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☆ 皆様へ（転送は自由です）☆ 

 

T社製熱中症計の表示は[注意][警戒][厳重警戒][危険]の 4段階ですが、 

最近は朝から室内が[警戒]で、体感的に同感です。 

なお、メーカーHPには同熱中症計は完売とのことですが、 

お近くの店にはまだあるかも知れません。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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【エコ川柳】 

 

昨年もご紹介しましたが、船橋市地球温暖化対策地域協議会では 

今年も「エコ川柳」を以下 URLにより 8月 7日期限で募集中です。 

http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029893.html 

 

私も昨年初めて応募し、船橋市役所内に掲示していただきましたが、 

応募の皆様の句は、いろいろ多様な視点でエコ活動を表現していて、 

参考になりました。 

 

日ごろ感じているエコや実践エコを川柳で表現してはいかがでしょうか。 

見本にはならない見本ですが、以下ご紹介。 

 

★ 眠れない 夜は一考 エコ川柳 

 

☆ 次世代を 思いながらの エコ川柳 

 

★ 温暖化 省エネ忘れず 一日を 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・環境と農の広場・・新美 健一郎・・ 

・発信地：千葉県 流山市 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

 

http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029893.html
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★環境と農のイ   案内★ 2015.7.27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 

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 

15:55~17:25 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢気候変動の科学と国際協力 

～温室効果ｶﾞｽｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘの役割と課題 
http://www.env.go.jp/press/101140.html 

ｼﾞｮﾅｻﾝ･ﾘﾝ(IPCC)〜気候変動に関する政府間ﾊﾟﾈﾙ

(IPCC)って何?(仮)｣／田辺清人(IPCC)〜温室効果ｶﾞｽ

ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘとは?／他 2件 他 詳細は左記 URL参照  

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 会議ｾﾝﾀｰ Room 501 

(横浜市西区みなとみらい 1-1-1) 

環境省 

TEL：03-5521-8247 
左記 URL内から申込要 

7.28火〜 

30木 

ワ ダーネイチャー／小学生対象(有料) 

〜 磯の生きもの探検キャ 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要申込 

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    
(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    
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 

7.30木〜 

31金 13~17 

筑波大学公開講座 2015／教養講座 

〜 生命の発生から老化まで 
〜 動物の機能を形成・維持するしくみ 

岡林浩嗣(生命環境系)〜生命の発生･維持･老化に関す
る最新ﾄﾋﾟｯｸｽを幅広く理解していただく。中学 3

年生程度の生物学知識を前提ですが必須ではない 

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 

7.30木･31金

10~, 13:30~ 

親子採蜜体験会(午前･午後の 2回) 

対象：小学生と保護者 

三輪正幸(千葉大)〜ﾐﾂﾊﾞﾁを取除いた巣板から蜂

蜜を絞る｡ﾐﾂﾊﾞﾁ生態説明も｡自由研究ﾃｰﾏに 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園 公園ｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7134-2015 要申込 

8.01土 

9:30~12:30 

体験教室／対象：小学生と保護者 

〜 河川敷のいきものさがし(1日ｺｰｽ) 
河川敷で色々な生きものを採集･ｽｹｯﾁし､その

生きものについて学ぶ｡夏休み自由研究に最適 

県立 関宿城博物館 

(野田市関宿三軒家 143-4) 

同館 

TEL：04-7196-1400 要申込 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2015/05/22p5p800.htm
http://www.env.go.jp/press/101140.html
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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8.01土 

10:30~15:30 

自分で太陽光発電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 
10~, 13:30~ 

ソーラークッカーで蒸しパ をつくろう 太陽のｴﾈﾙｷﾞｰを利用して蒸しﾊﾟﾝ作りに挑戦し

よう! ＊天候により翌 2日(日)に延期の場合あり 

県立現代産業科学館 ｻｲｴﾝｽ広場 

(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL：047-379-2005 

8.01土 

13~16 

第 2回 市民環境講座／小学 4〜6年生 

｢空気ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ燃料電池車を作ろう!｣ 

新ｴﾈﾙｷﾞｰとして注目｢空気ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ燃料電池｣を作

り､それで車を走らせる｡温暖化防止ながれやまの

皆さんから色々な電池の仕組み説明も 

流山市 南流山ｾﾝﾀｰ 2F 大ﾎｰﾙ 
(同市南流山 3-3-1) 

流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 要申込 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/277/009552.html 

8.01土 

14:30~15:30 

すず虫飼育教室 飼育方法の解説後、すず虫を無料で配布。 

餌や土を入れてないふた付容器持参 

流山市 文化会館 第 2会議室 
(同市加 1-16-2) 

同館・流山すず虫の会 

TEL：04-7158-3462要申込 

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 

19~ 

ホタルと夜の昆虫観察会 西初石小鳥の森でﾎﾀﾙとｾﾐの脱皮など夜の昆虫

をを観察します｡ 

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 

8.01土〜 

02日 10~ 

そら博 2015／世界最大お天気ｺﾐｭﾆﾃｨ 

☆ 空好きなすべての人 集まれ！☆ 

〜 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 

http://weathernews.jp/sorahaku2015/ 

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 

8.01土〜 

02日 11~ 

｢WaterDayFES｣(ｳｫｰﾀｰﾃﾞｰﾌｪｽ) 

