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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

「冷蔵庫」は「住まい」に似ています。 

箱の中に人間がいれば「住まい」。食品があれば「冷蔵庫」。 

先日の環境講座で Y氏から、 

今の冷蔵庫は以前のものに比べ約 70％省エネだそうです。 

「住まい」もその気になれば相当な省エネになりそうです。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[1] 主題案内を文末の添付ファイルでお届けします。 

引続き、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと【誰のため・何のため】 

つくづく最近の世の中を見ていると、 

この人、この人たちは「誰のため何のため」に活動しているのか、 

特に「公的」な仕事を担っている人の目的は何か、 

政治から市民活動まで気になることが多い感じです。 

 

環境や農的な市民活動が結果として長くなりましたが、 

基本は「明日(未来)」や「みんな(社会)」のためと思います。 

地球のため、自然のためもあるでしょう。 

一方、 

自分のため、自慢のため、お金のため、営利のため、 

名誉のため、わがまま、自分の信念のため、などなど、 

も良く見かけますが、非営利の公益的活動には馴染まないですし、 

ちょっと視点を変えるだけで、活動の質が変わると思うのです。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・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＞ 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

 



 2 

★☆          案内 ☆★ 2015.10.14号【環境全般･ｴﾈﾙｷﾞｰ･観察会･他】編 (更新:1〜2 回/月)         文責：環境と農の広場 / 新美健一郎 

いつ?'15 年 

月.日.時 
何を? (表題) 

内容の一部(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 

10.14水〜 

16金 10~18 

第 5回 国際 道工具・作業用品 EXPO 

・ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ､ﾉｺｷﾞﾘ､作業着など､現場＊ 

＊作業に必要なﾂｰﾙ出展商談展｡全国のﾎｰﾑｾﾝﾀｰやﾌﾟ

ﾛｼｮｯﾌﾟ､工場､大工､農林業家などﾌﾟﾛﾕｰｻﾞｰ来場 

幕張ﾒｯｾ ﾎｰﾙ 1〜6 

(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 

10.15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 

TEL：043-223-4133 10/8迄 

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  TEL:090-8116-4633 

moushikomi@kanpachiba.com 要申込 

10.15木〜 
12.17木全 8回 

江戸川大学 103講座 (有料) 

〜 日本の自然と衣食住 

宇野正人(同大)〜我々の慣れ親しんでいる衣食

住の生活習慣から､日本人の特異性を見直す 

同大駒木学習ｾﾝﾀｰ(流山市駒木 474) 
http://blog.livedoor.jp/stcenter/ 

左同(詳細は左記 URL参照) 

TEL:04-7156-7715 10/7迄 

10.15木〜 

11.29日 

ごみ減量促進ポスター展 

右記場所で断続的開催 

流山市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰを見学した市内の小学 4年生

が描いたもの｡各学校から選ばれた力作｡ 

10/15〜市役所 1F ｷﾞｬﾗﾘ､10/23〜ｲﾄ

ｰﾖｰｶﾄﾞｰ流山店､10/31〜ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

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 

10:30~16 

第 15回 アースデイちば in幕張海浜公園 

｢NISHICHIBA OKTOBERFEST｣同時開催! 

千葉県各地のｵｰｶﾞﾆｯｸﾌｰﾄﾞ･FAIR TRADE･古着回

収･NPO･ﾈﾊﾟｰﾙ地震支援･自然ｴﾈﾙｷﾞｰ・他 
http://www.seibu-la.co.jp/makuhari/event/20150920181912.html 

県立幕張海浜公園 B ﾌﾞﾛｯｸ芝生広場

(千葉市美浜区ひび野 2-116) 

ｱｰｽﾃﾞｲちば実行委員会 

TEL:080-3094-6488(00/00迄) 

10.17土 
13:10~17 

参考情報 

手作り太陽光発電システム組立講座 

「出前発電所を作ろう！」(有料) 

独立型 PV(太陽光発電)ｼｽﾃﾑの組立過程を通して､

楽しみながら PV ｼｽﾃﾑの理解を深める。 
http://blog.livedoor.jp/pvkanagawa/archives/8148437.html 

多摩市民館 第２学習館  

(川崎市多摩区登戸 1775-1) 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ神奈川 

TEL:080-6618-2107 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 

10.17土・ 

18日 10~19 

第 50回 船橋市生き活き展 

〜 みんなが主役！来て見て知ろう！ 

くらしの情報／ｱﾄﾗｸｼｮﾝ＆展示ｺｰﾅ 

展示:特別〜ふなばしｾﾚｸｼｮﾝ/環境〜船橋市環境部

○ｱｰｽﾄﾞｸﾀｰふなばし○ﾆﾝｼﾞﾝ･ﾏｽ･ﾓﾝﾄﾞ･ｸﾗﾌﾞ/食〜同

市 食生活ｻﾎﾟｰﾀ協議会/くらし〜快適な家づくり 他 

ららぽーと TOKYOーBAY中央広場 

(船橋市浜町 2-1-1 JR南船橋より

無料ﾊﾞｽあり) 

同展実行委員会 

TEL:047-423-2852 
船橋市消費生活ｾﾝﾀｰ 

10.18日まで 

13~15 

柏の自然と生きものフェスタ 2015 

カフェ・茶論「生き物語り」 
15(木):ｷﾞﾙﾊﾞｽって? 16(金):ｱﾛﾏで虫除け

17(土):鳥羽色色 18(日):失われた自然･植物 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 
(柏市南増尾 南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F) 

同ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090平日 13〜17 

http://kanpachiba.com/
mailto:moushikomi@kanpachiba.com
http://blog.livedoor.jp/stcenter/
http://www.kaichi.ac.jp/
http://eboatchiba.com/
http://www.seibu-la.co.jp/makuhari/event/20150920181912.html
http://blog.livedoor.jp/pvkanagawa/archives/8148437.html
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10.18日 

9~11 

原っぱの会の里山の保全活動 
雨天中止 

里山の自然環境を守るため､原っぱや林の刈草

集め､枝拾いなどを楽しみながら行います 

集:白井市福祉ｾﾝﾀｰ 
(同市 清戸 766-1) 

(NPO)谷田武西の原っぱと森の会 

TEL:080-5087-7235 要申込 

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※ 

9:30~12:30 

柏は川の街なんだから川掃除やろう

よ。 ※:雨天時は 11/1(日) 

大堀川の歩道･側面･川底のごみ拾い｡終了後､

ﾋﾞﾝｺﾞ大会で新鮮野菜をｹﾞｯﾄ｡作業服で。 

(柏市)高田緑地(高田近隣ｾﾝﾀｰ隣

り 柏駅西口からﾊﾞｽ停｢高田下｣) 

