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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

今朝はだいぶ冷えました。 

恒例の暖房前の朝一温度を計りました。 

「ひとこと」欄の値を参考になさってください。 

外気温と家の中の温度の差が大きいほど家の断熱が良い訳です。 

今年は赤外線放射温度計が加わり簡単に計れるようになりました。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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。 

なお、イベントの開催場所は「所在地」をお忘れなく願います。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと【 今朝の朝一温度 】 

高齢社会では健康維持のため、住まいの温熱環境が大事なことを 

第 100回記念・省エネ市民会議で慶大・伊香賀氏から聞きました。 

 

以下、各部の温度です。測定時刻は 5時 45分前後です。 

 

外気温：2.8℃ 

室内気温：16.0℃（リビング中央） 

同 壁面温度：15.8℃ 

内窓ガラス面温度：12.0℃（シングルガラス内側） 

外窓ガラス面温度：8.3℃（ペアガラス室内側） 

外窓アルミサッシ下温度：4.8℃ (＊1) 

内窓プラサッシ下温度：9.9℃ 

コルク床表面温度：15.0℃ 

台所プラ内窓表面温度：10.3℃ 

台所外窓ガラス表面温度：5.1℃（結露なし） 

玄関ドアガラス表面温度：11.1℃（部分結露） 

 

＊1： 

結露は見られませんが、内窓無ければ結露は生じます。 

外の冷熱を伝えやすいアルミサッシは非省エネ見本です。 

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

・発信地：千葉県 流山市 

＜明日への助け合い＝環境保全・食農安全＞ 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
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★☆          案内 ☆★ 2015.11.28 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 

11.28 土 

13~15 

岡田武松博士記念講演会 藤村弘志(気象庁)〜気象観測について 

観測の歴史とその背景について語る 

近隣ｾﾝﾀｰふさの風 (我孫子市布佐

2972-1 JR布佐駅徒歩 7分) 

ふさの風まちづくり協議会 

TEL:04-7181-6211 

11.28 土 

13:30~15 

住まいづくりスペシャルセミナー 

環境にもお財布にもやさしい家 
-今どきのハウスメーカーを知ろう！- 

1.自分に合ったﾊｳｽﾒｰｶｰ選びﾎﾟｲﾝﾄ 2.ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄに相

談しながらﾊｳｽﾒｰｶｰ選びでうまくいった事例 3.大

手 4社のﾊｳｽﾒｰｶｰを迎え､各社最新ｴｺ設備を解説 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 6F子育てふ

ぁ～む 

(新宿区西新宿 3-7-1 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同 

TEL:03-5322-6500 要申込 

11.28 土 

13:30~16 

2015年度 市民環境講座 

〜 地球温暖化と私たちの生活環境 

鈴木弘孝(城西国際大)〜左記ﾃｰﾏ講演／Q&A 他 
温室効果ｶﾞｽ削減に向け､私 にできることは・・ 

銚子市市民ｾﾝﾀｰ 会議室 2 

(同市 小畑新町 7756) 

地球温暖化防止活動 銚子 

TEL:090-7286-6096 申込不要 

11.28 土 

14~ 

Climate Action Now! 

気候をまもる､パリへの行進 

アースパレード 2015 

野外音楽堂での集会後､日比谷から銀座周辺をﾊﾟﾚｰ

ﾄﾞする予定です! ｴﾈﾙｷﾞｰ転換と平和を願って 

http://climate-action-now.jp/parade2015/ 

日比谷公園野外音楽堂 

(千代田区日比谷公園 1-3) 

Climate Action Now!ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行委員会 

TEL:03-3263-9210 

気候ﾈｯﾄﾜｰｸ東京事務所内 

11.28 土 

14:45~16 

講演会「どうなる地球温暖化～ 私たち

の暮らしとエネルギーはどう変わる～」 

竹内純子(国際環境経済研)〜左記ﾃｰﾏ講演／緑のｶｰﾃﾝ

ｺﾝｸｰﾙ､ｴｺｺﾝﾃｽﾄ及び協議会愛称募集の表彰式 

船橋市中央公民館 6F 講堂 

(同市 本町 2-2-5) 

船橋市地球温暖化対策地域協議会 

TEL:047-436-2465 11/20迄 

11.28 土＆ 

29 日 10~ 

来て！見て！参加！市民活動 

いんざい市民活動第 11 回だんごまつり 

温暖化防止印西〜家庭の省ｴﾈ診断/谷田武西

の原っぱと森の会〜野草・野鳥ﾊﾟﾈﾙ展示/他 

印西市立中央駅前地域交流館 2号館 

(北総線千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ中央駅徒歩 5分) 
印西市市民活動支援ｾﾝﾀｰ 

TEL:0476-48-4500 

11.29 日 

9~12 

手賀沼 親子ふれあい探鳥会へ行こう 

〜 野鳥観察を通してお子さんお孫さん

と自然環境を楽しみましょう〜 

手賀の 公園や手賀沼  で野鳥を観察 野鳥

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾞｰ で特製野鳥ｶｰﾄﾞや野鳥塗り絵ｾｯﾄを ﾞ

ｯﾄ !  

集(1):我孫子駅北口ふれあい広場 9:00 

集(2):手賀の 公園どんぐりの家 9:30 

我孫子野鳥を守る会 

TEL:04-7163-7898 

11.29 日 

10~15:30 

第 9回 しろい市民活動まつり 2015 活動内容の展示や発表のほか､体験ｺｰﾅｰや実

演､生産品即売など 

白井市 保健福祉ｾﾝﾀｰ 
(北総線白井駅北口徒歩 10分) 

同市市民活動推進ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-498-0705 

11.29 日 

13:30~14:30 

｢自然エネルギーをすすめる我孫子の会｣ 

設立総会(15:00〜)と記念講演会(13:30〜) 

飯田哲也(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研究所) 

〜どうなる？これからの自然ｴﾈﾙｷﾞｰ 

我孫子 近隣ｾﾝﾀｰ 多目的ﾎｰﾙ 

(同市 本町 3-1-2 JR我孫子駅 口) 

我孫子市手賀沼課 

TEL:04-7185-1111内 465 要申込 

11.29 日 

14~17 

太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ(PV-Net) ﾌｫｰﾗ  in 沼津 

〜 ソーラーシェアリング(農業と太陽光発電

の両立)を知っていますか?  

