6.26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 

6.27土 

9~12:30 

夏の生き物 観察講座／小学 3〜6年生 

〜 野鳥の子育て 

安西英明(日本野鳥の会)〜野鳥たちは子育て真っ最

中｡野鳥観察は様々な命や環境に気づくことも 

集：流山市上下水道局 
(同市 西初石 5-57) 

流山市役所環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

6.27土 

9:30~11:30 

大堀川で水生生物を観察しよう！ 
雨天中止 

季節や時間で様々な生物を身近に観察できる｡ 

終了後に水辺公園ｸﾘｰﾝ作戦(清掃活動)を｡ 

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 

6.27土 

9:30~12 

ボランティアを始めてみませんか？ 

体験活動ボランティア活動入門講座 
(1)心構えや個人でできるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｡ 

(2)環境講座｢水｣講師:花王(株)職員 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 3F 
(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8611 6/13迄 

6.27土 

10:30~12:30 

ｴｺﾒｯｾ 2015 in ちば 第 1回 ﾃｰﾏﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

集まれ『海辺･水辺』の仲間たち!! 

左記ﾃｰﾏで活動中や興味関心ある方の意見や思

いを発信交流の場｡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ利用や展示可 
http://ecomesse.blogdehp.ne.jp 

千葉工大 新習志野校舎 12号館 

(習志野市芝園 2-1-1) 

ｴｺﾒｯｾ実行委員会 

TEL:080-5374-0019事務局 

entry@ecomesse.com 

6.27土 

13:30~ 

第 195回 くらしの植物苑 観察会 藤尾慎一郎(同館) 

〜 穀物と出あった縄文・弥生人 

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 

6.27土 

13:30~16:30 

環境ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ／八千代市 1%支援制度他事業 

｢子どもたちと里山自然の感動を!｣ 
吉田昭彦((株)こめつつじ)〜左記表題講演／農業･教

育･企業･市民団体による討論／ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ 

八千代市市民会館 第 3会議室 

(同市 萱田町 728) 

八千代環境市民連絡会 

TEL:047-484-0689 

6.27土 

16~17 

全年齢対象 鑑賞例会 

 いおり博士とこうじくんの 

理科室パフォーマンスショー (有料) 

ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞとｺﾒﾃﾞｨを理科的現象を取り入れた演出

のｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼｮｰ｡遠心力や空気圧など､身の周りの

不思議を問いかけながらｼｮｰを進行 

船橋市 海神公民館講堂 
(同市海神 6-3-36 京成線 海神駅 

徒歩 2分) 

(NPO)船橋子ども劇場 

TEL:047-424-0851要申込 

6.27土・ 

28日 

就労困難者の支援の仕組みをデザインするフォーラム 

ソーシャルファームジャパンサミット inびわこ 
http://gambatta.net/publics/index/26/ (有料) 

[27日]ｼﾞｬﾝ･ｷﾞｨ･ﾍﾝｹﾙ(ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ･ﾄﾞ･ｺｶｰﾆｭ)〜仏ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ･

ﾄﾞ･ｺｶｰﾆｭが取組む未来への挑戦/他 [28日]浜田健司

(JA共済総研)〜日本の農福連携と 6次化成功実践報告/他 

[27日]琵琶湖ﾎﾃﾙ(大津市浜町 2-40) 

[28日]ﾋﾟｱｻﾞ淡海・滋賀県立県民交

流ｾﾝﾀｰ(大津市におの浜 1-1-20) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL：077-543-2766 6/12迄 

sfbiwako@utopia.ocn.ne.jp 

6.28日 

9~12 

三番瀬探検隊 

「♪鳥くんと野鳥を探そう」 
♪鳥くんと一緒に三番瀬の野鳥を観察 
(三番瀬の潮干狩りは 6月 21日(日)まで) 

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 

6.28日 

10~16 

環境フェア 〜 浦安の環境を知ろう!

育てよう､みんなの ECOCORO! 

市･市民団体･企業などの出展(展示･活動報告･

体験型ｲﾍﾞﾝﾄなど)／ｽﾃｰｼﾞ上の環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 

JR新浦安駅前広場 
(浦安市入船 1-3)  

浦安市役所環境保全課 

TEL:047-351-1111(代表) 

6.28日〜 

7.19日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(谷津干潟・・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) 

6.28日〜 

7.26日 

千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

(花見川・・・花見川[半日]) 

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 

6.30火 

13:30~16:30 

『自然ｴﾈﾙｷﾞｰ世界白書 2015』発表記念 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ− ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾑになった自然ｴﾈﾙｷﾞｰ 

講演：ｱﾙｿﾛｽ･ｾﾞﾙﾎﾞｽ(REN21)〜同白書を* 

*語る／討論ﾃｰﾏ:世界から日本の自然ｴﾈﾙｷﾞｰの今を

見る(仮題):高橋洋(都留文科大)・松原弘直(ISEP)・他 

内容詳細：http://www.isep.or.jp/news/7675 

日比谷図書文化館大ﾎｰﾙ BF1 
(千代田区日比谷公園 1-4) 

[NPO]環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研究所(ISEP)・ 

(公財)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 
左記 URLから申込 

7.03金 

13:30~17 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 日本の森林をどう守り､利用するか 

〜 持続可能でﾊﾞﾗﾝｽのとれた利用のために 

http://www.npobin.net/apply/ ・伊藤幸男* 

*(岩手大)〜日本の森林利用の現状/佐藤宣子(九大)〜

発電用ﾊﾞｲｵﾏｽ需要発生による素材生産影響/栗山

淳(郡上市)〜同市森林管理･利用の取組み(仮題)/他 

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 
ｾﾝﾀｰ棟 311 

(渋谷区代々木神園町 3-1) 

(NPO)ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN) 

TEL:047-389-1552 
左記 URLから申込 

http://ecomesse.blogdehp.ne.jp/
mailto:entry@ecomesse.com
http://gambatta.net/publics/index/26/
mailto:sfbiwako@utopia.ocn.ne.jp
http://www.chibawbsj.com/
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.isep.or.jp/news/7675
http://www.npobin.net/apply/
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7.03金 