大堀川の水辺をきれいにする会 

TEL:04-7179-5049 

10.18日 

10~12 

こんぶくろ池自然博物公園 

〜 きのこの観察会 

こんぶくろ池の森でｷﾉｺの観察をしてみません

か? 無料 講師 大作晃一先生 

集：こんぶくろ池公園管理棟前 同池自然の森 

TEL:04-7132-8800 

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 

10.18日 

13~ 

地域の自然を活かした場のつくりかたｾﾐﾅｰ 

〜ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰになろう ｢高齢者の心

と体の健康を自然体験で〜自然を楽しもう｣ 

大木潤子(日本ｼｪｱﾘﾝｸﾞﾈｲﾁｬｰ協会)〜野外ﾚｸ&福祉ﾚｸを､ﾈｲﾁｬ

ｰｹﾞｰﾑや福祉ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ指導の第一人者から学ぶ｡動

きやすい服装で参加を｡ 

まつど市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 多目的ﾎｰﾙ 

(松戸市上矢切 299-1) 

(NPO)ﾃﾞｨｰﾌﾟﾃﾞﾓｸﾗｼｰ･ｾﾝﾀｰ 

TEL:050-5534-9081 

10.18日 

15:30~18:30 

JAXAなどの職員による講演と星空観望会 

「星や星座を眺めたその先に宇宙の生

命を探す」 

大川拓也(JAXA)〜｢はやぶさ｣帰還時の火球観測 

高井研(海洋研究開発機構)〜深海生物調査で生命起源を 
https://www.ekokkuru-koto.jp 

えこっくる江東[環境学習情報館] 

(江東区潮見 1-29-7) 

左同 

TEL:03-3644-7130 

10.18日〜 

11.15日 

ちいさい秋み〜つけた！ 

あなたの発見がみんなの感動に 

〜あなたの一句が道標に!  

秋の中央博・生態園で自然散策と俳句づくりを楽

しむ。出発→発見→文章化→自由時間→道標完成 
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/eco_park/event/discovery.htm 

県立 中央博物館 
(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

10.20火 

14~16:45 

生物多様性 日本ｱﾜｰﾄﾞ(国内賞)授賞式 

(講評･受賞者ﾌﾟﾚｾﾞﾝ･記念講演) 

長嶋孝行(東京農大)〜生物多様性に学ぶものづくり ｲﾝｾｸﾄﾃｸ

ﾉﾛｼﾞｰ／生物多様性の持続可能な利用に活かす技術紹介 

http://www.aeon.info/ef/activity/award/2015/index.html 

国際連合大学 ｳ･ﾀﾝﾄ国際会議場 

(渋谷区神宮前 5-53-70) 

(公財)ｲｵﾝ環境財団 同賞事務局 

ef@aeon.info 

10.20火 

15~18 

千葉 CSRサミット 2015 

〜 ポスト 2020を生き抜く力 
http://kokucheese.com/event/index/332700/ 

人口減少､少子高齢化､地域経済疲弊､自然荒廃と

いった地域課題を解決するためには､地域の一人ひ

とりの&企業の社会的責任(SR･CSR)が問われる 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ(きぼｰる)13F

会議室 1～3  

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

千葉 CSR ｻﾐｯﾄ実行委員会 

TEL:043-270-4640 要申込 

10.20火 

15~16:45 

環境問題は、自分問題。 

市民のための環境公開講座 

〜 食・農・暮らし 

澤登早苗(恵泉女学園大)〜食･農･環境をつなげ､人を育

てる有機園芸､教育農場の四季 

http://www.jeef.or.jp/activities/sompo_shimin/ 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜日本橋ﾋﾞﾙ 2F

会議室 (中央区日本橋 2-2-10  
S日本橋駅徒歩 1分) 

日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-3350-6770 

10.22木 

8:30~ 

自然観察会 

〜 江川地区(野田市)探鳥会 雨天中止 
ｺｳﾉﾄﾘ放鳥後どうなっているか 
持物：観察用具､弁当､飲み水､帽子､敷物､雨具 

集：8:30 東武線 馬込沢駅 
下車：同線 梅郷駅､ﾊﾞｽ終点下車 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

10.22木・ 

23金 

第 32回 太陽光発電シンポジウム (有料) 

〜 100年先まで続く太陽光発電の安定

成長を目指して 〜 

藤木俊充(経産省)〜特別講演／｢(1)日本版 FIT:安

定成長に けたあるべき姿とは｣／他(6)ｾｯｼｮﾝ 
詳細：http://www.jpea.gr.jp/pdf/t150908.pdf【別記】 

ﾋｭｰﾘｯｸﾎｰﾙ 
(台東区浅草橋 1-22-16  
JR､地下鉄浅草橋駅徒歩 2分)  

(一社)太陽光発電協会 

TEL: 03-6268-8544 

 

10.23金 

12:50~16 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ学習会 第 99回 省エネ市民会議 

〜 新たな省エネルギーと環境変化の気づき 

 
(次回:11月 6日(金)｢100回記念講座｣予定) 

東大(柏ｷｬﾝﾊﾟｽ)一般公開会場に集合､最新研究内容を

学ぶ｡本会議は 13時からの｢環境棟の見学ﾂｱｰ｣合

流｡早めに来場し見学を／終了後懇親会(希望者のみ) 

集：12:50東大柏ｷｬﾝﾊﾟｽ環境棟 

(柏市柏の葉 5-1-5 TX柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ
駅西口〜無料ﾊﾞｽあり) 

主催：省ｴﾈ市民会議 

実施：温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7155-1073 
best.ecohouse@gmail.com http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h27/H271023No99.pdf 

     

https://www.ekokkuru-koto.jp/
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/eco_park/event/discovery.htm
http://www.aeon.info/ef/activity/award/2015/index.html
mailto:ef@aeon.info
http://kokucheese.com/event/index/332700/
http://www.jeef.or.jp/activities/sompo_shimin/
http://www.jpea.gr.jp/pdf/t150908.pdf
mailto:best.ecohouse@gmail.com
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h27/H271023No99.pdf
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10.23金 

13~16:30 

H27年度 環境研究総合推進費研究成果

発表会〜H26年課題 55件のうち､国民にわ

かりやすく､関心高いと考えられる 6課題 

小林久(茨城大)〜再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰｯﾄﾜｰｸのかたち／高

薮縁(東大)〜暑いだけじゃない地球温暖化／他 4件 
http://www.env.go.jp/press/101465.html 

都道府県会館 1F 101大会議室 

(千代田区平河町 2−6−3) 

環境省／国際環境研究協会 

TEL:03-5812-2105 
左記 URL内から申込み 

10.23金 

13:30~ 

柏の自然と生きものフェスタ 2015 

講演会 手賀沼の鳥たち 
鳥の博物館 斉藤館長〜手賀沼とその周辺は近隣で

も指折りの野鳥集合地｡冬鳥たちの到来を前に・ 

柏市中央公民館 4F 
(柏市柏 5-8-12) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090平日 13〜17 

10.23金 ▶ 

24土 10~ 

東大 柏キャンパス一般公開 2015 

〜 輝く科学、柏から。 

お子様から大人まで楽しめる企画が盛りだくさん！ 

24日(土)13時から特別講演会。内容詳細 URL： 
http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/opc2015/ 

東大柏ｷｬﾝﾊﾟｽ(柏市柏の葉 5-1-5 

 TX柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅から無料ﾊﾞｽ) 

同大柏地区共通事務ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7136-3200 

10.24土 

9:30~11:30 

大堀川で秋の野草をさがそう 

〜 さわやかな気候となり､どんな* 

*野草が咲いているのでしょうか?秋の七草は?