岩堀良弘(発電ﾏﾝ･ﾍﾞﾘｰｽﾞ)〜ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝグの基本 

生田八朗(川根本町観光協会)〜ブﾙｰベﾘｰ栽培とｿｰﾗｰ発電 

伊藤麻紀(PV-Net)〜太陽光発電をとりまく最新状況 

大手町会館 1F 会議室 
(沼津市大手町 3-5-16 沼津駅 口

徒歩 5分)  

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ静岡 

TEL:090-8542-4070 要申込 

11.30 月 

18:30~20 

マリナ・シルバさん(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ元環境相)来日

報告会 

～ 持続可能な世界に向けて ～ 

同氏活動を報告するほか､COP21 焦点、生物多様性

保全など､持続可能社会構築への取組みも紹介 
http://mottainai.info/new/2015/11/009126.php 

毎日新聞東京本社 B1F｢毎日ﾎｰﾙ｣ 

(千代田区一ツ橋 1-1-1) 

同社 MOTTAINAI ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事務局 

左記 URL 内から申込み 

12.01 火 

18:30~20:15 

環境問題は、自分問題。 

市民のための環境公開講座 

〜 持続可能な社会の実現に向けて 

養老孟司(東大)〜｢持続可能な社会｣実現の可能性を

考える。現代の「壁」は何か？ 

http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2015/ 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)本社ﾋﾞﾙ

2F大会議室 (新宿区西新宿 1-26-1 
新宿駅西口徒歩 7分) 

同社内講座事務局 

TEL:03-3349-9598 要申込 

12.04 金 

9:45~16:50 

エネルギー人材育成研修会 

＜事業化支援コース＞ 
http://www.nef.or.jp/jinzai/jinzai.html 

新ｴﾈﾙｷﾞｰ(再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等)政策の最新動向／ 

太陽光発電等、分野毎の事業化の進め方＆導入事

例紹介 

Learning Square 新橋 4-B 

(港区新橋 4-21-3 新橋東急ﾋﾞﾙ 4F) 

(一財)新ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-68101-0362 

http://climate-action-now.jp/parade2015/
http://mottainai.info/new/2015/11/009126.php
http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2015/
http://www.nef.or.jp/jinzai/jinzai.html
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12.04 金 

13:30~15:30 

第 101回 省エネルギー学習会 ※ 

〜 我が家の省エネ実践とその現状 
※従来の｢省ｴﾈ市民会議｣を改称 

断熱工夫･暖房工夫･照明対策･節水対策･ｺﾞﾐ減量

など｢自宅の省ｴﾈ実践事例を募集中!｣ 

http://www.na-shimin.org/w2/obn/eco.html 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 3F大会議室 

(同市 中 110 TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅徒

歩 3分) 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ学習会 

TEL:04-7155-1073 要申込 

温暖化防止ながれやま 

12.05 土 

11~16 

かしわ環境フェスタ 2015 

〜 遊んで学ぼう！エコのこと 
http://www.ecosite.jp/support/festa2013/ 

工作･実験教室など体験型ﾌﾞｰｽに参加し､ｽﾀﾝﾌﾟ 3個

集めれば､素敵な景品をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ ぜひご参加を! 

関連表彰式､出展団体活動紹介､環境絵日記展示も 

ｲｵﾝﾓｰﾙ柏 1F ﾚｽﾄﾗﾝｺｰﾄ 他 

(柏市豊町 2-5-25) 

柏市ｽﾄｯﾌﾟ温暖化ｻﾎﾟｰﾀｰ､柏市 

TEL:04-7167-1695 

12.05 土 

13:30~16 

12月 地球温暖化防止月間 成人環境講座 

〜エネルギー問題と水素社会の幕開け 
(1)ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(2)染井正徳(金沢大)〜左記ﾃｰﾏ

(地球温暖化を防ぐには)講演(3)Q&A・意見交換 

松戸市民会館 301号室 
(同市松戸 1389-1) 

ｱｰｽｺﾝ･ﾏﾂﾄﾞ/松戸市環境政策課 

TEL:047-366-7089 要申込 

12.05 土 

14~16 

としま再エネ会議 第 5回 

〜 地域のための｢お金｣の活かし方 

伊藤宏一(千葉商科大)〜新しくて懐かしい共有経済と

お金の廻し方～再ｴﾈ事業と地域をお金で支えよう 

山川勇一郎(たまｴﾝﾊﾟﾜｰ株)〜再ｴﾈの街豊島区目指して WS 

豊島区役所 807･808会議室 

(同区  池袋 2-45-1) 

同区環境政策課環境計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

TEL:03-3981-1597 要申込 

12.06 日 

14~ 

流山市民芸術劇場 環境ﾐｭｰｼﾞｶﾙ (有料) 

ふるきゃらミュージカル 天狗のかくれ里 
★ 地球温暖化を知ってるかい？ 

大人と･子供が一緒に見る妖怪ｼﾘｰｽﾞ 様々な冒険を

通じ､子供 の成長過程を演じる 全国で感動の嵐を 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/027740.html 

流山市 文化会館ﾎｰﾙ 
(同市 加 1-16-2) 

同劇場実行委員会 

TEL:04-7150-6106 

12.08 火 

13:30~16 

持続可能な社会を考える読書会 

『未来は緑―ドイツ緑の党新綱領』 

左記課題書を各自 1 章分を読んできて､感想､

質問､批判等､自由に話し合う  新ﾒﾝﾊﾞｰ募集中 

野田市 部梅郷公民館 

(東武野田線 梅郷駅徒歩 4～5 分) 