水との新しい向き合い方｢WaterStyle｣ 

ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ/Water Style賛同企業･団体の出展(4

会場)/他 http://www.env.go.jp/press/101270.html 

ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ 1F

｢ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ｣他 (千葉市美浜区) 

環境省 水･大気環境局水環境課 

TEL：03-5521-8304 

8.02日〜 

8.23日 

千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

(三番瀬・・・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 

8.02日〜 

9.06日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(小櫃川・・・小櫃川 秋の渡り) 

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) 

8.02日 

9~12 

小学生の夏休み ものづくり体験 

〜 燃料電池で走らせてみよう(無料) 

燃料電池ｶ『ーMIRAI で利用の燃料電池のしくみ、身

近なもので作る電池を工作し学んで持ち帰る 

県立 旭高等技術専門校 
(旭市鎌数 5146) 

同校 

TEL：0479-62-2508 7/24迄 

8.02日 

9:30~12 

夏休みミニ フリーマーケッ  

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 

8.02日 

9:30~ 

第 116回 東葛しぜん観察会 

〜 虫のくらしにズームイ  

虫の体､食べ物などにﾃｰﾏ絞った幼児〜小学生

にも分かる観察｡飲物､帽子､ﾀｵﾙ､虫よけ持参 

21世紀の森と広場 
(松戸市千駄堀 269) 

同観察会 

TEL：047-344-8148 要申込 

8.02日 

10~ 

木を知らない街の子どもたちへ 

「森を知ろう・森で遊ぼう」 
森遊びを教えます｡樹木を利用し､ﾌﾞﾗﾝｺ･ﾊﾝﾓｯ

ｸ･縄ｽﾗｲﾀﾞｰ･ﾄﾞﾝｸﾞﾘ人気ｷｬﾗｸﾀｰなど作って遊ぶ 

(通称)わんぱくの森(市川市立大町

小学校奥 北総線松飛台駅徒歩 8分) 

わんぱくの森の会 

TEL:090-5798-5754 要申込 

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 

8.05水 

10~16 

小金井ｴｸｾﾙｷﾞｰﾊｳｽ & 江戸の建物ﾂｱｰ 

～暑い夏を､風と水と木の力で快適に過ごす 

http://setagaya-energy.jimdo.com/イ   / 

天井裏に雨水を浸して蒸発するときに熱を奪う仕

組みで森の中のような涼しさを体感／江戸や昔の

建物がどれくらい自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用していたか調査 

集：JR武蔵小金井駅南口 

現地：小金井環境楽習館(旧｢雨ﾃﾞﾓ

風ﾃﾞﾓﾊｳｽ｣小金井市貫井南町 3−2−16) 

世田谷みんなのｴﾈﾙｷﾞｰ 
setagaya.energy@gmail.com 要申込 

TEL: 090-9965-2374(当日) 

     

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/277/009552.html
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://weathernews.jp/sorahaku2015/
http://www.env.go.jp/press/101270.html
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.chibawbsj.com/
http://setagaya-energy.jimdo.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/
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8.05水 

13:30~16 

環境基本計画の点検にかかるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

～ ｢持続可能な地域づくり｣を語る 

崎田裕子(ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)〜都市で取り組むｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ 

／各地域の取組状況報告／ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 
http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/cat23/26648.html 

ﾎﾃﾙﾗﾌﾚさいたま 3F櫻ﾎｰﾙ 

(さいたま市中央区新都心 3-2) 

環境省関東地方環境事務所 

TEL：048-600-0815 7/29迄 

左記 URLから申込 

8.07金 

10~12 

白くまさんと｢ワッ ｣を考えよう(地球温暖

化防止のため)／浦安市内の小学 3年〜 
松村利治･他(ｽﾄ温千葉)〜人力発電機を使い自分

のﾊﾟﾜｰ｢ﾜｯﾄ｣を測る｡扇風機を回すﾊﾟﾜｰは？ 

浦安市 東野児童ｾﾝﾀｰ 
(同市 東野 1-7-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL：047-355-2736 7/15迄 

8.07金＆24

月 10~17 

ISO14001(環境)基礎講座(有料) 

〜 環境に影響を与える因子を危害面か

ら抽出､評価し､影響を最小手法を国＊ 

＊際規格管理手法により学習｡ 併せ事業体経営に

効率･効果的な方法及び継続改善手法を勉強｡  

別途この運用に必須な内部環境監査員養成講座も 

野田地域職業訓練ｾﾝﾀｰ 
(野田市中根 323-3) 
http://www.work-noda.ac.jp/iso.html 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7121-1184 

8.08土 

8:45~12 

第２回 ソーラークッカーグラ プリ大会 

〜 高校生工夫のソーラークッカー 

太陽光を使う調理器具を製作し性能や調理ﾚｼ

ﾋﾟを競う｡(一般参加の申込期限は過ぎています) 

県立清水高校 東側駐車場周辺他 

(野田市清水 482) 

同校 

TEL：04−7122−4581 

8.08土 

13~14 

実験・工作教室 

〜 DNAってなんだろう？ 
講師：かずさ DNA研究所〜実際に”DNA”を取り

出してみよう。対象：小・中学生 

県立 現代産業科学館 

(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL：047-379-2005 当日受付 

8.08土 

13:30~16 

サイエ スカフェ(いきもの編) 

〜 あなたの知らない図鑑の世界〜 
斎木健一(県立中央博物館)〜身近な生きものの名前

を調べよう〜 飲物片手におしゃべりしません? 