一緒に地域の自然を観察しませんか? 

集：大堀川水辺公園 遊具広場 

9:30 (雨天中止) 

大堀川美しい水辺づくりの会 

TEL:04-7154-9366 

10.24土 

10~12 

柏の葉ｱｶﾃﾞﾐｱ講座Ⅳ〜 超臨界水の魅力 
環境調和型技術としての超臨界水応用 

大島義人(東大)〜水は超臨界状態の温度･圧力
の高い状態になると､通常の水とは異なる物性に 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 大研修室 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8615 10/10迄 

10.24土 
13:30~ 

第 199回 くらしの植物苑 観察会 島津美子(同館)〜 染めの色と植物 同苑 東屋 
(佐倉市城内町 佐倉中学校隣) 

国立歴史民俗博物館 

TEL:03-5777-8600申込不要 

10.24土 11~& 

25日~14 

第 13回 印旛沼流域 環境･体験フェア 

〜 水と食と発見のある印旛沼 

屋形船環境学習･農産飲食物販売･E ﾎﾞｰﾄ体験･

農業関連車両乗車体験･NPO/団体出展・他 

佐倉ふるさと広場 い側 (京成線

佐倉駅北口から無料ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 10分) 

県･印旛沼流域水循環健全化会議 

TEL:043-223-3155 

10.24土 10~ 

& 25日~17 

東京湾大感謝祭 2015 

～ 東京湾を感じて､学んで､味わう 2日間! 
★かつて､豊かな東京湾で＊ 

＊とれた魚介類は､その豊富さ､新鮮さ､味の良さか

ら｢江戸前｣食文化を育み､私たちに多くの恩恵を 

http://www.env.go.jp/press/files/jp/28272.pdf 

横浜赤ﾚﾝｶﾞ倉庫 広場､1号館 3F ﾎｰﾙ

(横浜市中区新港 1-1−2 みなとみらい線
｢馬車道駅｣or｢日本大通り駅｣徒歩 6分) 

同祭実行委員会 

TEL:03-5805-1059 

10.24土〜 

12.13日(全 6回) 

[参考情報] 

第 15期 エコリーダー養成講座 2015 

☆ 地域性豊かで持続可能なまちづくり 
今期テーマ「まち」 

10/24小網代の森(神奈川)ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰ／11/7水都江戸

から水都東京へ／11/15地域ｺﾐｭﾆﾃｨつなぐ生物多様性 

https://www.ekokkuru-koto.jp/info/6781/ 

左記 URL参照 

えこっくる江東所在地 

(江東区潮見 1-29-7) 

環境学習情報館(えこっくる江東) 

TEL:03-3644-7130 10/10必着 

10.25日 

9~12 

手賀の丘で太陽を観察しよう！ 望遠鏡で太陽を観察し､太陽系にまつわる話を
通じて宇宙と自然に親しむ。対象：小学生以上 

県立 手賀の丘少年自然の家 
(柏市片山 275) 

左同(10/1から受付) 

TEL:04-7191-1923 要申込 

10.25日 

9~12 

三番瀬探検隊 

「♪鳥くんと野鳥を探そう」 
♪鳥くんに三番瀬の野鳥の撮影方法を教えて

もらいながら、一緒に撮影しよう！ 

ふなばし三番瀬海浜公園 
(船橋市潮見町 40) 

同園 

TEL:047-435-0828 要申込 

10.25日 

9~13:30 

第 13回 ふなばし三番瀬クリーンアップ 

〜〜 海をきれいにしよう 〜〜 

★参加者大募集★   荒天中止 

砂浜の清掃､ｱｵｻの回収､磯の生物観察会､海の

ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ､環境関連ﾊﾟﾈﾙ展示､貝殻工作、他 
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0006/p039009.html 

ふなばし三番瀬海浜公園砂浜 

※青い旗が目印(船橋市潮見町 40 

 京成船橋駅前からﾊﾞｽあり) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL:047-436-2450 
事務局：船橋市環境政策課 

10.25日 

10~15 

秋のこんぶくろ池まつり 
(10/18(日)10時からキノコ観察会) 

森の観察や、工作、焼き芋などの昼食あり。 

FAXで申込み。先着 150人 

こんぶくろ池公園 
(柏市正蓮寺) 

同園 管理事務所 

TEL/FAX:04-7132-8800 

10.27火 

18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN)第 152回

研究会／http://www.npobin.net 

柳田高志(森林総研)〜再生ｴﾈ電力固定価格買取制

度における木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電と事業採算性評価(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) 

同 NW・左記 URLから申込み 

TEL: 047-389-1552 要申込 

10.29木 

12~16 

第 1回 環境シンポジウム千葉会議学習会 

〜 環境保護活動現場の見学 (有料) 
見学先:｢夷隅郡市自然を守る会｣｢県立大原高

校生物部｣ 

集:JR外房線大原駅 11:40 
解：同千葉駅 18:46 

同会議 

TEL:090-7008-9710事務局 

10.29木〜 

30金 

小水力発電 実務研修会(有料) 

★本年 3月末で約 390か所の新設の小

河川行政と小水力発電／各地域の小水力発電取組

み／事業事例紹介／ﾌｧｲﾅﾝｽとﾘｽｸ／土木建設／他 

東京ｾﾐﾅｰ学院  

(豊島区西池袋 5−4−6  

全国小水力利用推進協議会 

TEL:03-5980-7880 

http://www.env.go.jp/press/101465.html
http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/opc2015/
http://www.env.go.jp/press/files/jp/28272.pdf
https://www.ekokkuru-koto.jp/info/6781/
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/kankyou/0006/p039009.html
http://www.npobin.net/
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水力発電設備が認定★ http://j-water.org/news2/小水力発電実務研修会-のご案内-2/ 東京三協信用金庫ﾋﾞﾙ内) 左記 URL内から申込み 

10.31土
13~15 

mSe実験農場で(太陽光発電)見学会 
http://www.m-s-e.co.jp 

農家のみなさん！地域のみなさん！ 

mSeは太陽光発電の新しい形を作ります。 

(有)ｴﾑｴｽｲｰ 
(千葉市稲毛区長沼原町 66-1) 

左同 

TEL:043-258-7711 要申込 

10.31土 

13:30~15:30 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾊﾞｰﾄﾞ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(JBF)15周年記念 

〜 鳥学講座ス シャル トークショー 
｢研究最前線〜今どうなってる? 鳥と恐竜｣ 

講師:真鍋真(国立科博)／聞き手:林良博(JBF)  

ｱﾋﾞｽﾀ ﾎｰﾙ(我孫子市生涯学習ｾﾝﾀｰ) 
(同市 若松 26-4) 

我孫子市 鳥の博物館･山階鳥研 

TEL:04-7185-2212 申込不要 

10.31土 

13:30~18:30 

多摩川河口の自然を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2015 
〜 東京湾で最大規模の河口干潟がある＊ 

講演 6件･ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ･懇親会 

＊多摩川河口は､ｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ類を始め干潟生物の宝庫。 

その干潟に（仮称）羽田連絡道路の建設が予定 

http://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conse

rvation/tamagawa-kakoh/symposium2015/ 

ﾗｿﾞｰﾅ川崎 5F｢ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ｣ 
(川崎市幸区堀川町 72−1 JR川崎駅
徒歩 5分)  