持続可能な社会を考える会 

TEL:04-7157-1026 

12.08 火 

18:30~20:15 

環境問題は、自分問題。 

市民のための環境公開講座 

〜 持続可能な社会の実現に向けて 

藻谷浩介(地域ｴｺﾉﾐｽﾄ) 

〜「里山資本主義」で持続可能な社会を 

http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2015/ 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)本社ﾋﾞﾙ

2F大会議室 (新宿区西新宿 1-26-1 
新宿駅西口徒歩 7分) 

同社内講座事務局 

TEL:03-3349-9598 要申込 

12.10 木 

12:30~17 

第２回 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 

再生ｴﾈ普及には､地域により特性が大きく異な

ることから､地域に適した事業計画が必要 
http://www.env.go.jp/press/101636.html 

TKP東京駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
(中央区八重洲 1-5-20石塚八重洲ﾋﾞﾙ) 

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 
左記 URL内から申込み 

12.10 木 

13:30~16:30 

国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ 「世界のグリーン公共

調 と環境ラベルの最新動向」 
http://www.env.go.jp/press/101683.html 

日本からｸﾞﾘｰﾝ購入法やﾀｲﾌﾟⅠ環境ﾗﾍﾞﾙ(ｴｺﾏｰｸ)及

びそれを推進する取組など紹介､取組行っている国

や地域(欧州､ﾄﾞｲﾂ､ｱﾒﾘｶ､中国など)から､制度概要

や最新動向等詳しく解説。全 7講演 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 会議棟 607+608 会

議室 

(江東区有明 3-11-1) 

(公財)日本環境協会ｴｺﾏｰｸ事務局

普及･国際協力課 

TEL:03-5643-6255 要申込 
左記 URL内から申込み 

12.10 木〜 

12 土 10~18 

エコプロダクツ 2015 
環境問題の解決に貢献することを目的 

http://eco-pro.com/2015/ 

特に今回は、電力自由化や水素社会･再ｴﾈ拡大など

を見据えたｴﾈﾙｷﾞｰ分野､温暖化適応分野としての防

災や健康､食などのﾃｰﾏに重点的に取り組む 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1〜6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

産業環境管理協会､日本経済新聞社 

TEL:0120-261-122 

12.11 金 

13~16 

第３回 グッドライフアワードシンポジウム

＆表彰式／ｴｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 2015と同時開催 

｢環境と社会によい活動｣を募集･表彰･応援｢ｸﾞｯﾄﾞﾗ

ｲﾌｱﾜｰﾄﾞ｣。｢場の力｣を生かした地方創生を考える 

http://www.env.go.jp/press/101525.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ(会議

棟 1階) (江東区有明 3−11−1) 

環境省／事務局 

TEL:03-6804-3858 
左記 URL内から申込み 

12.11 金 

14~17 

国連生物多様性 10 年の普及啓発を目指す

｢生物多様性ｱｸｼｮﾝ大賞 2015｣授賞式&

｢優秀賞｣受賞者ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 

5 ｱｸｼｮﾝ:｢たべよう部門｣｢ふれよう部門｣｢つたえよ

う部門｣｢まもろう部門｣｢えらぼう部門｣ 
http://www.env.go.jp/press/101649.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 会議棟 7F 703会議

室[ｴｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 2015 会期中] 

(江東区有明 3−11−1) 

環境省自然環境局自然環境計画課 

TEL:03-5521-9108 

12.12 土 

10~13 

5周年記念！収穫祭 餅つき、演奏(新川小学校・流山北高校)・和太

鼓・お囃子・展示・ｸｲｽﾞなど 

流山市 新川小学校体育館 
(同市 中野久木 339) 

新川まちづくり協議会 

TEL:090-8740-5675 申込不要 

     

http://www.na-shimin.org/w2/obn/eco.html
http://www.ecosite.jp/support/festa2013/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/027740.html
http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2015/
http://www.env.go.jp/press/101636.html
http://www.env.go.jp/press/101683.html
http://eco-pro.com/2015/
http://www.env.go.jp/press/101525.html
http://www.env.go.jp/press/101649.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 

11.28 土 

13:30~15:30 

千葉大学 柏の葉診療所 

☆ 柏の葉・東洋医学健康セミナー 
http://www.fc.chiba-u.jp/hospital/top.htm 

塚越覚(同ｾﾝﾀｰ)〜薬膳素材としての地方野菜 

並木隆雄(千葉大)〜漢方薬のひみつ〜成り立ちと民

間薬･ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄとの比較 

同大環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 

(柏市柏の葉 6-2-1 TX柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ

駅徒歩 5分) 

同診療所 

TEL:04-7137-8471 当日先着順 

     

12.13 日 

10~12 

第 3回 市民電力講座〜講演＆市民で

つくるｴﾈﾙｷﾞｰ｢市民電力について｣ 

中山由美(朝日新聞社)〜極地から地球が見える 
http://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000171.html 

市川駅行政ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ｢I-link ﾎｰﾙ｣ 

(同市 市川 1-1-1 JR市川駅 口) 

市川市地球温暖化対策推進協議会･市川市 

TEL:047-712-6306 要申込 

12.13 日 

13~15 

カッコいい＆かわいい鳥たちと触れあってみよう!! 

第二弾 猛禽類の展示＆フライトショー 
ｸｲｽﾞ出題!鳥博士をめざせ!正解には景品も!? 