県立 西部図書館 研修室 

(松戸市千駄堀 657-7) 

同館 

TEL：047-385-4133 要申込 

8.08土 

14~15:40 

(1)講演会・(2) ークセッショ  

再生可能エネルギーの展望をよむ 
http://www.nikkei-cnbc.co.jp/event/150808_01/ 

(1)森永卓郎(経済ｱﾅﾘｽﾄ)〜日本経済と再生可能ｴﾈﾙｷﾞ

ｰの展望／(2)太陽光発電事業の今後の展望〜ｺｰﾃﾞ

ｨﾈｰﾀｰ:宮瀬茉祐子(元ﾌｼﾞ TV)／抽選会 

TKP市ヶ谷ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 8F大ﾎｰﾙ 
(新宿区市谷八幡町 8) 

日経 CNBC 

TEL:03-5953-9777 
左記 URLから申込み 

8.08土 

14~17:30 

おおたかの森発、涼・食・和の祭典！ 

☆流山ゴーヤフェスティバル 2015☆ 
ｺﾞｰﾔ談義や食ﾄｰｸ､おもしろｺﾞｰﾔｸｲｽﾞ､お笑いｺﾝﾋﾞｺﾝ

ﾊﾟｽのﾄｰｸｼｮｰなど､ｺﾞｰﾔに関する遊びや情報満載 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/026331.html 

流山おおたかの森駅※ 2F自由通路 

特設会場 (※ TX・東武野田線) 

流山市/流山ｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝ普及促進協議会 

TEL：04-7154-2327 

8.08土＆ 

09日 19~21 

ホタル観賞会 雨天中止 

同時開催：18:30〜 花の丘コ サー  

初夏の幻想的な世界へ｡自然生態園に生息ﾍｲｹ

ﾎﾞﾀﾙ飛翔の光でｽﾛｰな夜を過ごしませんか 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 

8.09日 

9~12 

小･中学生 夏休み ものづくり体験(無料) 

小学生：羽ばたき飛行機つくり(ｺﾞﾑの＊ 

*力で鳥のように羽ばたく飛行機) ／ 中学生:ｽﾏﾎ立

て､置き台(素材にｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝで吹付け塗装体験) 

県立 市原高等技術専門校 
(市原市平田 981-1) 

同校 

TEL：0436-22-0403 7/24迄 

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 

8.09日 

13:30~16 

第 2回 テーマミーティ グ 

〜 農業・福祉・エネルギー交流会 

ひろがるｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ事業とその将来性につい

て（参加者同志による意見交換などの交流会） 

千葉工大 新習志野校舎 5号館 

(習志野市芝園 2-1-1) 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会事務局 

TEL：080—5374—0019 

8.11火〜 

12水 

里海ねいちゃーず／小学 3年〜中学 3年 

〜 海の達人キャ プ (有料) 
人の暮らしとつながる里の海｡ｼｭﾉｰｹﾘﾝｸﾞ､釣

り､磯の食材探し､水中釣りで海の達人に 

集・解：東京駅･千葉駅･現地 
会場：千葉県鋸南町 

ELFIN体験共育くらぶ(HPあり) 

TEL:0470-55-8322 

8.15土 

13:30~15 

水草展(8/8〜8/23)セミナー 

〜 海にも水草がいる 
田中法生(同園)〜陸上→水中､淡水→海水､海

に生きる水草の暮らしと進化の最新研究紹介 

筑波実験植物園 研修展示館 3F 

(つくば市天久保 4-1-1) 

同園／月曜休園 

TEL:029-851-5159 要申込 

8.16日 

11~, 13:30~ 

雲の立体模型をつくろう 
対象：小学 3年生以上 

講師:(NPO)えしかる〜雲のはたらきを勉強し、立

体模型作りに挑戦。ぜひ夏休み自由研究に 

夢の島熱帯植物館 

(江東区夢の島 2-1-2) 

同館 

TEL：03-3522-0281 要申込 

http://www.geoc.jp/katsudo/jigyo/cat23/26648.html
http://www.work-noda.ac.jp/iso.html
http://www.nikkei-cnbc.co.jp/event/150808_01/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/026331.html
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8.18火〜 

22土 

イルカの島 ねいちゃーずキャ プ(有料) 
〜 ｲﾙｶの棲む東京の大自然｢御蔵島｣ 

野生ｲﾙｶと泳ぎ島の自然とふれあう｡生物･環

境･自然の繫がり感じる体験ｷｬﾝﾌﾟ｡小中学生対象 

集：18日 21:30 竹芝桟橋 

解：22日 21:00 同上 

ELFIN体験共育くらぶ(HPあり) 

TEL:0470-55-8322 7/30迄 

8.20木 

13~17 

化学物質の内分泌かく乱作用(環境ホル

モ )に関する公開セミナー 

http://www.env.go.jp/press/101237.html 

Linda Birnbaum(米国環境健康科学研)〜人や哺乳類に

及ぼす影響等/Åke Bergman(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ毒性科学研)〜人為

