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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

2016年、最初のご案内です。 

お陰さまで本案内は 12年目になります。 

遅ればせながら本年もご助力のほどお願いします。 

 

今まで同様に情報共有し視野を広め、いろいろな選択肢から 

次世代・未来を見据えた持続可能な市民社会にしたく思います。 

 

＜ご参考＞ 

今朝の暖房前の屋内外各部温度を「ひとこと欄」に記しました。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと【 玄関室がまた寒くなりました 】 

 昨日の方が冷えましたが、今朝 5:30の暖房前の各部温度は、 

屋外の気温がマイナス 1.2℃、屋内リビング空気温度は 13.8℃、 

内窓ガラス面 9.3℃、外窓(ペア)ガラス面 5.3℃、ついでに、 

台所出窓の内窓塩ビ板表面 6.9℃、外窓ガラス面 1.1℃でした。 

 

玄関の外に風除け室を設けてはあるのですが、 

この寒さで玄関室がまたまた寒さを一番感じる場所となり、 

周りの部屋にも寒さが影響しますのでやる気が出てきました。 

因に玄関ドアのガラス面は 8.1℃に冷えていました。 

 

これをなるべく簡単に改善しようとホームセンターへ行きましたら、 

梱包用プチプチシート風の窓断熱シートを在庫処分セール中でした。 

プチ直径が約 20mm、厚さ約 7mmと普通のプチプチより大きく、 

断熱効果がありそうなので購入しました。 

これをいかに体裁良く取付けるかが楽しみ・苦しみ・技術です。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・環境と農の広場・・新美 健一郎・・ 

・発信地：千葉県 流山市 
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＜明日への助け合い＝環境保全・食農安全＞ 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
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★☆          案内 ☆★ 2016.01.14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 

1.13水〜 

15金 10~18 

第 8回 ライト テック EXPO 

LED/有機 EL 開発･応用のための総合展 
http://www.light-technology.jp 

LED･有機ELﾃﾞﾊﾞｲｽの基礎開発技術から､照明､自動

車､産業/医療機器､植工場などあらゆる産業分野で

応用される照明開発技術･製品まで一堂に出展 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1-6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8502 

1.14木 10:20

〜15金 15:55 

参考情報 

第 4回 地中熱設計講座／有料 

〜 地中熱利用設備設置が伸びている＊ 
http://www.geohpaj.org/archives/5358 

＊現在､地中熱の正しい理解に基づき適切設計を行

う設計者育成する必要性が。設計の考え方等の講

義を充実し､基礎的知識を踏まえた上での演習 

日大文理学部 図書館 3F ｵｰﾊﾞﾙ･ﾎｰﾙ 

(世田谷区桜上水 3-25-40) 

地中熱利用促進協会 

TEL:03-3391-7836 12/21迄 

1.15金 

13~18 

一般公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「2030年持続可能な発

展目標：日本と世界の変革へ向けて」 

持続可能な発展目標 SDGs実現へ向け､ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙな

社会実現へ向け､どのような変革が必要かを議論 
http://www.env.go.jp/press/101751.html 

国連大学 3F ｳ･ﾀﾝﾄ国際会議場 

(渋谷区神宮前 5-53-70) 

慶大・環境研究総合推進費 S-11 

TEL:0466-47-5145 
左記 URL内該当項目から申込み 

1.15金ほか※ 

13:30~16:30 

エコチューニングによる業務用等建築

物の低炭素化・コスト削減セミナー 

※横浜市：2月 18日開催／他全国開催 

CO2やｺｽﾄ削減等効果､技術者資格認定制度･事業者

認定制度とﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの概要､今後の展望等を紹介 

http://www.env.go.jp/press/101692.html 

損保会館 大会議室 

(千代田区神田淡路町２-９) 

環境省／全国ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会 

TEL:03-6806-7311要申込 

1.16土 

10~12 

自然と歴史の教室〜冬の野鳥をみつ

けよう！ 講師：阿部純(印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ) 

冬の公園は野鳥観察に絶好の季節｡観察舎や雑

木林､生態園を散策しながらｵｵﾊｸﾁｮｳ･ｵｼﾄﾞﾘ･･ 

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 

1.16土 

13~15:30 

NPOマネジメント講座 

〜 人を巻き込む仕掛けと魅せ方 
千葉晃一(ｺﾚｶﾗ･ｻﾎﾟｰﾄ)〜縁なかった地元の方を

巻き込み､居場所作り経緯や手法､仕掛けなど 

印西市市民活動支援ｾﾝﾀｰ 

(同市 中央南 1−4−1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:0476-48-4500 要申込 