鷹が自分の手に飛んでくる鷹匠体験(人数制限有) 

流山市 生涯学習ｾﾝﾀｰ 中庭 

(TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅すぐ) 

同ｾﾝﾀｰ 指定管理者ｱｸﾃｨｵ(株) 

TEL:04-7150-7474 申込不要 

12.13 日 

14~17 

自然エネルギー白書をひもとく会 

http://www.isep.or.jp/jsr2015 

講師:松原弘直(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研究所) 

急拡大再生ｴﾈ ただ､課題は山積 私たちがｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾘ

ﾃﾗｼｰを上げ､市民ならではのｱｲﾃﾞｱを出し合いたい 
http://renewablecc.jugem.jp/?eid=111 

ﾄﾚｼﾞｬｰﾘﾊﾞｰﾌﾞｯｸｶﾌｪ 
(千葉市中央区登戸 1-11-18) 

(NPO)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ千葉の会 

FAX:043-275-7825 

12.14 月 

13:30~15:30 

民間助成金･獲得講座 

〜 同助成金を数多く獲得してきた* 

*丸山圭(ｱｸﾃｨｵ(株))講師の実践的講座。 

流山市民活動団体公益事業補助金概要説明も 

流山市民活動推進ｾﾝﾀｰ 

(同市 中 110) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7150-4355 12/8迄 

12.14 月 

13:30~16:30 

平成 27年度 循環型社会形成推進研究

発表会 〜 公開シンポジウム 
ﾃｰﾏ:廃棄物処理ｼｽﾃ の強靭化と災害対応 
http://www.jesc.or.jp/work/tabid/269/Default.aspx 

ﾆｯｼｮｰﾎｰﾙ(日本消防会館)大会議室

(港区虎ﾉ門 2-9-16) 

環境省／(一財)日本環境衛生ｾﾝﾀ 

TEL:044-288-5095 要申込 

12.15 火 

9:30~15:30 

印西ウエットランドガイド (雨天中止) 

里山散策会「冬だからこそ」 
場所:松戸｢21世紀の森と広場｣/対象:子どもか

ら大人/持物:飲物､弁当､あれば双眼鏡 

集：JR武蔵野線新八柱駅 9:30 

解：公園中央口博物館前 15:30 

同ｶﾞｲﾄﾞ 

TEL:0476-47-1455 

12.15 火 

13:30~15:50 

子どもの健康と環境に関する全国調査 

(ｴｺﾁﾙ調査) 

第 4回 エコチル調査国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ  

ﾃｰﾏ:子どもの健康と環境に関する大規模出生ｺﾎｰﾄ

調査の現状と課題 −国際協調に向けて− 

http://www.env.go.jp/press/101646.html 

国連大学 ｳ･ﾀﾝﾄ国際会議場 
 (渋谷区神宮前 5-53-70) 

環境省・国立環境研 

TEL:03-5925-6750 12/3迄 

左記 URL内から申込み 

12.15 火 

13:30~16:15 

平成 27年度 循環型社会形成推進 
〜 研究発表会   

ﾃｰﾏ:廃棄物系資源化物回収･ﾘｻｲｸﾙ技術の開発
http://www.jesc.or.jp/work/tabid/269/Default.aspx 

ﾆｯｼｮｰﾎｰﾙ(日本消防会館)大会議室

(港区虎ﾉ門 2-9-16) 

環境省／(一財)日本環境衛生ｾﾝﾀ 

TEL:044-288-5095 要申込 

12.16 水 

13~16:30 

ゼロから学ぶ！ 

市民のための太陽光発電(PV)標準化ｾﾐﾅｰ 

http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20151216.pdf 

都筑建(PV-Net)〜PV ｼｽﾃ 標準化と市民の関わり/近藤

道雄(産総研)〜消費者に役立つﾙｰﾙ作り/黒川浩助(東京

工大)〜問われる標準化のあるべき役割 /他2件  (有料) 

TKP神田ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 6F 604 
(千代田区神田美土代町 3-2 神田ｱ

ﾍﾞﾋﾞﾙ) 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ(PV-Net) 

TEL:03-5805-3577 要申込 

左記 URL参照 

12.19 土 

10~15 

12 月 番外観察会 

〜 江戸川・緑地と水辺めぐり 

ｺｰｽ:国府台駅→真間川→手児奈霊堂＊ 

＊→弘法寺→江戸川→里見公園→ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏの里→

国府台 4丁目の林→矢切駅(解散)／終了後随意懇親会 
http://www.h4.dion.ne.jp/~tsuushin/gyouji.html 

集：京成線 国府台駅 午前 10 時 

解：矢切駅 15時頃 

江戸川の自然環境を考える会 

TEL:047-371-7472 

12.19 土 

14~16:30 

線状降水帯･ｽｰﾊﾟｰ台風･RCP ｼﾅﾘｵ･･ 

〜 異常気象と地球温暖化(講演会) 
田代大輔(気象予報士)〜気象予報士に聞く(左記表

題)／電力自由化—自然ｴﾈﾙｷﾞｰで暮らそう！ 

武蔵野商工会議所 4F ｾﾞﾛﾜﾝﾎｰﾙ 

(JR吉祥寺駅北口徒歩 5分) 

(NPO)太陽光発電所 NW 東京 

TEL:070-6557-7984 要申込 

12.21 月 

13:30~17 

地球温暖化対策に資する 

アンサンブル気候予測 

データベース公開シンポジウム 

甚大な災害をもたらす極端気象の将来変化予測も

含む高解像度大規模ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ｢d4PDF｣を作成 
http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/event/others/d4PDFsympo/ 

一橋講堂 学術総合ｾﾝﾀｰ 2F 

(千代田区一ﾂ橋 2-1-2) 

文科省気候変動ﾘｽｸ情報創生ﾌﾟﾛｸﾞﾗ  

TEL:045-778-5700 
左記 URL 内から申込み 

http://www.fc.chiba-u.jp/hospital/top.htm
http://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000171.html
http://www.isep.or.jp/jsr2015
http://renewablecc.jugem.jp/?eid=111
http://www.jesc.or.jp/work/tabid/269/Default.aspx
http://www.env.go.jp/press/101646.html
http://www.jesc.or.jp/work/tabid/269/Default.aspx
http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20151216.pdf
http://www.h4.dion.ne.jp/~tsuushin/gyouji.html
http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/event/others/d4PDFsympo/
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11.30 月 

10~､13:30~ 

千葉大学主催講演会 

蜜ろうハンドクリームづくり体験会 

三輪正幸(千葉大)〜蜜ろう(ﾐﾂﾊﾞﾁの巣)に、花や

果物の精油を加えて作ってみましょう 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015 

12.03 木 

13~15:15 

未来を創る農業ロボットフォーラム 

〜ロボット技術が切り拓く日本農業の未来 

ﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ&ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

農水省が取り組む農業ﾛﾎﾞｯﾄの開発動向や ICT

等の先端技術を使用した｢ｽﾏｰﾄ農業｣の紹介 
http://biz.nikkan.co.jp/eve/irex/symposium/nougyou-robot.php 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ東 6 ﾎｰﾙ会場内ﾒｲﾝｽ

ﾃｰｼﾞ(江東区有明 3-11-1)  

2015国際ﾛﾎﾞｯﾄ展｣事務局 

TEL:03-5644-7221 

12.05 土 

10~12 

食育講演会 吉田隆子(こどもの森)〜4 つのお でﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ! 