的化学物質の人や野生生物のばく露/他 2件講演 

東京国際交流館 ﾌﾟﾗｻﾞ平成 3F 

(江東区青海 2-2-1) 

環境省／日本ｴﾇ･ﾕｰ･ｴｽ(株) 

EXTEND2010_2015@janus.co.jp 

8/12迄 

8.20木〜 

21金 

鹿児島木質バイオマス視察研修ツアー 

〜 未利用材木質バイオマス発電最前線 

固定価格買取制度(FIT)により木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電の新

設計画が増える中､現地で木質ﾁｯﾌﾟ供給事業者等の

関係者を交えた生の情報交換ができる良い機会 

詳細は以下の URL参照 
http://kbf.sub.jp/2015/07/鹿児島木質ﾊﾞ

ｲｵﾏｽ視察研修ﾂｱｰのご案内/ 

(NPO)九州ﾊﾞｲｵﾏｽﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:0967-22-1013 
(または 050-1475-7520) 

8.22土 

10~12 

自然講座｢葉っぱと虫の関係｣ 

講師：今野浩太郎(農業生物資源研) 

詳細は右記 URL参照 

葉っぱは一方的に虫に食べられるだけでしょうか?

葉っぱの虫に対する戦略を考えます｡葉っぱと虫の

間にあるとてもおもしろい関係のお話 

茨城県自然博物館 内 

(同県 坂東市大崎 700) 

同館 

TEL：0297(38)2000要申込 
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/eventpage/100/index.html 

8.22土 

10~ 

第 197回 くらしの植物苑 観察会 仁田坂英二(九大) 

〜 朝顔の系統保存の歴史 

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 

8.22土 

13:30~15 

自然と歴史の教室／5歳〜小学生対象 

〜 昼間の太陽と月を見よう！ 
長谷川好世(白井市文化ｾﾝﾀｰ)〜太陽はどんな星？ 

月は？ いろいろ発見。簡単な日時計作りも 

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 

8.22土 

13:30~16:30 

第 32回 運河塾 

〜 柏の大青田谷津と利根運河 
http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/ 

福田健二(東大)〜大青田の自然環境と東大地域連携 

金子剛(国交省)〜ｴｺﾛｼﾞｶﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸと湿地の再生 

市川清(柏自然ｳｫｯﾁｬｰｽﾞ)〜柏市大青田周辺の生き物たち／他 2 

東大柏ｷｬﾝﾊﾟｽ図書館棟ﾒﾃﾞｨｱﾎｰﾙ 

(柏市柏の葉 5-1-5 柏駅西口よりﾊﾞｽ

便あり) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ運営協議会※ 

利根運河の生態系を守る会 

※ TEL:04-7170-7090 申込不要 

8.22土 

13:30~17 

｢大村正樹のサイエ スキッズ｣公開録音 

〜 今年は、『深海生物！ をテーマ 

ｻｲｴﾝｽｼｮｰや電子顕微鏡でﾐｸﾛの世界体験 

石垣幸二先生(沼津港深海水族館)と大村さんの楽しく

学べる話が聞けますよ! 小中学生対象 
http://www.joqr.net/science-kids/news.html 

文化放送 12F ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗｽﾎｰﾙ 
(JR浜松町駅前 徒歩 1分) 

文化放送 
kids@joqr.net 

8.23日 

10~, 13:30~ 

子ども科学教室② 

〜集まれ 科学大好きっ子！ 

今年は･･･｢ﾀﾞﾝｺﾞﾑｼの研究｣/(1)10時〜小学 1

〜3年向け/(2)13:30〜小学 4〜6年向け 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏の葉4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8615 7/28迄 

8.24月 

10~, 13:30~ 

環境講演会 

〜 利きはちみつ体験会 
三輪正幸(千葉大)〜ｱｶｼｱやﾄﾁﾉｷなど様々な蜂蜜

を知っていますか? 今回は 30種以上を試食 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園 公園ｾﾝﾀｰ 

TEL：04-7134-2015 要申込 

8.25火 

10:30~, 14~ 

不思議や感動がいっぱい 

〜 実験・工作教室 〜 

講師：京葉ｶﾞｽ(株)〜ものの燃え方と炎のﾁｶﾗ｡

対象:小学 4〜6年生(保護者要) 

県立 現代産業科学館 

(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL：047-379-2005 当日受付 

8.25火 

18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会 NW 第 150回 研究会 
http://www.npobin.net 

泊みゆき(同 NW)〜2014−15年のﾊﾞｲｵﾏｽ利用の最

新動向･今後の持続可能な利用 

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 

8.26水 

10:30~16 

講師同行の旅〜いつまでも残しておきた

い日本の森｣を歩く〜御岳山の森 (有料) 

福嶋司(東京農工大)〜御岳山の森の位置と特徴､

地形と関係した御岳山の自然林構成種と性質 

JR青梅線御嶽駅前 

10:30発、同駅16:00着 

毎日新聞旅行(まいたび) 