日本野鳥の会 神奈川支部･同東京 

TEL:045−453−3301 月水金 11~15時 

10.31土〜 

11.01日 

ジャパン バード フェスティバル 2015 
 

〜 人と鳥の共存をめざして 〜 
http://www.birdfesta.net 

鳥ﾃｰﾏの最大級ｲﾍﾞﾝﾄ｡行政･NPO･学生･市民団体な

どによる鳥･自然環境研究･活動発表､鳥彫刻･絵画･

写真展､子供工作教室､船上ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘ

ｰなど､子供から年配者まで楽しめる 

ｱﾋﾞｽﾀ､手賀沼親水広場､親水広場

水の館､我孫子市鳥の博物館､鳥博

広場､山階鳥類研究所 等 

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我孫子市手賀沼課 

TEL:090-4368-3170開催日専用 

TEL:080-9232-5391 同上 

11.03火祝 

9~16:30 

自然誌フェスタ千葉 
(文化の日は入場無料) 

虫好き､花好き､化石好き､みんな集合! 体験ｲﾍﾞﾝﾄ

や､千葉の自然や文化に関わる市民活動の紹介 

http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=891 

県立 中央博物館 1F ﾎｰﾙ他 
(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

11.03火祝 

10~15 

千葉大学･環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 

第 10回ｾﾝﾀｰ祭り ｢未来こどもがっこう｣同時開催 
農作物の販売、模擬店、野菜収穫体験 他 
 

同ｾﾝﾀｰ 
(柏市柏の葉 6丁目 2-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7137-8000 

11.04水〜※ 

25水(全 4回) 

里山ボランティア入門講座 2015 
※:11/4､11､18､25の毎週水曜日 (有料) 

森を知ろう､里山活動地の見学､安全管理･機械

の実務講習､竹林の整備方法･竹細工の楽しみ方 

あけぼの山農業公園 
(柏市布施 2005-2) 

柏市都市部公園緑政課 

TEL:04-7167-1148 10/30迄 

11.05木 

13~17 

全国エコタウン会議 

〜 講演(3件)･ｾﾐﾅｰ(2件)他 
地域連携･協働による廃棄物ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝや循環産業

育成。詳細：http://www.env.go.jp/press/101530.html 

秋田ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ 飛翔の間 

(秋田駅徒歩約 3分) 

環境省､経済産業省 

TEL:03-5281-5326 10/26迄 

11.05木 

13:30~15:30 

樹木ツアー 

講師：八田洋章〜木には葉や花の＊ 

*特徴だけでなく､種によって独特の樹形があ

る｡園内の樹の形をゆっくり観察し秋を楽しむ 

県立 柏の葉公園 公園ｾﾝﾀｰ 

(柏市柏の葉 4-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015要申込 

11.05木 

14~16 

H27年度 (H28年度 活動助成) 

ちば環境再生基金助成金 説明会 
多様化した県民･環境 NPO等の活動に対応でき

るよう本助成事業の見直しをし､その内容説明 

柏貸会議室ｽｶｲﾙｰﾑ 
(柏市柏 2-5-8 柏ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ 6F) 

(一財)千葉県環境財団 

TEL:043-246-2091 10/23迄 

11.06金 

10~15:40 

全国エコタウン会議 

・秋田県北部地域ｴｺﾀｳﾝ関連施設見学会 

小坂製錬(株)､ｴｺﾀｳﾝｾﾝﾀｰ､秋田ｳｯﾄﾞ(株)､(株)ｴｺﾘｻｲ

ｸﾙ。詳細：http://www.env.go.jp/press/101530.html 

集：秋田駅付近、大館市街 

詳細は参加者へ別途案内 

環境省､経済産業省 

TEL:03-5281-5326 10/26迄 

11.06金
13:30~15:30 

第 100回記念 省エネ市民会議(省ｴﾈﾙｷﾞｰ学習会) 

講師：伊香賀俊治(慶大)〜★快適に暮ら

せるエネルギー効率の良い住環境★ 

●住まいの安全､安心､健康性●住まい/ｺﾐｭﾆﾃｨの健

康ﾁｭｴｯｸ(CASBEE健康ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)●低炭素建築●低炭

素社会の実現●都市の環境性能評価など 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 3F大会議室 

(同市 中 110 つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ｢流山ｾﾝﾄ

ﾗﾙﾊﾟｰｸ駅｣徒歩 3分) 

同会議・温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7155-1073要申込 

best.ecohouse@gmail.com 

11.07土 

13:30~15:30 

子ども*科学教室 Wind Power (*小 4〜中 3) 

エンジニア体験! 風力発電にトライしよう 

再生ｴﾈの風力発電実験｡羽根の枚数･形･大きさで発

電性能が変わることを理解しての風車作り、ほか 

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]日本 IBM(株) 

TEL:043-207-5820 10/14迄 

11.07土〜 

1.23土 全 8回 

ちば里山カレッジ 

次世代リーダー養成コース 

①さまざまな里山の活用方法 

②人工林の管理の仕方､木製品の開発と売込み 

③資金調達と組織運営 ④里山活動 1日体験 
http://chiba-satoyama.net/allnews/news/3154 

開催場所など詳細は左記 URL参照 (NPO)ちば里山ｾﾝﾀｰ 

TEL:0438-62-8895 要申込 

11.08日 

9~(12) 

さとやま観察会 

〜 土の中の生き物観察会 

落ち葉の下､土の中の生き物を顕微鏡で観察 集：おおたかの森駅南口階段下 
又は、おおたかの森ｾﾝﾀｰ横駐車場 

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

http://j-water.org/news2/%E5%B0%8F%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E5%AE%9F%E5%8B%99%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A-%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85-2/
http://www.m-s-e.co.jp/
http://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/tamagawa-kakoh/symposium2015/
http://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/tamagawa-kakoh/symposium2015/
http://www.birdfesta.net/
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=891
http://www.env.go.jp/press/101530.html
http://www.env.go.jp/press/101530.html
mailto:best.ecohouse@gmail.com
http://chiba-satoyama.net/allnews/news/3154
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
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11.09月 

10~16:45 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術講座 第 5回 ｢低温排熱回収

による省ｴﾈ対策｣・未利用熱回収による

省ｴﾈ 〜下水熱利用の事例から〜 (有料) 

原田光朗(日本ﾌｧｼﾘﾃｨ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ(株))〜左記表題/後藤勇次郎

(ｿﾆｰｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ(株))〜ｿﾆｰｼﾃｨの下水熱利用ｼｽﾃﾑ/他 5 

http://www.eccj.or.jp/education/tech/pdf/kan/151109.pdf 

ｿﾆｰｼﾃｨ(ｿﾆｰ(株)本社) 会議室 

(港区港南 1-7-1) 
 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

TEL:03-5439-9774 

11.10火〜 

12.01火 全 3回 

秋の成人講座(参考情報) 

対象：松戸市民等 

田中利勝(自然通信社) 

〜 松戸の秋の自然を撮って､探る 

松戸市文化ﾎｰﾙ 
(同市松戸 1307-1松戸ﾋﾞﾙ 4F) 