いのち育む､こころ育む､食べることから始めよう 

茨城県開発公社ﾋﾞﾙ 会議室 

(水戸市笠原町 978-25)  

生活協同組合パﾙｼｽﾃ 茨城 

TEL:0120-303-169 

12.05 土 

10~13 他 2 日 

市民自主企画講座／(有料) 

〜 作ってみよう！ おうちごはん！ 
柏市内の料理初心者･中高年男性を対象に実

習通しﾊﾞﾗﾝｽ良い食生活を学び食の自立応援 

柏市中央公民館 4F調理実習室 

(柏市柏 5-8-12) 

同館/※はがき､FAX､ﾒｰﾙで応募 

TEL:04-7164-1811※ 

12.05 土 & 

13 日 

親と子の食育・調理体験教室 

「キッズ食育セミナー in野田」 
ﾃｰﾏ:からだにいい食のこと､おいしく楽しく食
べながら学んじゃおう  地元食材で料理体験 

野田市 福田公民館調理室 
(同市 瀬戸 970−1) 

(NPO)そい・びーんず 

TEL:04-7123-3892 各 7日前迄申込 

12.06 日 

10~15 

たかさき食育フェスタ 2015 

～みんなで広げよう！食育の輪～ 

｢食育｣を楽しく学べるﾌﾟﾛｸﾞﾗ ･食育ﾚﾝｼﾞｬｰｼｮｰ･食

べ物の三色分け／食育講演会～ｳｪﾙ噛む～／他 

http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2015110900049/ 

高崎市総合保健ｾﾝﾀｰ 1F･2F 
(同市 高松町 5-28) 

同市役所 健康課 

TEL:027-381-6113 
 

12.08 火 

13~15:55 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

第 53回 試験研究成果発表会(野菜Ⅰ) 

｢大果で食味良いｲﾁｺﾞ【千葉 S4 号】の育成｣ほか､ｲ

ﾁｺﾞ 2 ﾃｰﾏ､ﾀﾞｲｺﾝ 2 ﾃｰﾏ､ﾄﾏﾄ･ｷｭｳﾘ･ﾄﾏﾄなどの発表 
いいおかﾕｰﾄﾋﾟｱｾﾝﾀｰ 
(旭市横根 1365-25) 

 

県農林総合研究ｾﾝﾀｰ・水稲･畑地

園芸研究ｾﾝﾀｰ 

TEL:0479-57-4150 申込不要 https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/documents/h27yasai1_leaf.pdf 

12.09 水 

13:30~17 

テクノフォーラム 

〜 コンシューマーアグリ研究会におけ

る IoT農業の実践 〜 

福島洋(経産省)〜IoT による農工連携への期待 

飯塚保(機械振興協会)〜ｺﾝｼｭｰﾏｰｱｸﾞﾘ研究会紹介／他 5 
http://www.jspmi.or.jp/system/seminar.php?ctid=130604&smid=77 

機械振興会館 地下 2F ﾎｰﾙ 

(港区芝公園 3-5-8) 

(一財)機械振興協会 技術研究所 

TEL:042-475-1155 12/7迄 
左記 URLから申込み 

12.10 木 

10~14 

地元野菜使った 料理講習会 (流山市民対象) 

「おせち」を手作りしてみませんか! 

流山市内女性農業者を講師に同市内で採れた

て野菜の良さ分かる簡単｢おせち｣をﾚﾊﾟｰﾄﾘｰに 

流山市  流山ｾﾝﾀｰ 

(同市  流山 3-3-1) 

同市農政課 

TEL:04-7150-6086 要申込 

12.12 土 

13~14:30 

花を食べる食文化〜 花を召しませ 
http://www.nodai.ac.jp/extension/course-c101.html 

小泉武夫(東京農大)〜日本のみならず､世界の花

を食べる文化を語り､その浪漫に浸る 

東京農大世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽ 横井講堂 

(世田谷区桜 1-1-1) 

同大 

TEL:03-5477-2562 11/30迄 

12.14 月 

10~13 

旬の食材で四季を楽しむ!郷土料理教室 

〜 簡単おせちでおもてなし (有料) 
子どもの帰省などの暮れ正月､煮しめ･錦玉子･

めんたい蒲鉾など簡単美味しい料理でお迎え 

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 11/30迄 

12.14 月 

13~17:30 

内閣府 SIP(戦略的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創造ﾌﾟﾛｸﾞﾗ ) 

★高品質･省力化を同時に 成するｼｽﾃ  

公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ  ｢農業生産支援の最前線｣ 

野口伸(SIP ﾃﾞｨﾚｸﾀ)〜G空間情報が創る新しい農業の姿 

井上吉雄(農業環境技研)〜作物･農地は空から診断／他 4他 
https://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/11/060349.html 

ﾔｸﾙﾄﾎｰﾙ 
(港区東新橋 1-1-19) 