19:30~20:15 

野田市立清水台小学校 ホタルの放流会 

「ほたるの舞う学校づくり」 

今年度で 20年目｡全校生がﾍｲｹﾎﾞﾀﾙ成虫を敷地内

｢清水川｣に放流｡その様子､同川周辺のﾎﾀﾙを楽しむ 

同校校庭および清水川周辺 

(野田市 清水 773)※車来校不可 

同校 

TEL:04-7124-1191 

7.04土 

9:30~12:30 

三番瀬の生き物さがし 

〜 親子､お友達､おひとりでの＊ 

＊参加も大歓迎｡みんなと一緒に三番瀬の生き

物･自然に触れ､自然の素晴らしさを 

集：ふなばし三番瀬海浜公園管理棟 

(船橋市潮見町 40)  

船橋市役所 環境政策課 

TEL:047-436-2450 6/15迄 

7.04土 

9:40~12:30 

東葛自然観察会 

「干潟の生き物探検」  雨天中止 

千葉県に残る貴重な干潟で､多様な生き物を遊

びながら観察し､干潟の豊かさを体験 

集：S東西線 妙典駅改札口 9:40 
現地：江戸川放水路河口干潟(市川市) 

同会 

TEL:047-493-4887 要申込 

7.04土 

14~16:30 

芝浦工大 公開講座(ｵｰﾌﾟﾝﾃｸﾉｶﾚｯｼﾞ) 

〜 原子力発電所事故の現状と今後 

～震災以後の原子力の在り方 (有料) 

新井剛(同大)〜原発事故の状況や残留放射能汚染水の
現状を理解し汚染水処理方法の技術的素養を身につけ､

報道に正しくｱﾌﾟﾛｰﾁできる学びを最大の目的 

同大 芝浦ｷｬﾝﾊﾟｽ 
(港区芝浦 3-9-14) 

同大 地域連携・生涯学習ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-5959-7120 6/20迄 

7.04土・ 

05日 

ミツバチ･夏編／協力：荒野民雄(養蜂家) 
〜 不思議な習性で人と植物をつなぐ昆

虫･ﾐﾂﾊﾞﾁ｡ 夏の活動期の生態を紹介｡ 

ﾊﾁの巣｢内検※｣体験会(予約制:2回)〜※巣箱は定期

的にﾊﾁの様子を見て掃除をしてあげる必要が｡ 

別に､採みつﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ&試食会も 

夢の島熱帯植物館 
(江東区夢の島 2-1-2) 

同館 

TEL:03-3522-0281 
http://www.yumenoshima.jp/event.php?mode=detail&no=1048 

7.04土･05日･11

土･12日 17:30~21 
ほたる観察会 ほたるの生態や市街地に残る貴重な自然環境

を考え､美しく光るほたるを見て涼みませんか 

増尾の森(柏市中原中学校隣り) 

注：車での来場不可 

同森と水辺の準備会事務局 

TEL:04-7167-1695柏市環境政策課 

7.05日 

 

ワンダーネイチャー 

〜 河口干潟の生きもの観察 
都市河川河口にどんな生きものをどのくらい

みつけられるか｡身近な自然環境を体験 

集・解：東京駅ほか 
会場：多摩川河口(神奈川県) 

ELFIN体験共育くらぶ(HPあり) 

TEL:0470-55-8322 

7.06月 

14~16 

消費者講座｢知っていますか？省エネ

の仕組み〜 学んで役立つ節約術｣ 

麻生純夫(省ｴﾈｴｷｽﾊﾟｰﾄ)〜省ｴﾈの仕組みやすぐに

実践できる節電方法をわかりやすく説明 

船橋市役所 11F 大会議室 

(同市 湊町 2-10-25) 

同市消費生活ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-423-2852 6/15から 

7.08 水 

15:30~17 

●会員限定●エコサロン〜NPO法人格取

得を学ぶ〜ﾒﾘｯﾄ･ﾃﾞﾒﾘｯﾄ･手続きは? 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば設立19年｡今後の活動を見

据え法人格取得を学ぶ/講師:県民生活・文化課 

きぼーる 特別会議室 
(京成線千葉中央駅徒歩 5分) 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 要申込 

7.08 水〜 

10金 10~18 

省エネ・節電 EXPO 
http://www.eco-expo.jp/ja/Home/ 

省ｴﾈ･節電対策の専門展｡ｵﾌｨｽ･ﾋﾞﾙ･工場向け

の省ｴﾈ製品が一堂に出展 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 
(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:03-3349-8515 

7.08 水& 

15水 17:30~19 

筑波大公開講座 2015／教養講座〜水が足り

ない:北ｱﾌﾘｶから未来の日本へのﾒｯｾｰｼﾞ 

入江光輝(生命環境系)他〜北ｱﾌﾘｶ地域の地理(気候､地

形､植生など)を､日本やｱｼﾞｱと比較しながら解説 

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 1ヶ月前迄 

7.11土 

18:30~21 

三番瀬のより豊かな自然の保全と再生のために 

千葉全域を 

コウノトリが舞う場所にしよう！ 

1)講演：根本崇(野田市長)〜ｺｳﾉﾄﾘで自然再生を！ 
2)三番瀬など現場からの報告 

★ｴｺﾄｰﾝ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄからの支援ｲﾍﾞﾝﾄ 

きららﾎｰﾙ (船橋市民文化創造館) 

(JR･東武線 船橋駅南口ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ 6F) 

｢三番瀬干潟･湿地の生物多様性をより豊

かに保全しよう｣7.11集い実行委員会 

TEL:090-1117-1246 申込不要 

7.11土〜 

全国ﾛｰﾄﾞｼｮｰ 

昆虫たちの生態を特殊カメラで撮影 

3D映画「アリのままでいたい」 
ｱﾘの目線の昆虫映像は､まるで怪獣映画 
詳細 URL：http://www.ari-no-mama.com 

上映館情報は左記 URL参照 毎日新聞社 

t.jigyou@mainichi.co.jp 

7.12日 

14~ 

環境講演会 〜 アンデルセンの国 

〜 デンマークの環境政策 〜 
ｹﾝｼﾞ･ｽﾃﾌｧﾝ･ｽｽﾞｷ(風のがっこう)〜同国は風力発電

や環境教育に力を｡それを視察の日本人も多数 

船橋市 中央公民館 
(同市 本町 2-2-5) 

同市役所 国際交流室 

TEL:047-436-2083 要申込 

7.16木 

9~(11) 

利根運河の自然をみんなで守りませんか？ 

〜 外来植物アレチウリ除去活動 
運河の貴重な生きものたちを外来植物から守

るためｱﾚﾁｳﾘの抜き取り作業に参加しませんか? 