同市生涯学習推進課 

TEL:047-367-7810 9/25迄 

11.11水 

14~16 

H27年度 (28年度活動助成) 

ちば環境再生基金助成金 説明会 
多様化した県民･環境 NPO等の活動に対応でき

るよう本助成事業の見直しをし､その内容説明 

ﾊﾞｰﾃﾞｨｰﾎﾃﾙ千葉 
(千葉市中央区新千葉 1-6-5) 

(一財)千葉県環境財団 

TEL:043-246-2091 10/23迄 

11.13金〜 

15日 

国際パッシブハウス・オープンデー2015 

〜世界中のﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽ基準をｸﾘｱした＊ 

＊建物が一同に見学会／★日本の家は30年遅れ？
http://passivehouse-japan.org/news/国際ﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽ･

ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰ 2015-ﾆｭｰｽ①/ 

左記 URL参照 (社)PASSIVE HOUSE JAPAN 

TEL:0467-39-5031 

11.14土 

13:30~17 

放射線に関する講習会 

※：小野田眞(放射線医学総研) 

  坪倉正治(南相馬市立総合病院) 

専門家(※)を招き、放射線の基礎知識や内部被

ばくの現状と今後の注意点を解説。Q&Aあり 
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/koushukai/271005.html 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ(Qiball) 
(京成線千葉中央駅徒歩 5分) 

県 防災政策課 

TEL:043-223-3404 11/4迄 

11.14土 10~ 

15日 ~16 

第 11回 NPOまつり 2015 
参加しよう､行動しよう､集まれば大きな力 

〜みんなで守ろう!わたしたちのまち〜 

●杉戸町･富岡町･川内村広域的地域間共助の取組

み･国連防災会議等事例発表●協働型災害訓練 他 
http://matsuri.npgo.net 

東京都立代々木公園 

(渋谷区代々木神園町 2-1) 

同まつり実行委員会 
info@nposaitamanet.or.jp 

11.14土 11~ 

15日 ~17 

千葉市民活動フェスタ 2015 

〜 あなたと つながろう この千葉
ま ち

で 

展示･相談･体験ｺｰﾅｰ／ｽﾃｰｼﾞ発表･ｸｲｽﾞﾗﾘｰ／ﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱ募集情報／ご当地ｷｬﾗｸﾀ出演など 
http://www.chiba-npo.net/?cat=5 

きぼーる広場 

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

千葉市民活動支援ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-227-3081 

11.14土〜 

16月 2泊 3日 

清里ミーティング 2015〜地域をつくる環境教育 

・環境教育の今がここにある (有料) 
http://www.jeef.or.jp/activities/kiyosato/ 

全体会のほか､3時間ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ､10分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ､

当日募集ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ､環境教育ﾘｸﾙｰﾄｺｰﾅｰ､早朝ﾜｰｸｼｮ

ｯﾌﾟ､ﾌﾞｰｽ展示､情報交換会など｡ 

(公財)ｷｰﾌﾟ協会 清泉寮､山梨県立

八ヶ岳自然ふれあいｾﾝﾀｰ 

(山梨県北杜市高根町清里 3545) 

(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:0551-48-3795 11/01迄 

11.15日 

9~ 

2015秋をたずねてウォーキング[船橋市] 

〜 晩秋を彩る自然観察ウォーク(約 11km) 

法典公民館ｽﾀｰﾄ〜藤原市民の森〜柏井緑地〜(中略)

〜法田中学校〜法典ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ〜法典公民館ｺﾞｰﾙ 

集：船橋市 法典公民館 

(船橋市藤原 7-33-7) 

船橋市ｽﾎﾟｰﾂと健康を推進する会 

TEL:047-439-0118 11/10迄 

11.15日 

10~11:30 

ちば県民ｶﾚｯｼﾞ講師が教える講座(4) 

〜 さいふにやさしい節電を 
山田殖保(同ｶﾚｯｼﾞ)〜節電を小学生にもわかり

やすく､省ｴﾈで家計･環境･地球に優しい生活を 

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 10/30迄 

11.15日 

12:30~16:30 

いんざい エネルギーフォーラム 2015 

★みんなで考えよう!あすのエネルギー 
http://chiba-greenenergy.jimdo.com 

杉本完蔵(太陽光発電協会)〜日本のｴﾈﾙｷﾞｰ政策とこれか

らの太陽光発電の未来／東光弘(市民ｴﾈﾙｷﾞｰちば)〜新し

い農業を始めよう!(ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ)／他関連報告 5件 

印西市立 中央駅前地域交流館 

2号館 3F会議室(同市中央南 1-4-1 

 北総線 千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ中央駅 徒歩 5分) 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ千葉 

1tmiyashita1@jcom.zaq.ne.jp 

温暖化防止印西 TEL:090-4450-8556 

11.17火・ 

18水 

H27年度｢食品ﾘｻｲｸﾙ推進ﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾐﾅｰ｣ 
環境省該当 URL： 

http://www.env.go.jp/press/101395.html 

食品ﾘｻｲｸﾙ法の最新動 とﾘｻｲｸﾙの現状説明､食品ﾘ

ｻｲｸﾙ･食品ﾘｻｲｸﾙﾙｰﾌﾟ優良事例紹介､ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

及び情報交換会。詳細：右記 URL参照 

さいたま新都心合同庁舎 1号館 

1F (さいたま市中央区新都心 2-1) 

環境省 

TEL:03-3518-8498 
http://www.mri.co.jp/news/seminar/other/018784.html 

11.18水〜 

20金 10~17 

Japan Home & Building Show 2015 
住宅・店舗･施設など建築物の建材･部材･設

備･ｻｰﾋﾞｽが一堂展示の専門展示会総称 
 

第 37回 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰﾑｼｮｰ／第 10回 ふるさと建材･家具

見本市／第3回 ｽﾏｰﾄﾊｳｽ･ｴｺﾊｳｽ展／第1回 庭づくり･

ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ展／第 1回 店舗･施設建築展 
http://www.jma.or.jp/jhbs/outline/index.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 

11.19木 

9~ 

自然観察会 

〜21世紀の森(野田市)探鳥会 雨天中止 
案内：ｵｵﾀｶ､ｶﾜｾﾐ､ｶﾓ類 
持物：観察用具､弁当､飲み水､帽子､敷物､雨具 

集：9時 東武線 馬込沢駅 
 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

http://www.eccj.or.jp/education/tech/pdf/kan/151109.pdf
http://passivehouse-japan.org/news/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%EF%BE%8A%EF%BE%9F%EF%BD%AF%EF%BD%BC%EF%BE%8C%EF%BE%9E%EF%BE%8A%EF%BD%B3%EF%BD%BD%EF%BD%A5%EF%BD%B5%EF%BD%B0%EF%BE%8C%EF%BE%9F%EF%BE%9D%EF%BE%83%EF%BE%9E%EF%BD%B02015-%EF%BE%86%EF%BD%AD%EF%BD%B0%EF%BD%BD%E2%91%A0/
http://passivehouse-japan.org/news/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%EF%BE%8A%EF%BE%9F%EF%BD%AF%EF%BD%BC%EF%BE%8C%EF%BE%9E%EF%BE%8A%EF%BD%B3%EF%BD%BD%EF%BD%A5%EF%BD%B5%EF%BD%B0%EF%BE%8C%EF%BE%9F%EF%BE%9D%EF%BE%83%EF%BE%9E%EF%BD%B02015-%EF%BE%86%EF%BD%AD%EF%BD%B0%EF%BD%BD%E2%91%A0/
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/koushukai/271005.html
http://matsuri.npgo.net/
mailto:info@nposaitamanet.or.jp
http://www.chiba-npo.net/?cat=5
http://www.jeef.or.jp/activities/kiyosato/
http://chiba-greenenergy.jimdo.com/
mailto:1tmiyashita1@jcom.zaq.ne.jp
http://www.env.go.jp/press/101395.html
http://www.mri.co.jp/news/seminar/other/018784.html
http://www.jma.or.jp/jhbs/outline/index.html
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【農林水産・食・畜産・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 