内閣府 SIP 
sip-agrisympo@naro.affrc.go.jp 

左記 URLから申込み 12/4迄 

12.15 火 

15:30~18 

｢固体バイオマスの持続可能性確保に関

する調査研究･啓発活動｣ｷｯｸｵﾌｾﾐﾅｰ 

http://www.npobin.net/apply/ 

泊みゆき(BIN)〜活動の概要と固体ﾊﾞｲｵﾏｽの持続可

能性をめぐる概況／藤原敬(林業経済研)〜合法木材

とは(仮題)／他 4 件／Ｑ＆Ａ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

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)ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会 NW(BIN) 

TEL: 047-389-1552  
左記 URLから申込み 

12.17 木 

13:30~15:30 

緑の講習会〜 カキ栽培のポイント 
〜植付けから剪定まで 

講師:三輪正幸〜これからの方､成育中の悩ん

でいる方､ｶｷの生態や摘果剪定など基本を解説 

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 

'16.2.05 金 

まで ※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 

http://biz.nikkan.co.jp/eve/irex/symposium/nougyou-robot.php
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2015110900049/
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/documents/h27yasai1_leaf.pdf
http://www.jspmi.or.jp/system/seminar.php?ctid=130604&smid=77
http://www.nodai.ac.jp/extension/course-c101.html
https://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/11/060349.html
mailto:sip-agrisympo@naro.affrc.go.jp
http://www.npobin.net/apply/
http://www.h.chiba-u.ac.jp/archives/2015/08/20150803_2.html
mailto:t.ishida@chiba-u.jp
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受付中 
 

食品などの放射性物質検査(無料) 

 

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 】 

11.29 日& 

12.12 土 9~16 

ジモトワカゾウ野菜市＆手づくりての市 

http://jimoto-hatake.wix.com/home 

地元産直野菜販売やﾐﾆｲﾍﾞﾝﾄ､栽培講座､食べ

比べなど､新企画満載  雨天中止(左記 HP参照) 

柏神社 境内 
(柏市柏 3-2-2 柏駅東口徒歩 5分) 

ｽﾄﾘｰﾄ･ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 

TEL:080-7020-7120 

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 

12.13 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：1月 10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 

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 

 流山の朝市 地元野菜、草花の 、ふるさと産品など販売   流山駅( 口) 駅前公園 
(JR・TX  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 デー  

食肉･海産物･乾物･海苔･お茶･卵焼き･鶏卵･ 

漬物･佃煮･惣菜･野菜･つまもの･お米･他 

柏市場  

(柏市若柴 69-1) 

柏市場総合卸協同組合 
TEL:04-7133-3131 

毎週 土 

8~12 

八街土曜市 
〜 店の人と気軽に話せる雰囲気が魅力 

肉や魚､総菜からお茶･お花まで､地元専門店の

人気商品が勢揃い  

JA いんば八街支所 倉庫 
(八街市八街ほ 235) 

八街商工会議所 

TEL：043-443-3021 

毎日 

6~11 

勝浦朝市 (水曜と元旦は休み) 

〜 日本三大朝市のひとつ ＊ 

＊400年を超える歴史をもつ勝浦名物で､70軒

ほどの店が地元自慢の品を並べて賑わう 

1〜15日：(勝浦市)下町通り 

16〜月末：(同)仲本町通り 

勝浦市観光商工課 

TEL：0470-73-6641 

第 3 日曜日 
6~9 

のだ朝市 

〜 食を通して地域の活性化を 

地元で採れる野菜や手作り惣菜などを安価で

販売。出店者も随時募集。地域の交流の場 

中華料理｢幸楽｣前 駐車場 
(東武線 愛宕駅近く) 

同市実行委員会･野田の食を盛り上げる会  

TEL:04-7125-2731 

毎月第 3日曜

日 8~11 
大原漁港 港の朝市 
〜 その場で・自分でバーベキュー 

新鮮な海産物や野菜･干物･地域産品･商工品 
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/ 

大原漁港 荷捌(にさばき)所 
(いすみ市大原 11574) 

同朝市運営委員会 

TEL:0470-62-1191 同市商工会 

12.06日まで ちくら漁港朝市 
毎月第 1 日曜日開催！ 

地元水産物や加工品､特産品など販売 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅ

ｰでは買った食材をその場で味わえる 
千倉漁港魚市場 
( 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 

http://jimoto-hatake.wix.com/home
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html
http://monzenichi.com/member/member.php
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
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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 

随時 そろそろ･･･省エネを始めてみませんか?!

〜 そう言われても･･･ 

エネルギーに詳しいスタッフがいないし 

(一社)｢ｴﾈﾙｷﾞｰから経済を考える経営者ﾈｯﾄﾜｰｸ会

議｣が解決 ｴﾈﾙｷﾞｰなんでも相談事業へご相談を 
http://enekei.jp/eneoverview/ 

詳細は左記 URL 参照 同会議 

TEL:0465-24-5180 

受付中 
 

11.28 確認 

『ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ』 

｢グリーンカーテン｣の 

取組に関する情報の募集 

地域の自治体や企業･団体､学校等で取り組むｸﾞﾘｰﾝ

ｶｰﾃﾝに関するｲﾍﾞﾝﾄやﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄの開催告知情報､実

践中･終了後の取組ﾚﾎﾟｰﾄ等(原稿･写真) 

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

.html 

環境省温暖化対策課国民生活対策室 

TEL:03-5521-8341 

7.01 水から 
野田市野生動物

保護条例施行 

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

ase/seikatsukankyo/1006397.html ←詳細 URL 

野田市における生物の多様性のｼﾝﾎﾞﾙであるｺｳﾉﾄﾘの野外

放鳥に合わせ､今後更なる市内の野生動植物の保護を図

るとともに､自然環境の保護及び再生の取組を推進し､豊

かな自然環境を将来の子どもたちに継承することを目的 

概要:150m以内撮影禁止･営巣地ではｶ

ﾒﾗを向けない･ｽﾄﾛﾎﾞを使わない･餌を

与えない･追いかけない･脅かさない･

音誘引しない／他詳細は左記 URL参照 

同市自然経済推進部みどりと水の

まちづくり課 

TEL：04-7123-1195 

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 

11.29 日迄＊ 

9~17 

流山近郊で見られた野鳥たち(展示) 