同運河一里塚第 2緑地(柏高校前・ 

東武線運河駅約 3.5km送迎ﾊﾞｽあり) 
国交省 江戸川河川事務所 

TEL：04-7125-7317 

7.16木 

18~19:30 

地震災害に備える(講演会) 

〜 東京の大地を知る 〜 
詳細等は右記 URL参照 

植木岳雪(千葉科学大)〜東京の大地の成り立ちから自
然災害を考える／自ら考え､判断･行動のため 
https://www.mainichi-ks.jp/form/riskc1507/ 

毎日新聞社 B1F 毎日ﾎｰﾙ 

(S東西線 竹橋駅徒歩 1分(直通)) 

千葉科学大学･｢だいじょうぶ｣ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

実行委員会 

TEL：03-3212-0850 

http://www.yumenoshima.jp/event.php?mode=detail&no=1048
http://www.eco-expo.jp/ja/Home/
http://www.ari-no-mama.com/
mailto:t.jigyou@mainichi.co.jp
https://www.mainichi-ks.jp/form/riskc1507/
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7.17金 

13:30~15:30 

パワーアップ講座 

｢ポスター・チラシのデザインいろは塾｣ 
菊池健太朗(生涯学習ｾﾝﾀｰ長)〜ﾊﾟｿｺﾝを使いﾃﾞｻﾞｲﾝに

こだわった内容ですが､当日ﾊﾟｿｺﾝ持参不要 

流山市市民活動推進ｾﾝﾀｰ 大会議室 

(TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅 徒歩 3分) 
同ｾﾝﾀｰ 
info@na-shimin.org 

7.18土 

10~12 

わんぱく講座 第 8回「虫と遊ぼう」 
対象：4歳以上の子どもと保護者 

虫を捕まえ観察し図鑑で調べる｡講師から虫の

生活や飼い方ｱﾄﾞﾊﾞｲｽあり｡長袖長ｽﾞﾎﾞﾝ着用 

ふなばし木の子の森 

(船橋市神保町 まこと保育園奥) 

ふなばし木の子の森 

TEL：047-333-8199 要申込 

7.18土〜 

※〜8.30日 

熱帯スコール体験 ／ 各日先着 100名 

※：土・日・祝の 14:30〜14:40 

毎年恒例人気ｲﾍﾞﾝﾄ｡ﾔｼの葉で作った傘をかぶ

り､大温室のｽｺｰﾙ中を歩く｡熱帯雨林環境体験 

夢の島熱帯植物館 熱帯大温室入口 

(江東区夢の島 2-1-2) 

同館 

TEL：03-3522-0281 

7.19日 

10~12 

親子自然ウォッチング 

「むし達のお食事」 

虫たちの食事〜ﾁｮｳは何を食べている? 

夏休み自由研究ﾋﾝﾄ編/講師:県森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ会 

船橋県民の森 
(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL：047-457-4094 

7.19日 

11~16 

おこめのいえ手創り市 vol.7 
〜 大正の面影残す商家中庭で手り限＊ 

*定ﾏｰｹｯﾄ｡美味野菜､ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ雑貨､自家焙煎ｺｰﾋ
ｰ､手作りｽｲｰﾂ。詳細：http://comeichi.com 

古民家ｽﾀｼﾞｵ 旧･原田米店 

(松戸市松戸 1874) 

左同 

comeihi2014@gmail.com 

7.20月祝 

9~12:30 

夏の生き物 観察講座／小学 3〜6年生 

〜 市野谷の昆虫をさがそう 

矢島稔(ぐんま昆虫の森)〜虫たちが最も活動する夏!

ﾊﾞｯﾀ､ﾁｮｳやﾅﾅﾌｼ､捕まえ触り､何でも質問 

集：流山市上下水道局 
(同市 西初石 5-57) 

流山市役所環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 要申込 

7.22水〜 

24金 

気象・環境テクノロジー展 
http://www.jma.or.jp/meteo/index.html 

気象情報が産業界ﾆｰｽﾞに即して､より迅速､正

確､かつ利用し易い形で提供されることを目的 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 3 ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-0998 

7.24金 

7~18:45 

エネルギーを学ぶバス見学ツアー(有料) 
埼玉各地発着、大田区＆袖ヶ浦市方面 

AM:大田区森ｹ崎水再生ｾﾝﾀｰ(ﾒﾀﾝｶﾞｽ&小水力 発電) 

PM:東京ｶﾞｽ(株)袖ヶ浦 LNG基地&発電所 

集(＝解)：入間市役所前 7:00／狭

山駅西口 7:15／川越駅西口 7:45 

(NPO)さやま環境市民 NW・他 

TEL：04-2953-5704 要申込 

7.24金 

13~17 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21普及ｾﾐﾅｰ／中小事業者の経営に 

〜 環境経営システム説明会 
秋葉就一(八千代市長)〜同市のｴｺｱｸｼｮﾝ 21への取組 

他講演 1件、事例紹介 3件、Q&A、個別相談あり  
千葉商工会議所 14F 第 2 ﾎｰﾙ 

(千葉市中央区中央 2-5-1) 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21地域事務局千葉県環境財団･他 

TEL：043-246-2082 7/17迄 
http://ecchiba.sakura.ne.jp/EMS/images/seminar/2015/ea21_20150724.pdf 

7.25土 

9~11 

夏休み(小学生)親子教室・昆虫教室 
〜ﾄﾗｯﾌﾟを使ってｶﾌﾞﾄﾑｼをつかまえよう 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙを使ってﾄﾗｯﾌﾟ(わな)を作る｡ｶﾌﾞﾄﾑｼは

どんなところにいる? たくさん入るかな? 

県立北総花の丘公園 
(印西市原山 1-12-1) 

左同 

TEL：0476-47-4030 要申込 

7.25土 

9:30~11:30 

青葉の森公園 緑の教室 鈴木弘行(緑の相談員) 

〜 青葉の森 生きもの探検 

同公園 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同公園 緑の相談所 

TEL：043-208-1510 要申込 

7.25土
10~12 

企画展(葉っぱ展)記念自然講座 

「葉っぱで音をかなでよう」 

金田正(ちば里山草笛音楽隊）他〜葉っぱで草笛を鳴らした

ことは?館外で葉っぱの観察をしながら草笛を作る 

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 要申込 

7.25土 

10~16:30 

筑波大学公開講座 2015／教養講座 

〜 生物機能の科学と応用 
谷本啓司(生命環境系)〜ｹﾞﾉﾑ､微生物社会､暮ら

しの中の微生物､花粉症､食品などで平易紹介 

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 1ヶ月前迄 

7.25土(他 2日) 