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 

10.17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 

10.18日 

9:30~12 

いも掘り体験 150円／kg。無くなりしだい終了。 

持物：作業服、収穫袋、手洗い水 

流山市野々下 1-77先の畑 
駐車場あり 

流山市農業青少年ｸﾗﾌﾞ・4H ｸﾗﾌﾞ 

TEL：090-5548-1576 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 

10.17土・ 

18日 10~14 

落花生・さつまいもの収穫体験 品目と費用:ｼﾞｬﾝﾎﾞ落花生 1,500円/5株､さつ

まいも 750円･1,000円/各種 5株(品種による) 

柏市泉地先の畑 農菜土 TEL:04-7137-7318 
http://no-side-kashiwa.com/harvest/1510_kumura.html 

10.17土〜※ 

11.07土 全 4回 

農業ボランティア養成講座 
※他開催日：10/24(土)・31(土) 

講義 1日、実習 3日、対象：全回参加可能の

方、講師：受け入れ農家、 

講義：JA とうかつ中央(馬橋) 

実習：JA松戸南支店(和名ケ谷) 

松戸市農政課 

TEL:047-366-7328 9/30迄 

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 

10.18日 

14~16 

Yaeのおいしいコンサート 歌で房総を元気に! 

〜 語ろう！食と農のチカラ 〜 
(有料) 

｢半農半歌手｣鴨川自然王国で農的暮らしを営む三

児の母･Yaeさんのｺﾝｻｰﾄ&ﾄｰｸ LIVE 
https://www.facebook.com/events/976395602406599/ 

夷隅文化会館 (｢いすみ市文化と 

ｽﾎﾟｰﾂの森｣ 同市深谷 1968-1) 

ﾊﾟｰﾏｶﾙﾁｬｰ井戸端会議@ちば 

TEL:0475-34-8175 
左記 URL内から申込み 

10.24土 

10~11 

親子でおいもほり／ 雨天順延 25日 
対象：幼稚園児までのお子様と家族 

流山市で有機野菜を育てている真澄農園の吉田さ

んの畑にみんなで行こｰ。参加費 1,000円
http://ameblo.jp/karafuru-kids/entry-12074622090.html 

集：現地(同農園) 
左記 URL内の地図参照 

から風流ｷｯｽﾞ 

TEL:090-2903-3602  

10.24土・ 

25日 9:30~15 

第 34回 白井市ふるさとまつり 

 

採れたて野菜の直売､商工会会員の出店､日用

雑貨のﾊﾞｻﾞｰなど｡市内高校生の吹奏楽演奏も 

白井市役所駐車場ほか 
(白井駅北口徒歩 10分) 

同まつり実行委員会 

TEL:047-492-0721 事務局 

10.25日 環境問題は、自分問題。 

市民のための環境公開 特別講座(有料) 
蓮池陽子((有)ﾋﾞｰﾈｲﾁｬｰ) & 加藤大吾(都留環境ﾌｫｰﾗﾑ) 

〜おいしいものには理由が｡自然の恵みを自分の手

｢かとうさんち｣の畑 

(山梨県都留市) 

日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-3350-6770 

11.23月祝 

14~16:30 

暮らしから始める健康セミナー 
in川口 

医学分野と建築分野の講師により､予防医療の重要

性､住宅の断熱性能が健康に与える影響 

http://saitama.kenko-jutaku.org/info/340 

LILIA(ﾘﾘｱ) 11F 大会議室 

(川口市川口 3-1-1 JR川口駅西口 

正面徒歩 1分)) 

さいたま健康･省ｴﾈ住宅推進協議会 

TEL:0120-658-566 
左記 URL内ﾁﾗｼから申込要 

http://www.h.chiba-u.ac.jp/archives/2015/08/20150803_2.html
mailto:t.ishida@chiba-u.jp
http://www.agri-next.jp/
http://www.agritechjapan.jp/ja/Home/
http://no-side-kashiwa.com/harvest/1510_kumura.html
https://www.facebook.com/events/976395602406599/
http://ameblo.jp/karafuru-kids/entry-12074622090.html
http://www.earth-c.info/
http://saitama.kenko-jutaku.org/info/340
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9:30~16:30 〜 野外講座「食べる自然体験」 で採って食べるﾌｨｰﾙﾄﾞ講座。対象：20歳以上 http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2015/?p=44 ←内容と申込み URL 

11.07土 

10~15 

いんざい産業まつり 

〜 印西市内で生産の農産物･商工* 

*業製品を広く紹介｡顔の見える販売を通して生産者

と消費者の交流を図り､印西の農産品など PR 

BIG HOP ｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ印西 駐車場 

(北総線 印西牧の原駅徒歩 1分) 

印西市農政課 

TEL:0476-42-5111 

11.07土〜 

08日 10~17 

筑波大学公開講座 2015／教養講座 

〜自家製チーズ作りを楽しむ(有料) 
https://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/culture.html 

田島淳史(生命環境系)他〜自家製ﾁｰｽﾞには作った人し
か分からない格別の味が｡手間と をたっ りか

けて仕上げ､ちょっ り洒落た自分流の味演出を 

同大 農林技術ｾﾝﾀｰ 
(つくば市天王台 1-1-1) 

同大 教育推進部社会連携課 

TEL:029-853-2217 10/20 迄 

11.09月 

13:30~16:30 

食品に関するリスクコミュニケーション 

−知ろう､考えよう､農薬のこと− 
山本廣基(大学入試ｾﾝﾀｰ)〜農薬はどうして必要? 