＊休館:毎週月火,25 水。23 月:開館 

野鳥の写真や､普段見られない鳥の羽根なども

展示 

利根運河交流館 
(流山市西深井 836) 

同館 

TEL:04-7153-8555 

11.29日まで 八千代の谷津・里山の恵み 

〜 昔・今・これから 〜 
http://www.yachiyo.ed.jp/kyouiku/rekisi/ 

八千代市に残る緑豊かな自然を紹介し､自然の恵み

と生きてきた人々の暮らしや環境変化など紹介  

郷土の素晴らしさを考える機会になれば 

八千代市立 郷土博物館 
(同市 村上 1170-2) 

同館 

TEL:047-484-9011 

11.29日まで 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 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 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 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 "第３回 グッドライフアワード" 

国民投票開始！！ 

御自身が｢いいね!｣､｢やってみたい!参加した

い!｣と感じる取組 3つを選ぶ 
http://www.env.go.jp/press/101642.html 

応募の詳細は左記 URL 参照 環境省/同ｱﾜｰﾄﾞ事務局 

TEL:03-6804-3858 

11.30 月 

必着 

H28年度「瀬戸内海環境保全月間」 

ポスター募集／部門：こども＆一般 

ﾃｰﾏ：皆さんの瀬戸内海の環境に対する思い、守り

たい瀬戸内海の環境を 
http://www.env.go.jp/press/101161.html 

応募の詳細は左記 URL 参照 (公社)瀬戸内海環境保全協会事務局 

TEL:078-241-7720 

https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
http://enekei.jp/eneoverview/
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.yachiyo.ed.jp/kyouiku/rekisi/
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.env.go.jp/press/101642.html
http://www.env.go.jp/press/101161.html
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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 

11.30月まで H27年度 エコツーリズム推進 

アドバイザー派遣事業の募集 
http://www.env.go.jp/press/101552.html 

自然観光資源等を活用し地域の特徴を活かしたｴｺﾂ

ｰﾘｽﾞ による振興を図りたい地域に､その目標に応

じて助言するｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを派遣 

応募の詳細は左記 URL 参照 環境省／(NPO)日本ｴｺﾂｰﾘｽﾞ 協会 

TEL:03-5437-3088 

12.04金まで 

NEW 

2月 13日･14日開催 

｢全国ユース環境活動発表大会」 

募集(高校生対象) 

全国の高校生から創造性ある環境活動を募集。地

区選考を経て全国大会で活動発表の機会を設ける 
http://www.env.go.jp/press/101467.html 

応募の詳細は左記 URL 参照 環境省・(独)環境再生保全機構 

TEL:044-520-9505 

12.04 金〜 

18 金 

県立 農業大学校学生 募集(A日程) 

〜農業の担い手や指導者を 2 年間育成 

試験:1/7(木)/農学科:高校卒(見込み含)/研究

科:農業系大学短大卒(見込み含) 詳細：右記 URL 

同大学(東金市家之子 1059) 左同 TEL:0475-52-5121 
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html 

12.06日まで 

NEW 

企画展 

「最先端ネットワークのかたち」 

〜 欠かすこと出来なくなった情報＊ 

＊通信とｴﾈﾙｷﾞｰのﾈｯﾄﾜｰｸ。最先端の技術や千葉県

にかかわる情報など,さまざまな角度から紹介 
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/kan/disp/exhibition-1.html 

県立 現代産業科学館 
(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL:047-379-2000 

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 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 

12.10 木〜 

22 火 10:30~ 

Next Eco Design 展 2015｢TOKYO STYLE｣ 

〜 暮らしを見直し環境に配慮する＊ 

[連動セミナー12/12(土)あり] 

＊｢未来をつくるﾃﾞｻﾞｲﾝ｣を目指し､ﾌﾟﾛの工業ﾃﾞｻﾞｲ

ﾅｰとﾃﾞｻﾞｲﾝ系学生が協働するﾃﾞｻﾞｲﾝ展 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1916.html 

新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ 1F ｷﾞｬﾗﾘｰ 3 
(新宿区西新宿 3-7-1 新宿駅西口か

ら無料ﾊﾞｽあり) 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 

TEL:03-5322-6500 

12.16水まで 

NEW 

遺伝子組換えｶｰﾈｰｼｮﾝ､ｼｸﾗﾒﾝ､ﾀﾞｲｽﾞ及

びﾄｳﾓﾛｺｼの第一種使用等に関する承認

に先立っての意見･情報の募集(ﾊﾟﾌﾞｺﾒ) 
 

〜ｶﾙﾀﾍﾅ法に基づく第一種使用規程の承認申請〜 

(以下抜粋)申請に係る遺伝子組換え生物等を第一種使用

規程に従って使用した場合には､生物多様性影響が生ず

るおそれがないと認められたことから､主務大臣である

農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定 

内容詳細：http://www.env.go.jp/press/101681.html 

意見募集要項等は左記 URL参照 環境省自然環境局野生生物課 

外来生物対策室 

TEL:03-5521-8344 

12.17 木〜 

'16.3.29 火 

NEW 

★冬暖かく夏涼しい快適な住まい展 

〜 夏も冬も快適な住まいづくりのため

の製品を紹介。適切な選び方と効果＊ 

*的な採り入れ方を実物見本とｶﾀﾛｸﾞで解説 断熱工

事に必要な断熱材や窓情報､夏の日射遮蔽や通風・ 

http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1940.html 

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

左同 

TEL:03-5322-6500 

12.20日まで 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 

12.25 金 

NEW 

｢環境 人づくり企業大賞 2015｣募集 
（環境人材育成に関する先進企業等表彰） 
 

〜企業は経済社会で主要役割を担い＊ 

＊環境への対応を経営に積極的に取入れ､その実現

に自ら行動する社員の育成は､企業の社会的責任を

果たし新たな企業価値を創る点で重要 
http://www.env.go.jp/press/101609.html 

応募等詳細は左記 URL 参照 環境省／同賞事務局 (一財)持続性

推進機構内 

TEL:03-6418-0375 

12.27日まで さしま郷土館ミューズ企画展／合併 10周年記念 

「飯沼新田物語」 
江戸時代中期に開発の飯沼新田。現在の美田整備

されるまで苦難の歴史を様々な資料を通し紹介 
さしま郷土館ﾐｭｰｽﾞ 

(茨城県坂東市 山 2726) 