10:30~,13:30~ 

食虫植物の補虫実験 

講師：食虫植物研究会 

食虫植物が虫を食べる理由と虫を捕らえる仕

組みを解説し､実際に食虫植物に補虫させる 

夢の島熱帯植物館 情報ｷﾞｬﾗﾘｰ他 

(江東区夢の島 2-1-2 新木場駅徒歩 15分) 

同館 

TEL：03-3522-0281 要申込 

7.25土 

14~16 

公開講座 深海 8,000mへの挑戦 
〜｢江戸っ子 1号｣の軌跡と深海の魚たち 

戸澤幸一(芝浦工大)〜深海探査機開発の技術､各機
関連携､苦労話､成功への軌跡を｡8000m海域で暮ら

す魚映像が楽しめる 

芝浦工業大学 芝浦ｷｬﾝﾊﾟｽ 
(港区芝浦 3-9-14 JR田町駅徒歩 3分) 

同大地域連携・生涯学習ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-5859-7120 
左記 URLより申込み http://extension-programs.shibaura-it.ac.jp/otc/otc_shibaura/2285.php 

7.25土〜 

9.26土全 8回 

ちば里山カレッジ 

〜 里山ボランティア養成コース 
活動に必要な知識・技能を座学と実習で学ぶ 
http://chiba-satoyama.net/allnews/news/3053 

県内各地 
詳細は左記 URL参照 

(NPO)ちば里山ｾﾝﾀｰ 

TEL:0438-62-8895 

7.26日 

9~12:30 

夏の生き物 観察講座／小学 3〜6年生 

〜 田んぼの生きもの 【満員】 

田中利勝(自然通信社）〜田んぼと周りの水路に､

ｶｴﾙやﾄﾝﾎﾞ､ﾒﾀﾞｶや小魚など､多くの生き物が 

流山市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ
(同市下花輪 191) 

流山市役所環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 要申込 

mailto:info@na-shimin.org
http://comeichi.com/
mailto:comeihi2014@gmail.com
http://www.jma.or.jp/meteo/index.html
http://ecchiba.sakura.ne.jp/EMS/images/seminar/2015/ea21_20150724.pdf
http://extension-programs.shibaura-it.ac.jp/otc/otc_shibaura/2285.php
http://chiba-satoyama.net/allnews/news/3053
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7.28火 

13:30~16:30 

東京の川を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2015 
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2015/05/22p5p800.htm 

(1)都 河川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ表彰 (2)木本昌秀(東大)〜

地球温暖化で雨の降り方が変わる? (3)他 

都民ﾎｰﾙ(都庁議会棟 1F) 
(新宿区西新宿 2-8-1) 

都 建設局河川部計画課 

TEL:03-5320-5425 7/7迄 

7.28火〜 

30木 

ワンダーネイチャー／小学生対象(有料) 

〜 磯の生きもの探検キャンプ 

自然の不思議を発見｡潮溜まりで生き物を捕ら

え環境水槽をつくり観察することから 

集・解：千葉駅、東京駅 他 
会場：千葉県鋸南町 

ELFIN体験共育くらぶ(HPあり) 

TEL:0470-55-8322 

7.28火〜 

31金 3泊 4日 

筑波大学公開講座 2015／教養講座 (有料) 

〜 海洋生物学入門 ／ 高校生対象 
稲葉一男(生命環境系)〜海の環境と生息する多

様な生物を､色々な角度から体験し学ぶ 

筑波大学 下田臨海実験ｾﾝﾀｰ 
(静岡県下田市 5-10-1) 

同大 教育推進部社会連携課 

TEL:029-853-2216 1ヶ月前迄 

7.28火〜 

31金 10~17 

日本発！ くらしを支える底力 

｢下水道展'15東京｣
http://www.gesuidouten.jp 

全国下水道関連企業等の最新技術･機器等紹介 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｿﾞｰﾝでは､一般市民へ下水道の理解を深め

る展示やｲﾍﾞﾝﾄも 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1･2･3 ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

(公社) 日本下水道協会 

TEL：03-5777-8600 

7.29水〜 

31金 10~17 

第 10回 再生可能エネルギー世界展示会 
http://www.renewableenergy.jp/2015/index.html 

再生ｴﾈ､ｴﾈﾙｷﾞと環境全分野の地球環境保全に貢献

併催ｲﾍﾞﾝﾄ･製品･技術･ｻｰﾋﾞｽ･周辺機器･情報展示 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 1･2 ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会 

TEL:03-5297-8855 (株)ｼ−･ｴﾇ･ﾃｨ 

7.29水〜 

31金 

同上展示会内各種イベント 
(前記 URL内右記 URL参照) 

http://www.renewableenergy.jp/2015/event.html 

http://www.renewableenergy.jp/2015/keynote.html 

http://www.renewableenergy.jp/2015/forum.html 

左記 URL参照 同上 

7.29水〜 

31金 10~17 

PVJapan2015 

太陽光発電(PV)総合ｲﾍﾞﾝﾄ 
http://www.jpea.gr.jp/pvj2015/ 

四半世紀、太陽光発電普及促進と産業発展活動の JPEA

視点で､新製品･新技術･市場動向･政策情報､次世代見す

えたﾘｱﾘﾃｨ情報交換で問題解決のﾋﾝﾄを得られる場の提供 

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)太陽光発電協会(JPEA) 

TEL:03-6812-8694(株)日経ﾋﾟｰｱｰﾙ 

7.29水〜 

31金 

PVJapan2015セミナーとイベント 
http://www.jpea.gr.jp/pvj2015/exhibition/sessions/ 

･ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ･専門ｾﾐﾅｰ･ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞｾﾐﾅｰ 

･国際ｾﾐﾅｰ･VIP ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ･技術講習会など 

同上会場内 同上 

7.30木 

10~12 

青少年講座(柏市内の小学 5〜6年生) 

〜 竜巻のしくみを知ろう 
柏市は竜巻の発生しやすい地形。実験を通し

て学び、身を守る方法も。講師：気象大学校 

柏市中央公民館 4F 集会室 
(柏市柏 5-8-12) 

同館 

TEL：04-7164-1811 7/15迄 

7.30木 

14~16 

H27年度「バイオマス利活用研修会」 

〜 基礎と企業の取組み 

新谷一章(市原ｸﾞﾘｰﾝ電力(株))〜建設廃材等を燃料と

する発電／大野光政(大金興行(株))〜廃食油から・ 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ 
(同市中央区中央 4-5-1) 

県 環境生活部循環型社会推進課 

TEL：043-223-2759 7/21迄 

8.01土 

10:30~15:30 

自分で太陽光発電所を作ってみましょう

PartⅡ〜講義と組立実習講座 (有料) 

太陽光ﾊﾟﾈﾙで創った電気を蓄電し､家庭で使え

る発電ｼｽﾃﾑを作る｡初心者も簡単組立できる 

さいたま市 桜木公民館 

(JR大宮駅西口徒歩 5分 ｼｰﾉ大宮) 

(NPO)太陽光発電所 NW埼玉 

TEL:048-556-4188 7/15迄 

8.01土 

19~20:30 

H27年度 ホタル観賞会 

〜 19時から｢ﾎﾀﾙの紙芝居｣を上演 

ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙです｡自然発生のためと天候等で見ら

れないことあり｡ﾎﾀﾙは持ち帰らないで! 