TEL：03-3216-5341 

8.27木※〜 

29土 9:30~17 

最終日 16時迄 

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2015 

☆暮らしに､ひと手間｡つくる､すまいのみらい! 
※：関係者・招待者・バイヤーのみ入場可 

大工道具､金物､補修材､塗装用品､家庭用品､ｲﾝﾃﾘ

ｱ･収納､ｴｸｽﾃﾘｱ､消耗品他､ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ商品を集めた 

住生活総合展示会 http://www.diy-show.jp 

幕張ﾒｯｾ国際展示場 H5〜8 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

(一社)日本ﾄﾞｩ･ｲｯﾄ･ﾕｱｾﾙﾌ協会 

TEL：03-3256-4475 

8.28金 

13~18 

地域主導型再生可能エネルギー事業の

普及促進に係る研修会(東京会場) 

有限責任監査法人 ﾄｰﾏﾂ〜再生ｴﾈ基礎知識 

山下准教授(一橋大)〜同事業の意義／事例紹介／他 

http://www.env.go.jp/press/101245.html 

TKP大手町ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ(ﾎｰﾙ 2A) 
(千代田区内神田 2-1-2 第 5中央ﾋﾞﾙ 2F) 

環境省／ﾄｰﾏﾂ ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾘｽｸｻｰﾋﾞｽ 

TEL:03-6213-1112 8/23迄 

http://www.env.go.jp/press/101237.html
mailto:EXTEND2010_2015@janus.co.jp
http://kbf.sub.jp/2015/07/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%A8%E8%B3%AA%EF%BE%8A%EF%BE%9E%EF%BD%B2%EF%BD%B5%EF%BE%8F%EF%BD%BD%E8%A6%96%E5%AF%9F%E7%A0%94%E4%BF%AE%EF%BE%82%EF%BD%B1%EF%BD%B0%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
http://kbf.sub.jp/2015/07/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%A8%E8%B3%AA%EF%BE%8A%EF%BE%9E%EF%BD%B2%EF%BD%B5%EF%BE%8F%EF%BD%BD%E8%A6%96%E5%AF%9F%E7%A0%94%E4%BF%AE%EF%BE%82%EF%BD%B1%EF%BD%B0%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/eventpage/100/index.html
http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/
http://www.joqr.net/science-kids/news.html
mailto:kids@joqr.net
http://www.npobin.net/
http://www.diy-show.jp/
http://www.env.go.jp/press/101245.html
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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 

7.28火 

13:30~15:30 

聖徳大学ｵｰﾌﾟﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｰ／小学4〜6年生対象 

〜 おもしろい食の科学 

☆電子ﾚﾝｼﾞでいろいろな料理を作ってみよう! 

今井悦子(同大)〜電子ﾚﾝｼﾞでﾁﾝ!すると料理ができ

るって､不思議ですね｡なぜ簡単に料理ができるの

か､いっしょに料理を作って確かめてみましょう 

同大生涯学習社会貢献ｾﾝﾀｰ内 
(松戸市松戸 1169) 

同大生涯学習課 

TEL：047-365-3601要申込 

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 

8.01土・ 

02日 9~13 

 ウモロコシの収穫体験 
※天候による日程変更の場合､事前連絡あり 

150円/本(5本以上)｡長靴､手袋､作業服等持参 
http://no-side-kashiwa.com/harvest/1508_corn.html 

大山農園 
(柏市 手賀新田 144−4) 

農菜土：TEL：04-7137-7318 

柏市農政課：04-7167-1143 

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 

8.07金 

13~17 
他 3回 ※ 

県 有機農業技術講座 

第１回 特別講座／講義と研究紹介 

※：8/28(金)、10/16(金)、10/30(金) 

小祝政明((株)ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞｲｵﾌｧｰﾑ)〜有機農業の基礎技術

／県農林総合研究ｾﾝﾀｰ関連研究 2件紹介／他 

https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/event/2015/20150807kouza.html 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 他 
(千葉市緑区大膳野町 808) 

県 安全農業推進課 

TEL：043-223-2773 7/31迄 

8.09日 

13:30~16 

第 2回 テーマミーティ グ 

〜 農業・福祉・エネルギー交流会 

ひろがるｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ事業とその将来性につい

て（参加者同志による意見交換などの交流会） 

千葉工大 新習志野校舎 5号館 

(習志野市芝園 2-1-1) 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会事務局 

TEL：080—5374—0019 

8.26水〜 

28金 

外食ビジネスウィーク 2015 
http://gaisyokubusiness.jp 

あらゆる食材･飲料･設備が一堂に集結し､日本の外

食産業の発展と､新しい需要創造の足掛かりとなれ

ることを目指し開催 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

gaisyokubusiness@trso.co.jp 

(ﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰｽﾞ(株)内) 

8.28金 

13:30~ 

県 有機農業技術講座 第 2回 

〜 やぎ農園(南房総市)水稲見学会 
水稲基幹有機農業(米[ﾎﾟｯﾄ育苗､天日干し]･露地野

菜･大豆･麦･ﾚﾝｺﾝ･加工品) I ﾀｰﾝ就農､産消提携 

同農園 
(南房総市：集合場所別途連絡) 

県 安全農業推進課 

TEL：043-223-2773 

8.31月 

13:30~16:30 

やさいの日(8月 31日)野菜ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

〜魅力ある野菜を届けるために〜 

榎本房枝(榎本農園)〜農業女子的野菜の魅力の 

伝え方/藤村亮太郎(ｸﾞﾘｰﾝﾒｯｾｰｼﾞ)〜美味しい野菜・ 

ｲｲﾉｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
(千代田区内幸町 2-1-1 ｲｲﾉﾋﾞﾙ 4F) 