猿島資料館 

TEL:0297-44-0055 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/kouhou/h27photocontest.html
http://www.env.go.jp/press/101552.html
http://www.env.go.jp/press/101467.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/kan/disp/exhibition-1.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://www.epson.jp/osirase/2015/150709.htm
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1916.html
http://www.env.go.jp/press/101681.html
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1940.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57
http://www.env.go.jp/press/101609.html
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★水との苦闘三〇〇年 豊作を夢見た先人たち http://www.city.bando.lg.jp/page/page002762.html 

12.31 木 

23:59 迄 

「山の日の歌」歌詞募集！ 

〜 来年 8月 11 日誕生の祝日｢山の日｣ 

国土の約 7 割が山や森の日本 その山への想い､愛

を歌にするﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。 

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

左記 URLから応募可 全国｢山の日｣協議会 

TEL:03-3212-2273 
毎日新聞社｢山の日の歌｣募集係 

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 

'16.1.24 日 

まで NEW 

中央ろうきん助成プログラム／対象は 

･ひとづくり･まちづくり･くらしづくり 

NPO･市民活動のｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟに最長 4年間助成  ｽﾀｰﾄ

助成とｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ助成 12月 7日(月)説明会あり 

http://chuo.rokin.com/about/csr/assistance/assistant_program/guideline/ 

応募等の詳細は左記 URL参照 中央ろうきん社会貢献基金 

TEL：0120-86-6956 

'16.1.24 日 

まで 

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 

'16.1.31 日 

まで 

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 ﾊﾟｰｸ 茨城県自然博物館 
(坂東市大崎 700) 

同館 

TEL:0297-38-2000 

'16.2.14 日 

まで 

H27年度 秋の展示 

水草〜 ふしぎがいっぱい、水辺のいろいろ 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=952 

水中でゆらめき水面に浮かぶさまざまな水草 その

生態の不思議や人々とのかかわり､復活への取り組

みなど､房総の水草の世界を紹介 

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 

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 (ｴﾈﾌｧｰ

 )･ｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃ (HEMS)･定置用ﾘﾁｳ ｲｵﾝ蓄電ｼｽﾃ

 ･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 )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 

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 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 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 です 

流山市 放射能対策課 

[電話で予約要] 

同室  

TEL:04-7168-1005 

通年 

予約制 

ｽﾄｯﾌﾟ温暖化!ながれやま出前講座 

 〜家庭で手軽にできる CO2削減〜 

地域団体(自治会､市民団体､学校等)に､地球規

模の話･節電･太陽光発電など旬の情報を出前 

各団体で指定した会場 
(会場費は申込者負担) 

流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

貸出中 ﾜｯﾄｱﾜｰﾒｰﾀｰ最長 10日間無料貸出 

〜 ｺﾝｾﾝﾄ利用の小型消費電力計 

家電品の消費電力量や CO2 排出量など数値で 

わかり節電が実感できる (流山市内対象) 

流山市環境政策･放射能対策課 同課 TEL:04-7150-6083 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html 

     

http://www.city.bando.lg.jp/page/page002762.html
https://www.mainichi-ks.jp/form/yamanouta/
http://www.npopcc.jp/images/event/tanada.pdf
http://www.npopcc.jp/images/event/tanada.pdf
http://chuo.rokin.com/about/csr/assistance/assistant_program/guideline/
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/115/index.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=952
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57
http://www.ecosite.jp/ecohouse
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.html
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/275/013029.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/275/013029.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html
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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  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: 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 

http://chibawildbird.web.fc2.com 

昭和 49年に自然保護運動を進めて来た人たちによ

り誕生 会員は 200人程で､鳥を見て楽しむこと､鳥

や自然を知ること、守ることの 3つが活動の柱  

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

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

探鳥会は初心者中心の野鳥観察会 県内七ｶ所で定

例探鳥会､そのほか県内で四季折々に鳥や植物など

の観察会を行っている  

http://www.chibawbsj.com 左記 URL 参照 

TEL:047-431-3511(土･15〜18時) 

年間 行徳野鳥観察舎および行徳保護区

で行なわれる定例行事 

県 行徳野鳥観察舎(友の会含む)定例行事 

･定例園内観察会：毎週日曜･祝日(休館日除く) 

http://homepage2.nifty.com/suzuga

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

banze/shisetsu/gyoutokuno.html 

同観察舎 

TEL:047-397-9046 

年間 

前記／後期 

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

緑と水の市民ｶﾚｯｼﾞ講座 

ﾃｰﾏ：環境問題から暮らしの中の緑まで 全 55 講座 

参加資格：都民以外も OK 

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

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

TEL：03-5532-1306 

     

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  

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/
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.chibawbsj.com/
http://www.chibawbsj.com/
http://homepage2.nifty.com/suzugamo/gyouji.html
http://homepage2.nifty.com/suzugamo/gyouji.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/sanbanze/shisetsu/gyoutokuno.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/sanbanze/shisetsu/gyoutokuno.html
http://www.tokyo-park.or.jp/profile/
http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse.pdf
http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse.pdf
http://www.ckz.jp/onndannka/consortium.html
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年間 国立科学博物館 筑波実験植物園 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php 

筑波山の 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 (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 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 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 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 ﾍﾟｰｼﾞ内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p002488.html 

同館  
(柏市十余二 348-202) 

同館  

TEL:04-7199-5082 

 

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜★〜☆〜 
 

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