(流山市)新川耕地･ﾎﾀﾙ通り 
(東武線 江戸川台駅 徒歩 25分) 

流山ﾎﾀﾙ野(HP参照) 

TEL：090-2215-5670 

8.01土〜 

02日 10~ 

そら博 2015／世界最大お天気ｺﾐｭﾆﾃｨ 

〜夏休みの自由研究をﾃｰﾏに､天気＊ 

*や空､防災､減災の実験､工作など様々な体験

を｡空や季節をﾃｰﾏにｱｰﾃｨｽﾄのﾗｲﾌﾞも予定 

幕張ﾒｯｾ ﾎｰﾙ 9 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

(株)ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ 

TEL:043-299-2424 

8.02日 

9:30~12 

夏休みミニ フリーマーケット 

出店者募集 

対象:柏市民による非営利ｻｰｸﾙ･団体･家族 

品目:衣類･雑貨･古本等(危険物･食品･植物など不可) 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 3F 
(柏市十余二 348-202) 

同館 

TEL:04-7199-5082 7/14迄 

8.05水 

9~15 

夏休み子供エコ探検ツアー 参加者募集 

対象：柏市内の小学 3年生以上 

柏市 上水道第 5･第 6水源地､環境施設を見学 

持参品:昼食代 300円､飲物､帽子､雨具､他 

集･解:柏市役所本庁舎 1F ﾛﾋﾞｰ 柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 

TEL:04-7199-5082 7/16〜受付 

8.09日 

10:30~12 

企画展(葉っぱ展)記念 自然観察会 

〜 植物園の葉っぱを観察しよう 

堤千絵(筑波実験植物園)〜葉っぱの形･大きさは植物

種に｡園のものは見応えが｡歩いて葉っぱ体感 

筑波実験植物園（現地集合） 

(つくば市天久保 4-1-1) 

茨城県自然博物館 

TEL:0297(38)2000 要申込 

8.09日 

13:30~15:30 

カメのふしぎ大発見／小学生と保護者 

講師：小菅康弘(ｶﾒﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ) 

ｶﾒの不思議にせまるｸｲｽﾞを楽しみながら自分

でｶﾒの図鑑を作る｡本物のｶﾒも登場 

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 7/14迄 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2015/05/22p5p800.htm
http://www.gesuidouten.jp/
http://www.renewableenergy.jp/2015/index.html
http://www.renewableenergy.jp/2015/event.html
http://www.renewableenergy.jp/2015/keynote.html
http://www.renewableenergy.jp/2015/forum.html
http://www.jpea.gr.jp/pvj2015/
http://www.jpea.gr.jp/pvj2015/exhibition/sessions/
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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 

参考情報 
6.15月まで 

鴨川七里
かもがわしちり

〜晩秋の希少な逸品〜 

〜 H27年 えだまめオーナー募集 

｢鴨川七里(R)｣は鴨川(千葉県)に伝わる在来枝豆｡

｢香りが七里に広がる｣と言われ芳醇な甘みと香り

が特徴｡10月下旬収穫で美味しく食べられる 

鴨川市内各所／詳細 URL： 
https://sites.google.com/site/kam

ogawashichiri/home/introduction 

鴨川七里ｵｰﾅｰ制委員会 

TEL：04-7092-0579鴨川市商工会 

6.27土 

10~13 

かつしか区民大学 東京聖栄大学公開講座 

〜 キッチンハーブ講座 (7/4(土)も開催) 
身近にあるﾊｰﾌﾞの効能や利用法を学び､新鮮ﾐｯ

ｸｽﾊｰﾌﾞﾃｨｰを味わい､ﾊｰﾌﾞ料理の実習と試食 

同大 
(葛飾区西新小岩 1-4-6) 

同大 生涯学習ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3692-0211 6/8迄 

6.27土 

10~17 

千葉市 食育のつどい 

｢食｣を楽しく学べるコーナー満載 

食育体験ｺｰﾅｰ･簡単ﾚｼﾋﾟ紹介･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布･野

菜展示･食育活動紹介・他／6.16(火)講演会 

ｱﾘｵ蘇我 1F ｻﾝｺｰﾄ広場 他 

(千葉市中央区川崎町 52-7) 

千葉市保健福祉局健康支援課 

TEL:043-238-9926 

6.27土 

13:30~16 

梅パワーで健康づくり(有料) 

〜 講義と小田原産ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ梅｢十郎梅｣* 

*使い､初心者でも上手に梅干し･梅ｼﾞｬﾑが作れるよ

うなる試食付き教室｡梅料理のﾚｼﾋﾟ集も配布 

小田原市 梅の里ｾﾝﾀｰ 
(同市 曽我別所 807-17) 

(公財)かながわ健康財団 

TEL:045-243-2008 要申込 

6.27土・ 

28日 10~14 

新鮮野菜の収穫体験(有料) 

〜 カレー畑※ 

※品目/金額:じゃがいも 10kg･玉ねぎ 4個･人

参 5本/2,000円 

山崎農園 

(柏市布施地先) 

農菜土 (HPあり) 

TEL：04-7137-7318 6/16〜受付 

6.27土・ 

28日 

就労困難者の支援の仕組みをデザインするフォーラム 

ソーシャルファームジャパンサミット inびわこ 
http://gambatta.net/publics/index/26/ (有料) 

[27日]ｼﾞｬﾝ･ｷﾞｨ･ﾍﾝｹﾙ(ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ･ﾄﾞ･ｺｶｰﾆｭ)〜仏ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ･