(独)農畜産業振興機構

TEL:03-3583-9449 8/18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 

9.05土 

10~16:30 

2015年 夏のシ ポジウム 

土に根ざす有機農業 
第 1部(10〜12:30)：提携ﾌｫｰﾗﾑ 

第 2部(13:30〜16:30)：山野井徹(山形大)〜日本の土/ 

土壌を正しく認識､土とは何であったかを学ぶ機会 
http://www.joaa.net/moyoosi/mys-15-0905.html 

國學院大 ２号館 2101教室 

(渋谷区東 4-10-28) 

日本有機農業研究会 

TEL：03-3818-3078 要申込 

8.29土 

9:30~11 

[参考]夏休み子ども体験教室/小学 3年〜 

〜熱い？冷たい？ 熱について考えてみよう 

お湯や氷を触った後､物を触るとどう感じるか｡

木と金属で熱の伝わり比較｡冷却ﾊﾟｯｸ作り 

流山市文化会館(中央公民館) 

(同市 加 1-16-2) 

同館 

TEL：04-7158-3462 7/15迄 

8.29土 
10~12 

森の学校 
対象：小学 1年〜6年生 

澤江先生(赤塚植物園)〜「−196℃の世界！」 
夏休み自由研究、液体窒素の実験 

夢の島熱帯植物館 

(江東区夢の島 2-1-2) 

同館 

TEL：03-3522-0281 要申込 

8.30日まで 
※ 

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 

http://no-side-kashiwa.com/harvest/1508_corn.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/event/2015/20150807kouza.html
http://gaisyokubusiness.jp/
mailto:gaisyokubusiness@trso.co.jp
http://www.env.go.jp/press/100884.html
http://www.joaa.net/moyoosi/mys-15-0905.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 】 

8.22土 

9~11 

ふなばし朝市 

次回以降：12/12(土)、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 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、草花の苗、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 ) 

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  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 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  

〜 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   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   一覧 URL 所在地・問合せ 

5月〜2月 東京スーパーエコタウ 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 

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
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'
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7月〜1月 

NEW 

 

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 

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 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） 

 

長期開催・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 

受付中 
 

7.26確認 

省エネ住宅ポイ  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 
 

7.22確認 

『ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  

｢グリー カーテ ｣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 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://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.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://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.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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7.30木まで 岡田孝雄 写真展 

〜 四季の利根運河 〜 

流山市文化協会写真部の同氏が 20年ほど前か

ら撮りためた利根運河周辺の四季写真を展示 

利根運河交流館 
(流山市西深井 836) 

同館 

TEL:04-7153-8555 

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 

7.31木まで 海のポスターグラ プリ ｢うみぽす GP｣ 

〜 地元の海をスター★にしよう。 

思わず行きたくなる､海の宣伝ﾎﾟｽﾀｰをつくっ

てください｡ﾕﾆｰｸな視点と面白いｱｲﾃﾞｱを 

http://umipos.com/information.htm

l - intro ←詳細 URL 
(一社)海洋連盟 

TEL：03-5549-2151 

7.31金まで 
 

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 

8.01土〜 

9.06日NEW 

中学生 環境作文コ クール 

ﾃｰﾏ:豊かな自然を守るために､私ができること 
入選者(40人)を生物多様性研修 in屋久島へ招待 

日程:2016年 4月 1日〜4日(3泊 4日) 

詳細は以下 URL該当項目参照 
https://www.aeon.info/1p/ 

(公財)ｲｵﾝ 1%ｸﾗﾌﾞ 

TEL:043-212-6023 

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 

8.07金〜 

23日 NEW 

これでわかった！未来の技術2015(展示会※) 
〜 最先端ﾃｸﾉﾛｼﾞｰにふれてみよう 
※:他に実験･工作教室､ｻｲｴﾝｽｼｮｰ他あり 

出展者:出光興産､千葉大(工学部・教養学部)､かずさ

DNA研､県産業支援技研､電力中研､日本電気､双葉

電子工業､DIC､ﾌｼﾞｸﾗ､ﾏﾌﾞﾁﾓｰﾀｰ､日大 

県立 現代産業科学館 

(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL：047-379-2005 

8.08土〜 

23日 9~17 

NEW 

海に生きる水草〜 水草展 〜 
☆海の中にも水草が!海草(うみくさ)｡ﾜｶﾒや

ｺﾝﾌﾞなどの海藻ではなく､花を咲かせ＊ 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/08mizukusa/inde

x.html 

＊る植物が海の中にも｡群落は海中草原のように美

しく､生命感あふれた世界｡いつ頃どのように海中

へ?なぜ海の中で生きられる?海中や海面で咲く花

のしくみ､どのように移動するかなど､海草の不思

議を初歩から最先端まで紹介｡ 関連ｲﾍﾞﾝﾄ多数 

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 

8.09日まで Cool Choice City ｵｰﾌﾟﾝ 
http://funtoshare.env.go.jp/coolchoice/ 

ｴｺ住宅･ｴｺｶｰ･ｴｺ家電および各種取組の展示 

気候変動に関する展示および解説など 

TBS ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ渋谷 
(渋谷区神宮前 5−53−7国連大学裏) 