担当官説明〜農薬が使えるようになるまで／Q&A 
http://www.env.go.jp/press/101452.html 

さいたま市産業文化ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾙ 
(同市 中央区下落合 5-4-3) 

食品安全委員会､消費者庁､環境省他 

TEL:03-5549-6912 事務局 

左記 URL内から申込み 

11.15日 

9~15 

第 2回 NODA産 FOOD フェスタ 

〜 おいしいNODA大集合!! 〜(雨天実施) 

野田食材を使った料理ｺﾝﾃｽﾄ｡ﾌｰﾄﾞ･ｽｲｰﾂ各部

門､来場者投票でｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ競う｡約 50店舗出店 

清水公園･花ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ駐車場 

(野田市清水 906) 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:04-7122-3585 

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 】 

11.08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 

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 

     

http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2015/?p=44
https://www.tsukuba.ac.jp/education/extension/culture.html
http://www.env.go.jp/press/101452.html
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/
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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 

 

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 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 

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 

10.16金まで 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) 

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 

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
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/061500/p0150603.html
http://kankyoblog.seesaa.net/
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
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10.16金まで 近隣騒音防止 

ポスター・カレンダーデザイン募集 

〜 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 

応募の詳細は下記 URL参照 
http://www.env.go.jp/press/101064

.html 

環境省 水･大気環境局大気生活環境室 

TEL：03-5521-8299 

10.17土〜 

25日 

生き物のきずな展(知ってた？展？) 
〜 つながる植物･動物･菌類 

知ってた?花は色や匂いで虫を誘うって､虫は匂いをかぎ

わけて花を選ぶって､きのこが植物とつながってるって 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/10kizuna/index.html 

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 

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 

10.20火〜 

1.24日NEW 

生態園トピックス展 

〜どんぐり～花から実への大変身！ 

生態園のどんぐり。春咲いた花が秋にどんぐ

りになるまで、顕微鏡写真,標本などで紹介 

県立 中央博物館 生態園 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館/http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57 

TEL:043-265-3111 

10.24土〜 

12.20日NEW 

ﾄﾋﾟｯｸｽ展〜おしゃれ虫 カタゾウムシ※ 

※：この仲間はゾウムシ科の甲虫の一群 

甲虫の中でも特に硬く､標本用針を刺せず踏ん

でもつぶれないとも｡美しさでも知られる｡ 

県立 中央博物館 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館/http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57 

TEL:043-265-3111 

10.25日まで 

NEW 

農家レストランの店名募集 

対象:柏市民等と｢かしわで｣利用者 

来春､柏の農業と食卓を元気にする今採り農産

物直売所｢かしわで｣にﾚｽﾄﾗﾝ新規ｵｰﾌﾟﾝ｡ 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/sos

hiki/090300/fa1216.html ←詳細 

かしわで TEL:04-7141-6755 

柏市農政課 TEL:04-7167-1143 

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 

10.30金まで 

NEW 

｢持続可能な社会｣をわたしたちの手で 

第 19回 eco検定(環境社会検定試験) 

試験日：12月 13日(日)     (有料) 

主な出題項目：地球を知る･環境問題を知る･持続

可能な社会に けたｱﾌﾟﾛｰﾁ･各主体の役割･活動 

http://www.kentei.org/eco/ 

内容詳細は左記 URL参照 東京商工会議所 検定ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3989-0777 

10.31土 

必着 

第 32回 植物画コンクール 作品募集 

〜 植物画を描くことによって､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 

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 

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描画 

〜 生き物を描く 〜 展 

※：10/14,19,26,11/2: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 

http://www.env.go.jp/press/101064.html
http://www.env.go.jp/press/101064.html
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/10kizuna/index.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://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090300/fa1216.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090300/fa1216.html
http://www.kentei.org/eco/
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
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/
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11.05木まで 

NEW 

H28年度 環境研究総合推進費(委託費･補

助金)新規課題募集 
分野(領域)：①統合(委託)②低炭素(委託)③資源循

環(補)④自然共生型(委託)⑤安全確保(委託)／他略 

http://www.env.go.jp/press/101470.html 

公募の内容金額等詳細は左記 URL

参照 

環境省 

(TEL:03-5521-8239) 
左記 URL参照 

11.13金 

消印有効NEW 

(事業者 )すぐれた環境報告書等の表彰制度 

第 19回 ｢環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ大賞｣募集 
環境報告書部門＆環境活動ﾚﾎﾟｰﾄ部門 
http://www.env.go.jp/press/101510.html 

応募の詳細は左記 URL参照 環境省､(一財)地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-3580-8221 事務局 

11.20金まで 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 

10/13〜かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ､10/20〜そごう柏､ 

11/2〜柏市役所､11/9〜他 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL：04-7170-7090 平日 13〜17時 

11.29日まで 

NEW 

H27年度 企画展 

★千葉の鍛冶 〜 鎌(農具)と鋏 〜 

鎌と鋏の実態が今、明らかに！ 
講演会･展示解説会･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･体験会あり 

古代から房総は､小規模製鉄や鍛冶の盛んな地だっ

た｡近年の機械化で埋もれた鍛冶屋と製品に焦点を

あて､誰もが使っていた鎌や鋏の資料ともに紹介 

https://www.chiba-muse.or.jp/MURA/event/20151010kikaku-kaji.html 

体験博物館 県立 房総のむら 
(千葉県印旛郡栄町龍角寺 1028) 

左同 

TEL:0476-95-3333 

11.29日まで 

NEW 

第 50回 企画展「たべる。」 
〜生きている限り､食べ･排泄し続ける 

生き物たちの多様な｢たべる｣行動､消化の仕方

のほか､私達が｢おいしい｣と感じる秘密も紹介 

群馬県立自然史博物館 
(富岡市上黒岩 1674-1) 

同館／http://www.gmnh.pref.gunma.jp/intro.html 

TEL:0274-60-1200 

11.29日まで 

NEW 

H27年度 特別展･東大総合研究博物館特別展 

〜 蝉類博物館−昆虫黄金期を築いた 

天才･加藤正世博士の世界 

加藤博士(1898〜1967年)の約5万点の昆虫ｺﾚｸｼｮﾝから

選りすぐりの標本･資料を多数出展。 

http://www.neribun.or.jp/web/01_event/d_furusato.cgi?no=4821 

練馬区立石神井公園ふるさと文化館 

(同区 石神井町 5-12-16) 

同館 

TEL:03-3996-4060 

11.30月まで 奥日光清流清湖フォトコンテスト 2015 

ﾃｰﾏ:〜 奥日光 〜 心に残る水辺の風景 

撮影期間：H26年 12月 1日〜H27年 11月 30日 

作品規格：ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄ単写真・L判〜ﾜｲﾄﾞ 4切 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/kouhou/h27photocontest.html 

応募の詳細は左記 URL参照 

送付先：〒321-1292 日光市今市本町

1日光市環境課内 同ｺﾝﾃｽﾄ事務局 

奥日光清流清湖保全協議会 

TEL:0288-21-5152 
栃木県・群馬県内写真店も受付中 

12.06日まで 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 

12.07月まで 

NEW 

インクジェットプリントによるフォトコンテスト 

◎ エプソンフォトグランプリ 2015 ◎ 

ﾈｲﾁｬｰ部門は「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ賞金 100万円」 

ﾈｲﾁｬｰ部門／ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌ部門／ﾌｧﾐﾘｰｽﾅｯﾌﾟ部門／ﾋﾞ

ｷﾞﾅｰ部門／中学･高校写真部部門 
http://www.epson.jp/osirase/2015/150709.htm 

応募の詳細は左記 URL参照 ｴﾌﾟｿﾝ販売(株) 

TEL:0570-087666 

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 

'16.1.31日 

まで NEW 

第 64回企画展〜 くらしの中の動物 
＝ 嫌われものの本当のすがた ＝ 
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/115/index.html 