ﾄﾞ･ｺｶｰﾆｭが取組む未来への挑戦/他 [28日]浜田健司

(JA共済総研)〜日本の農福連携と 6次化成功実践報告/他 

[27日]琵琶湖ﾎﾃﾙ(大津市浜町 2-40) 

[28日]ﾋﾟｱｻﾞ淡海・滋賀県立県民交

流ｾﾝﾀｰ(大津市におの浜 1-1-20) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL：077-543-2766 6/12迄 

sfbiwako@utopia.ocn.ne.jp 

6.27土〜 

28日 

第 1回 就農支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ (有料) 

〜農業を始めたい人に応える､現場力 

満載! 100%農家による講座&実習 

ﾅｽ･ﾋﾟｰﾏﾝ･ｷｭｳﾘ･ﾋﾞﾜ･ｲﾁｼﾞｸの講義と農薬･資材･農

具･工具･ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの実習や視察等｡他詳細は以下 URL 
http://ohisama.html.xdomain.jp/mnp.files/prog.pdf 

応募と内容の詳細は左記 URL参照 

(第 2回：11月開催／第 3回：2月

開催) 

(NPO)南房総農育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

TEL:080-6530-4553 6/13迄 

7.04土 

9:30~14:30 

農産物直売所｢新鮮食味｣(しんせんぐみ)の 

夏野菜まつり／日ごろの感謝を込め 

流しそうめん､金魚すくい､かき氷などの模擬

店やﾚｼｰﾄ提示で枝豆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ｡ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券可 

新鮮食味 

(流山市大畔 ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ内) 

左同 

TEL:04-7155-7015 月曜休み 

7.11土・ 

12日 10~14 

新鮮野菜の収穫体験(有料) 

 

品目/金額：枝豆 12株/1,500円 鹿倉農園 
(柏市金山地先) 

農菜土 (HPあり) 

TEL：04-7137-7318 6/16〜受付 

7.14火 

10~12 

中高年の市民大学「まなび屋」 亀岡浩美(野菜ｿﾑﾘｴ)〜 知れば知るほど魅力的♪ 

地方の野菜で心豊かな生活を 

日本生命柏ﾋﾞﾙ 2F ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 
(柏市中央 1-1-3 柏駅南口徒歩 5分) 

(NPO)ﾊﾟｰﾄﾅｰとうかつ 

TEL:04-7144-9073 要申込 

7.24金 

10:30~13 

親子(小学生と保護者)でエコクッキング 

〜 環境にやさしく､おいしい料理＊ 

＊をつくる｡親子でお料理がんばりましょう｡ 

ﾒﾆｭｰ：ﾂﾅ入りﾅﾎﾟﾘﾀﾝ､ｶﾗﾌﾙ野菜ｽｰﾌﾟ 

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 (協力:東京ｶﾞｽ(株)) 

TEL：043-207-5820 7/1〜14 

7.30木 

10~11:50 

食物アレルギー教室 

講師:根津櫻子(ｱﾚﾙｷﾞｰ専門医)〜食物* 

*ｱﾚﾙｷﾞｰの正しい知識と対応／対象:野田市内

の妊娠期から離乳食期の子の保護者･関係者 

野田健康福祉ｾﾝﾀｰ(野田保健所) 

(東武野田線 愛宕駅徒歩 7分) 

同ｾﾝﾀｰ 地域保健福祉課 

TEL:04-7124-8155  7/24迄 

8.04火 

10~13 

みんなで作ろう!千葉の太巻き祭りずし 

講師：千葉伝統郷土料理県研究会 

祝い祭りのﾊﾚの日もてなし料理を受継ぎ､見て

食べての郷土食作り｡ 対象:小学 4年〜中学 3年 

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 7/14迄 

8.31月まで ｢農薬危害防止運動｣ 厚労･農水省共同 

目的:農薬取締法､毒物及び劇物取締法等に

基づき､農薬の安全かつ適正な使用や保管* 

*管理､環境へ配慮した農薬の使用･適正販売等を周知徹

底し､農薬による人畜危害を防止実施事項:1)農薬とその

取扱いの正しい知識普及啓発(2)農薬事故防止の** 

http://www.env.go.jp/press/100884.html 

詳細は左記 URL参照 
**指導等(3)農薬適正使用等の指導等

(4)農薬適正販売指導等(5)有用生物

や水質への影響低減の関係者連携 

環境省 水･大気環境局土壌環境

課農薬環境管理室 

TEL:03-5521-8311 

https://sites.google.com/site/kamogawashichiri/home/introduction
https://sites.google.com/site/kamogawashichiri/home/introduction
http://gambatta.net/publics/index/26/
mailto:sfbiwako@utopia.ocn.ne.jp
http://ohisama.html.xdomain.jp/mnp.files/prog.pdf
http://www.env.go.jp/press/100884.html
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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 】 

7.19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｡ 

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 

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 物、花 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 

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 

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 

 

 

 

 

 

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
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
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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。NEW:新掲載 

いつ？ 主催者と HP 概要 イベント一覧 URL 所在地・問合せ 

年間 

5月〜2月 

東京スーパーエコタウン無料見学会 

 

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

/doc/eco_leaflet27.pdf - search='

東京ｽｰﾊﾟｰｴｺﾀｳﾝ無料見学会' 

(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 

年間 

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 

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 

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 

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 

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 

受付中 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 『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 

http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/doc/eco_leaflet27.pdf#search='東京ｽｰﾊﾟｰｴｺﾀｳﾝ無料見学会'
http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/doc/eco_leaflet27.pdf#search='東京ｽｰﾊﾟｰｴｺﾀｳﾝ無料見学会'
http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/doc/eco_leaflet27.pdf#search='東京ｽｰﾊﾟｰｴｺﾀｳﾝ無料見学会'
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouzaikeika.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouzaikeika.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
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://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://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.enecho.meti.go.jp/notice/topics/031/
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
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6.20土〜 

8.22土(全 11) 
里やま里うみで自然体験！ 

〜 週末＆夏休みプログラム 

千葉には海･川･山など自然がいっぱい!日常と

違う不便な中で､子どもたちに生きぬく力を 

花見川(千葉市)から月出(市原市)

までの千葉県内各所 

(NPO)千葉自然学校 

TEL：043-202-7173 要申込 

6.28日まで 昔のくらし展 
 

昔懐かしい､かっての生活用品や農耕具などを

展示｡ (意外と省ｴﾈ･節約のﾋﾝﾄがあるかも｡編者) 

県立 関宿城博物館(野田市関宿

三軒家 143-4 まめﾊﾞｽ便あり) 