環境省 地球温暖化対策課 

TEL：03-5521-8341 

8.13木まで※ 

NEW 

第 22回 環境フォ ･コ テス 2016 
〜 写真が語るｴｺﾛｼﾞｰ/11 ﾃｰﾏで大募集 
http://www.president.co.jp/photocon/entry2016/ 

ﾃｰﾏ抜粋:地球のめ み/森の仲間たち/写真の力(ﾚﾝ

ｽﾞがとらえた瞬間)/環境色彩/大気のうた/たくまし

く生きる力/共存/都市と人間/自然との調和/他 2 

詳細は左記 URL参照 

※ｶﾒﾗのｷﾀﾑﾗ店受付:8/12(水)迄 

(株) ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社 

TEL：03-3237-3721 

8.14金NEW 
消印有効 

杉田玄白賞募集〜 右記ﾃｰﾏに関し進

歩的な取組・研究と実績上げている方 
ﾃｰﾏ:｢食と医療｣｢食と健康増進｣｢食育と地域

活動｣ 詳細は右記 URL参照 

http://www1.city.obama.fukui.jp/c

ategory/page.asp?Page=288 
福井県小浜市教育委員会文化課 

TEL：0770-64-6034内線 445 

8.15土 必着 全日本“鳥”フォ コ テス (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 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 

http://ecomesse.blogdehp.ne.jp/category/1883528.html
http://umipos.com/information.html#intro
http://umipos.com/information.html#intro
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pdf/kankyou_yoko.pdf
https://www.aeon.info/1p/
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0007/p029893.html
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/08mizukusa/index.html
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/08mizukusa/index.html
http://funtoshare.env.go.jp/coolchoice/
http://www.president.co.jp/photocon/entry2016/
http://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=288
http://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=288
http://www.birdfesta.net/jbf/b1.html
http://mainichi.jp/feature/ecology/etc/nikkan/boshu.html
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8.20木 必着 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 

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 

8.23日まで 千葉市立郷土博物館 ﾐﾆ企画展 

｢よみがえった古代ハス｣ 

大賀ﾊｽの歴史を紹介｡ ﾊｽの実発掘の様子や初

めて開花した時の写真などを展示 

同館 
(千葉市中央区亥鼻 1-6-1) 

同館 

TEL：043-222-8231 

8.23日まで 
(9.25~) 

シニアのための自然･環境研修会(有料) 
http://furano-shizenjuku.com/sub4.php 

塾長講義｢ﾋﾄに問う｣､講義｢地球環境等｣､ﾌｨｰﾙﾄﾞ研

修｢環境教育･植樹関連･農業研修･自然散策｣､他 

富良野自然塾ﾌｨｰﾙﾄﾞ 
(北海道富良野市下御料) 

同塾 

TEL：0167-22-4019 

8.29土まで 

NEW 

梶原忠男写真集出版記念 

「誰も知らない屋久島」展 

標高1600m以上に咲くｼｬｸﾅｹﾞを主に､海･滝･屋

久杉の森などｶﾗｰ約 20点､50年以上前のﾓﾉｸﾛ 

ｷﾞｬﾗﾘｰｵｱｼｽ (千葉市若葉区都賀
3-24-8 都賀ﾌﾟﾗｻﾞ 2F) 

同ｷﾞｬﾗﾘｰ／日曜休み 10:30〜19:00 

TEL：043-309-8353 

8.30日まで 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 

8.30日〜 

9.13日NEW 

のぞいてみよう昆虫ワールド 
花の丘 deおまつりだ！＊ 

出展者：県立成田西稜高校地域生物研究部 
＊同時開催：9/12(土)・13(日)10時～15時 

県立 北総花の丘公園 展示室 1 

(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 

8.31月 

必着 

2016 水道カレ 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 

8.31月まで 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 

9.01火 必着 第 8回 緑のカーテ 写真コ テス  
〜 愛情注いで育てた緑のｶｰﾃﾝをぜひ 

対象:流山市内の家庭･店舗･事業所･学校など 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html 

応募と賞の詳細は左記 URL参照 同市環境政策・放射能対策課 

TEL：04-7150-6083 

9.01火 必着 第 6回 ゴーヤレシピ コ テス  
〜 アイ アレシピでもっとおいしく 

対象:流山市内在住・在勤・在学の方 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html 

応募と賞の詳細は左記 URL参照 同市環境政策・放射能対策課 

TEL：04-7150-6083 

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 

9.06日まで 第 72回 企画展 

「アホウドリ展―復活への挑戦―」 
(http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html) 

(公財)山階鳥類研究所が取り組んだ｢鳥島でのﾃﾞｺｲ

作戦｣と｢ﾋﾅの移送による小笠原への再移導入作戦｣

を中心に､ｱﾎｳﾄﾞﾘの保護活動の歴史を紹介 

我孫子市鳥の博物館 

(我孫子市高野山 234-3) 

同館 

TEL：04-7185-2212 

9.06日まで 

NEW 

ドイツと日本を結ぶもの 

--日独修好 150年の歴史-- 
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html 

ﾄﾞｲﾂといえば車やｶﾒﾗ､ｻｯｶｰやﾋﾞｰﾙなどだけでなく､

EUで主導的役割を想起する人も｡近年､ﾘｻｲｸﾙなど環

境保護問題や原子力発電問題でその動向に関心が 

国立歴史民俗博物館 

(佐倉市城内町 117) 