普段｢嫌われもの｣の動物たち｡彼ら目線で人のくら

しの中の生き方を｡ﾊﾁは雌しか刺さないって､ｺﾞｷﾌﾞ

ﾘは人家だけが住みかじゃないって､ﾍﾋﾞは本当は・ 

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾊﾟｰｸ 茨城県自然博物館 
(坂東市大崎 700) 

同館 

TEL:0297-38-2000 

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 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 

http://www.env.go.jp/press/101470.html
http://www.env.go.jp/press/101510.html
https://www.chiba-muse.or.jp/MURA/event/20151010kikaku-kaji.html
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/intro.html
http://www.neribun.or.jp/web/01_event/d_furusato.cgi?no=4821
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/kouhou/h27photocontest.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://www.epson.jp/osirase/2015/150709.htm
http://www.npopcc.jp/images/event/tanada.pdf
http://www.npopcc.jp/images/event/tanada.pdf
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/115/index.html
http://www.ecosite.jp/ecohouse
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.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 

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 昭和 49年に自然保護運動を進めて来た人たちによ http://chibawildbird.web.fc2.com 左記 URL参照 
scene.sato@jcom.home.ne.jp 

対象:耐震･省ｴﾈ･ﾊﾞﾘｱﾌﾘ/以下､省ｴﾈ抜粋 

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) 

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.nposatoyama.com/
http://www.nposatoyama.com/event.html
http://www.nposatoyama.com/event.html
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
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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http://chibawildbird.web.fc2.com 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｡ 

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 

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 〜★〜☆〜 
 

【別記】10月 22日(木)〜23日(金)9:30〜17:30開催 ｢第 32回 太陽光発電ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ詳細 

*参加費:一般 2日券/29,000円 1日券/18,000円 JPEA会員 2日券/26,000円 1日券/15,000円 

1日目:10月 22日(木) 

9:30~9:35 ●開会挨拶 一般社団法人 太陽光発電協会 事務局長 亀田 正明 

9:35~9:55 ●来賓挨拶/特別講演 経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 省ｴﾈﾙｷﾞｰ･新ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 藤木俊充氏 

【ｾｯｼｮﾝ 1】 日本版 FIT:安定成長に けたあるべき姿とは 9:55~10:50  

●日本版 FIT:安定成長に けたあるべき姿とは:東京大学社会科学研究所教授 松村敏弘氏 11:00~11:30  

http://chibawildbird.web.fc2.com/
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
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
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●日本版 FIT:制度改革の方 性について:経済産業省 11:30~12:00  

●日本版 FIT:導入 3年を経ての実績と成果:一般社団法人 太陽光発電協会 幹事 杉本完蔵 

【ｾｯｼｮﾝ 2】 100年先を見すえたｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽと太陽光発電の役割 13:10~15:25 

●ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ／ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ : 東京大学客員准教授 松本真由美氏 

ﾃｰﾏ : 100 年先を視野に 2050年時点のｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽのあるべき姿と太陽光発電の果たす役割を考える 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ : 東京理科大学大学院教授 橘川武郎氏／国立研究開発法人 産業技術総合研究所上席ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 近藤道雄氏 

／公益財団法人 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ財団常務理事 大野輝之氏／一般社団法人 太陽光発電協会事務局長 亀田正明 

【ｾｯｼｮﾝ 3】 太陽光発電 真の便益と課題 15:40~16:10  

●再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(太陽光発電)の導入に伴う効果･影響分析:(株)三菱総合研究所 環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ研究本部低炭素ｴﾈﾙｷﾞｰ戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ 井上裕史氏 16:10~16:40  

●再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰが地域社会にもたらす便益と福島県の取り組み:福島県企画調整部ｴﾈﾙｷﾞｰ課課長 佐々木秀三氏 16:50~17:30 

●太陽光発電 真の便益と課題:一般社団法人 太陽光発電協会 光発電部会部会長 増川武昭 

2 日目:10 月 23 日(金) 

【ｾｯｼｮﾝ 4】 PV100年構想~さらなる太陽光発電の導入拡大に けて~ 9:30~10:10 

●PV100 年構想~さらなる太陽光発電の導入拡大に けて~:経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 省ｴﾈﾙｷﾞｰ･新ｴﾈﾙｷﾞｰ部新ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課長 松山泰浩氏 

【ｾｯｼｮﾝ 5】 電源としての競争力を高める " ｸﾞﾘｯﾄﾞﾊﾟﾘﾃｨ･新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙへの挑戦 " 10:10~10:40  

●太陽光発電ｼｽﾃﾑｺｽﾄ低減に けた技術的課題と将来展望:国立研究開発法人 新ｴﾈﾙｷﾞｰ･産業技術総合開発機構 新ｴﾈﾙｷﾞｰ部太陽光発電ｸﾞﾙｰﾌﾟ主任研究員 山田宏之氏 

10:50~11:20  

●ｼｽﾃﾑｺｽﾄ低減の国際ﾄﾚﾝﾄﾞとｸﾞﾘｯﾄﾞﾊﾟﾘﾃｨ到達見通し ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾆｭｰ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｽ:再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾅﾘｽﾄ 川原武裕氏 11:20~11:50  

●ｴﾈﾙｷﾞｰ自立型住宅･ﾋﾞﾙ･街の実現に けて:神奈川県産業労働局ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 山田健司氏 12:50~13:20 

●住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑの今後のﾋﾞｼﾞﾈｽ動 ：積水化学工業(株)住宅ｶﾝﾊﾟﾆｰ商品開発部 塩将一氏 13:20~13:50  

●太陽光発電と蓄電池活用によるｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝの方 性：ｼｬｰﾌﾟ(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 ES事業推進ｾﾝﾀｰ副所長 相場誠弥氏 13:50~14:20  

●｢走る蓄電池｣としての電気自動車~自動車会社の取り組みと電気自動車の将来~：日産自動車(株)ﾊﾞｯﾃﾘｰ事業本部副本部長 桂直仁氏 14:20~14:50 

●太陽光発電ｼｽﾃﾑで切り拓く自家消費ﾋﾞｼﾞﾈｽ：三菱電機(株)電材住設 PV事業部電材住設 PV計画部部長 杉本年秀氏 

【ｾｯｼｮﾝ 6】 太陽光発電の大量導入を可能とする電力系統とのｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 15:00~15:30 

●国際ｴﾈﾙｷﾞｰ機関編“The Power of Transformation(電力の変革)”から日本が学ぶべきこと:東京大学生産技術研究所 ｴﾈﾙｷﾞｰ工学連携研究ｾﾝﾀｰ特任教授 荻本和彦

氏 15:30~16:05 

●  における変動電源対策の実情と日本が学ぶべきこと：一般社団法人 太陽光発電協会   調査ﾀｽｸﾌｫｰｽﾘｰﾀﾞｰ 長峯卓 16:15~16:45 

●電力系統における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入拡大に けた取り組み：東京電力(株)経営技術戦略研究所副所長兼技術開発部長 蘆立修一氏 

【ｾｯｼｮﾝ 7】 100年先まで続く太陽光発電の安定成長を目指して 16:45~17:30  

●100 年先まで続く太陽光発電の安定成長を目指して:都留文科大学 教授 高橋 洋 氏 