同館 

TEL:04-7196-1400 

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 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 

NEW 

野田市 来月放鳥の 3羽 

〜〜 コウノトリの愛称募集 〜〜 

各幼鳥▽ﾒｽ 1▽ﾒｽ 2▽ｵｽ 3の 3羽揃えて応募 応募の詳細は下記 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://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/seikatsukankyo/1006316.html 

6.30火まで 
消印有効  

児童絵画ｺﾝｸｰﾙ第 43回｢我ら海の子展｣

作品募集 ／ テーマ：私の海 

夢あふれる海､環境保全､船､海で働く人､震災

復興など｡海を考え､創造力と可能性を伸ばす 

応募の詳細： 
http://aqua.club.or.jp/43boshu.pdf 

(一財)ｻｰｸﾙｸﾗﾌﾞ協会 

TEL：03-3320-3979 

6.30火まで 第 17回ミツバチの童話と絵本のｺﾝｸｰﾙ 

一般の部／ﾃｰﾏ：童話〜ﾐﾂﾊﾞﾁや蜂蜜 

(原稿用紙 5〜10枚程度)・絵本：課題＊ 

＊原稿｢ねこねこどらやき｣で絵本作成。こどもの部／ﾃ

ｰﾏ：ﾐﾂﾊﾞﾁや蜂蜜を登場。童話：原稿用紙 5枚程度 
http://beekeeper.3838.com/activity/dohwasakuhin/  

詳細は左記 URL参照 

 
(株)山田養蜂場 

TEL:0868-54-3999 
contest@yamada-bee.com 

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

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:3〜4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 

7.01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 

7.01水まで 第 14回｢聞き書き甲子園｣ 

〜 名人と話そう！100年先の森･川･海 

高校生が｢森の名手･名人｣｢海･川の名人｣訪ね､

知恵や技術､人となりを聞き書き記録 ※ 

※内容詳細 URL： 
http://www.env.go.jp/press/100967.html 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL:03-6432-6580 事務局 

7.03金まで 第 4回 印旛沼・流域再生大賞 
誰でも応募可 いんばぬま情報広場 検索 

同沼とその流域で｢恵みの沼を再び｣取戻す活

動努力の個人･団体を表彰｡詳細は右記 URL参照 

http://inba-numa.com/shimin/saise

itaisyou/ouboannai/ 
印旛沼流域水循環健全化会議 

TEL:043-223-3155 

7.04土〜 

9.23水 

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 

7.10金まで 

NEW 

第 9回 太巻きずしデザインコンテスト 

〜あったらいいな こんな太巻きずし!! 

○卵巻き･海苔巻き○身近な材料で時間が経っ

ても美味しいもの(刺身などの生もの不可) 

応募先：〒284-0001千葉県四街

道市大日 366-14峯岸方 

千葉伝統郷土料理研究会･千葉県 

FAX：043-423-1703 

7.10金まで H27年度「新エネ大賞」 
http://www.nef.or.jp/award/boshu_27.html 

対象：新ｴﾈ等の機器開発､設備等導入及び普及

啓発取組｡ 注：｢省ｴﾈ大賞｣との重複応募不可。 

詳細は左記 URL参照 

 
(一財)新ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6810-0361 

http://www.bird-mus.abiko.chiba.jp/Exhibitions/kikakuten/71/71.html
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kyoikuiinkai/kurumayabizyutukan/tenrankai/zikai/kitoasobou.html
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/seikatsukankyo/1006316.html
http://aqua.club.or.jp/43boshu.pdf
http://beekeeper.3838.com/activity/dohwasakuhin/
mailto:contest@yamada-bee.com
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.env.go.jp/press/100967.html
http://inba-numa.com/shimin/saiseitaisyou/ouboannai/
http://inba-numa.com/shimin/saiseitaisyou/ouboannai/
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/kikaku/113/index.html
http://www.nef.or.jp/award/boshu_27.html
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7.12日〜 

9.15火 

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 

7.15水 

消印有効 

ミツバチの一枚画コンクール 

〜 ｢花とﾐﾂﾊﾞﾁ｣｢自然の中のﾐﾂﾊﾞﾁ｣＊ 

＊｢人とﾐﾂﾊﾞﾁ｣など､自然環境の大切さや人との関

わりを感じられるﾐﾂﾊﾞﾁを描いた一枚画 
http://beekeeper.3838.com/activity/ichimaie/oubo.html 

詳細は左記 URL参照 

 

(株)山田養蜂場 

TEL:06-6452-3125 

7.16木〜

7.31金 

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 

7.17金〜 

8.31月NEW 

夏の特別展 なるほど！ 

ｻﾞ･ﾏｸﾞﾈｯﾄ 世界を変える磁石の力 

ﾐﾆ･ﾘﾆｱﾓｰﾀｰｶｰに乗ってみよう(8/7〜11)｡ 

人力発電で機関車を走らせよう！(入場料要) 

千葉市科学館 7F企画展示室 

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

同館 

TEL:043-308-0511 

7.22水〜 

8.30日NEW 

熱帯の”奇妙な生きものたちの”の世界 

〜 夏休みの宿題は植物館に行こう 〜 

奇妙で不思議な生態､美しい色､ちょっと怖い捕食

の世界などを解説付き紹介｡   熱帯に生息する生き

ものたち､熱帯に暮らす地域の食文化も 

夢の島熱帯植物館 情報ｷﾞｬﾗﾘｰ他 

(江東区夢の島2-1-2新木場駅徒歩

15分) 

同館 

TEL：03-3522-0281 

7.23木まで ｢農林水産業と観光との連携｣テーマ 

ポスター作品公募／農水省後援 

ﾃｰﾏ:食と観光との連携により､地域食材の魅力

を発信する取組/他 3 ﾃｰﾏ｡ 詳細下記 URL参照 
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/150420.html 

以下 URLも参照 
http://www.maff.go.jp/j/press/nou

sin/kouryu/pdf/150420-01.pdf 

(一社)二科会ﾃﾞｻﾞｲﾝ部本部事務局 

TEL：03-3297-0398 

7.31金まで 第 20回｢エコメッセ in ちば｣出展者募集 

開催日：9月 23日(水祝) 