同館 

TEL：03-5777-8600 
https://www.rekihaku.ac.jp 

9.10木 必着 

NEW 

第 40回｢ごはん･お米とわたし｣ 

作文･図画ｺﾝｸｰﾙ／県内小中学生対象 

食･農を担う子どもたちに､お米･ごはん食､稲作な

ど､食卓と国土を豊かに作りあげてきた稲作農業

全般の学びを深めてもらう・・詳細は右記 URL 

http://www.ja-chiba.or.jp/h.20.08

/okomenohanasi/boshu/h27/boshuyou

kou.pdf 

千葉県農業協同組合中央会 

TEL：043-245-7304 
 

http://www2.aeon.info/josei/
http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/boshuu/2015/collabo.html
http://furano-shizenjuku.com/sub4.php
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h26/press141027a.html
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h26/press141027a.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/
http://www.ja-chiba.or.jp/h.20.08/okomenohanasi/boshu/h27/boshuyoukou.pdf
http://www.ja-chiba.or.jp/h.20.08/okomenohanasi/boshu/h27/boshuyoukou.pdf
http://www.ja-chiba.or.jp/h.20.08/okomenohanasi/boshu/h27/boshuyoukou.pdf
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9.11金NEW 

消印有効 

平成 27年度 臭気判定士試験(有料) 
試験日：11月 14日(土) 

合格発表：12月 14日(月) 

嗅覚概論･悪臭防止行政･悪臭測定概論･分析統計

概論･臭気指数等の測定実務 

http://www.orea.or.jp/about/shiken.html 

詳細は左記 URL参照 (公社) におい･かおり環境協会 

試験ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-5309-2422 

9.11金 

消印有効 

第 40回 みどりの絵コ 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 

9.13日まで 企画展「ちょっと昔のくらし」 

〜 電気やｶﾞｽや水道が当たり前で＊ 

*なかった｢ちょっと昔｣､人びとはどのように

暮らし､その後の移り変わり､今の暮らしまで 

流山市立博物館 

(同市加 1-1225-6) 

同館 

TEL：04-7159-3434 

9.14月まで 第 4回 エコワ グラ 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 

9.20日 

消印有効 

第 13回 金融と経済を考える 

高校生 小論文コ 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 

9.27日まで 

NEW 

「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 スコ クール 

〜得意なジャ ルでチャレ 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 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 

NEW 

環境フォ ・コ テス  

「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 

緑のカーテ フォ コ テス  

(「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 

http://www.orea.or.jp/about/shiken.html
http://www.h7.dion.ne.jp/~ufjef/
http://mainichi.jp/shimen/news/20150606ddm012040165000c.html
http://www.yumenoshima.jp/event.php?mode=detail&no=1066
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://gakkon.obunsha.co.jp/about.html
http://www.showa-shell.co.jp/enjoy/photo/index.html
http://www.kashiwa-cci.or.jp/26363
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9.30水 

消印有効 

NEW 

2015年【みらいのでんち】アイ ア・ 

コ テス 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 

NEW 

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 

10.09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 テス 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 

NEW 

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 

NEW 

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 

10.16金まで 

NEW 

近隣騒音防止 

ポスター・カレ ダー ザイ 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 

10.30金まで 緑のカーテ で夏をエコに涼しく 
〜 (写真)コ テス  

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 NEW 

2015年 毎日写真コ テス  
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 

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 

10.31土 
消印有効NEW 

第 56回 自然科学観察コ 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 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 

12.31木まで 

NEW 

日本の美しい風景をまもろう 

千曲市･姥捨の棚田フォ コ テス  
マナー守ってナイスショッ  

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 

http://www.baj.or.jp/news/idea_contest2015.pdf
http://www.seimei-ten.jp/
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.env.go.jp/press/101064.html
http://mainichi.jp/shimen/news/20150715ddm012040083000c.html
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://www.npopcc.jp/images/event/tanada.pdf
http://www.npopcc.jp/images/event/tanada.pdf
http://www.ecosite.jp/ecohouse
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お願い:｢環境｣｢農｣｢食｣｢省ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢自然ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢科学｣｢防災･減災｣などの活動やｲﾍﾞﾝﾄ､それらを支える情報をお寄せください｡また､本情報の転送は自由です｡  

注1:参加対象が市内在住など限定されているものも含まれます｡ｲﾍﾞﾝﾄ例としてご覧ください｡ 注2:詳しくは検索をおすすめします｡   注3:応募など準備に時間のかかるものは早め､

通常ｲﾍﾞﾝﾄは概ね 1ヶ月先まで掲載します｡ 注 4:日程･内容が変更される場合があり､ご確認ください｡   注 5:できるだけ多種多様情報を掲載したく､同一団体さんの掲載数を限らせ

ていただく場合あります｡ 注6:主催者と問合せ･申込み先が異なる場合があります｡ 注7:参加費1,000 円程度まで｢有料｣記載しませんが､それ以上は極力記載するようにします｡参

加の場合ご確認ください｡ 注 8:締切日が過ぎても参加可能な場合あります｡ 注 9:注目情報は受付期限を過ぎても掲載する場合あります｡ 

〜〜〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜〜〜 

'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 

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.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
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