ﾃｰﾏ:ｴｺっておもしろい。詳細は下記 URL参照 
http://ecomesse.blogdehp.ne.jp/category/1883528.html 

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 

7.31金まで 発明くふう展 

〜全日本学生児童発明くふう展で＊ 

＊選ばれた独創的な発明品や実用品を展示｡夏

休みの科学工夫工作の参考に親子でお越しを 

県立現代産業科学館 
(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL:047-379-2000 

8.07金まで 誰でも、団体でも、いくつでも応募可 

 ☆★ エコ川柳大募集！★☆ 
未発表でｴｺに関する川柳 (100字程度のｺﾒﾝﾄ要) 
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029893.html 

詳細は左記 URL参照 船橋市地球温暖化対策地域協議会 

TEL: 047-436-2465 

8.15土 必着 全日本“鳥”フォトコンテスト(BIRD-1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ) 

〜 野鳥写真の公募展(応募手数料要) 
http://www.birdfesta.net/jbf/b1.html 

ﾃｰﾏ(1)生態･行動:飛翔･さえずり､採食､水浴び､他 

(2)環境:季節や風景中の鳥たちの姿､生息環境の異

変や変化中に生きる鳥､問題提起を込めた写真 

応募要項等詳細は左記 URL参照 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞｰﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 

TEL:04-7185-1484 事務局 
我孫子市役所 手賀沼課内 

8.19水 必着 

NEW 

第 21回 日韓国際環境賞〜日本･韓国･中

国･北朝鮮･極東ﾛｼｱ･ﾓﾝｺﾞﾙ･ﾌｨﾘﾋﾟﾝなど* 

*東アジア地域の環境保全に貢献した個人､団体。 

国境越えた環境問題の解決目指す斬新な活動ほか 

応募要項等詳細は左記 URL参照 毎日新聞社､朝鮮日報社 

TEL:03−3212−0724事務局 
http://mainichi.jp/feature/ecology/etc/nikkan/boshu.html 

8.20木 必着 

NEW 

第 25回 環境活動助成先公募 総額 1億円 

〜生物多様性の保全と持続可能な利用のために 
http://www2.aeon.info/josei/ 

分野：A.植樹/B.森林整備/C.砂漠化防止/D.里地､

里山､里海の保全/E.湖沼･河川の浄化/F.野生生物

の保護/G.絶滅危惧生物の保護 

詳細は左記 URL参照 (公財)ｲｵﾝ環境財団 

TEL:043-212-6022 

8.21金NEW 

17:00 必着 

H27年度 ちばコラボ大賞(県知事賞) 

〜 市民活動団体との連携事例募集 

地縁団体､社協､学校､企業､行政等と連携活動 
http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/boshuu/2015/collabo.html 

詳細は左記 URL参照 県環境生活部県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 

8.31月 

必着 

2016 水道カレンダー ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ 
ﾃｰﾏ:東京の水道施設､水源地の美しい四季 

対象(1)浄水場など都水道局施設(2)羽村取水堰上

流の多摩川(3)同堰から小平監視所までの玉川上水 

https://www.waterworks.metro.toky

o.jp/press/h26/press141027a.html 
東京都水道局広報ｻｰﾋﾞｽ課 

TEL：03-5320-6326 

9.03木 

消印有効 

第 43回 毎日農業記録賞 

対象:｢農｣｢食｣｢農に関わる環境｣に関心

ある｢一般｣と｢高校生｣｡各、ｸﾞﾙｰﾌﾟ応募可 

左記ﾃｰﾏならびに｢農村｣との関わり､歩みと思い､体

験の記録､提言｡A4判 4000文字程度の未発表作品｡ 
応募の詳細は 4月 25日付け毎日新聞朝刊 11面参照 

応募者居住地都道府県の毎日新聞

各本社､支社､総局､支局の同賞係 

毎日新聞社･同賞運営委員会 

TEL:03-3212-1599 平日 10〜18時 

http://www.yumenoshima.jp/event.php?mode=detail&no=1066
http://beekeeper.3838.com/activity/ichimaie/oubo.html
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pdf/kankyou_yoko.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/150420.html
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/pdf/150420-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/pdf/150420-01.pdf
http://ecomesse.blogdehp.ne.jp/category/1883528.html
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029893.html
http://www.birdfesta.net/jbf/b1.html
http://mainichi.jp/feature/ecology/etc/nikkan/boshu.html
http://www2.aeon.info/josei/
http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/boshuu/2015/collabo.html
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h26/press141027a.html
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h26/press141027a.html
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9.11金 
消印有効 

第 40回 みどりの絵コンクール作品募集 
対象：幼児・小学生 

[みどりの絵部門](4歳〜小学 6年)：＊ 

＊遊びや体験で親しんだり､絵本などからの自然｡ 

[わたしが守りたい身近な自然部門](小学生) 

http://www.h7.dion.ne.jp/~ufjef/ 

詳細は左記 URL参照 (公財)三菱 UFJ環境財団 

TEL:03-5730-0337 

9.11金 

必着 

緑のｶｰﾃﾝｺﾝｸｰﾙ参加者大募集 

〜 つる性植物で日差しを遮り､建物＊ 

＊温度を下げる緑のｶｰﾃﾝは身近な地球温暖化対策

一つ｡暑い夏を涼しく節電にも｡観察記録書に写真2

枚添え右記へ 

船橋市環境政策課 
(〒273-8501[住所不要]) 

同課 

TEL:047-436-2465 

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 

9.20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 

9.29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 

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 

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 

10.31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 

用紙：四切り画用紙縦、内容説明文要 

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 
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/boshuu/2015/kankyogekkan.html 

〒260-8667(住所記載不要) 
県循環型社会推進課 環境保全活

動推進班 

同課 

TEL:043-223-2760 

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 

'16.3.11金 

まで 

流山市 住宅用省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備設置補助金 

原資：千葉県庁住宅用省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備等導

入促進事業補助金(総額 450万円) 

燃料電池ｼｽﾃﾑ(ｴﾈﾌｧｰﾑ):10万円/ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電:10万

円/ｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ(HEMS):1万円/電気自動車充給

電設備:5万円。詳細は右記 URL参照 

http://www.city.nagareyama.chiba.

jp/life/34/273/018498.html 
流山市役所環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 6/1から受付 

'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 

受付中 

 
2015.6.15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 

http://www.h7.dion.ne.jp/~ufjef/
http://mainichi.jp/shimen/news/20150606ddm012040165000c.html
http://www.ron2015.jp/hs.php
http://www.kashiwa-cci.or.jp/26363
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.pref.chiba.lg.jp/shigen/boshuu/2015/kankyogekkan.html
http://www.ecosite.jp/ecohouse
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.html
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
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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 〜〜〜 

 

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 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 

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