1.16土 

13:30~16:30 

｢50羽からの挑戦〜ｱﾎｳﾄﾞﾘ先生に学ぶこ

れからの海洋保全｣ 長谷川博先生海洋

立国功労者表彰受賞記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

長谷川博(東邦大)〜左記テーマ記念講演/南浩史(水産

総合研究ｾﾝﾀｰ)〜混獲回避の努力:海洋生態系の保全/他 
http://www.env.go.jp/press/101874.html 

立教大ﾏｷﾑﾎｰﾙ(15号館)MB01教室

(豊島区西池袋 3-34-1) 

環境省､立教大学 

TEL:03-5436-2633 申込不要 

1.16土 

14~16:10 

子どもの健康と環境に関する全国調査(ｴｺﾁﾙ調査)

｢エコチル調査 5周年記念シンポジウム｣ 
http://www.env.go.jp/press/101712.html 

川本俊弘(同調査)〜調査研究者による 5年間の振返

りと集計結果／北野大(淑徳大)〜子どもの健康と化

学物質／他 2名参加のﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

日本科学未来館 7F 未来館ﾎｰﾙ 

(江東区青海 2-3-6) 

環境省・国立環境研究所 

TEL:03-5521-8263 

1.16土＆ 

24日 

9:30~17 

教職員・地域環境活動リーダーのため

の環境教育実践力強化研修(1) 

http://www.env.go.jp/press/101614.html 

(1)環境教育･ESD ｶﾘｷｭﾗﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ研修 

[A]1/24(日):小学校指導内容を中心 

[B]1/16(土)：中学・高校指導内容を中心 

[A]東海大学 高輪ｷｬﾝﾊﾟｽ(港区) 

[B]新宿 NS ﾋﾞﾙ(新宿区) 

 

環境省/(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-3350-6770 要申込 

左記 URL参照 

1.17日 

9:30~ 

講座「市野谷の森(通称ｵｵﾀｶの森)の 

 鳥類･哺乳類」 

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

市野谷の森を皆さんに良く知っていただくため、

森の生き物紹介と「市野谷の森公園」署名運動の

経緯を説明した後､森の中をﾂｱｰします。 

集：おおたかの森ｾﾝﾀｰ 第 2会議室 

(流山市 市野谷 621-1 TX&東武線流
山おおたかの森駅徒歩 11分) 

(NPO)NPO さとやま 

TEL:04-7159-2526 要申込 

1.17日 

10~12 

親子自然ウォッチング 

｢冬の森にいる虫をさがそう!!｣ 

寒さにまけずがんばっているかな!!  

講師：県森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会 小雨決行 

県立 船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL:047-457-4094 

1.17日 

13:30~14:30 

はじめてみようバードウォッチング 

〜 わたり鳥をさがそう 〜 

野鳥公園で冬を過ごす渡り鳥たちを中心に楽

しく観察しませんか? 気軽にﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞを 

集：都立東京港野鳥公園 ｲﾝﾌｫﾒｰ

ｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ前 (大田区東海 3-1)  

同公園管理事務所 

TEL:03-3799-5031当日先着順 

1.17日 

13:30~15 

体に優しい自然な温もり 

〜 床暖房体感セミナー(3/13(日)も開催) 
床暖房の特徴や種類､選択のﾎﾟｲﾝﾄ(立地条件､暮らし

方･間取り､経済性)を分かりやすく解説と体感 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 6F 左同 

http://www.light-technology.jp/
http://www.geohpaj.org/archives/5358
http://www.env.go.jp/press/101751.html
http://www.env.go.jp/press/101692.html
http://www.env.go.jp/press/101874.html
http://www.env.go.jp/press/101712.html
http://www.env.go.jp/press/101614.html
http://www.nposatoyama.com/event.html
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http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1871.html (新宿区西新宿 3-7-1新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜ) TEL:03-5322-6500 要申込 

1.19火 

14~17 

省ｴﾈﾙｷﾞｰﾌｪｱ 2016 ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ 

〜 民生部門向け省エネセミナー 

基調講演､施策･制度説明(ESCO事業)､省ｴﾈ事例(総

合ｴﾈ管理･ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ技術)紹介、他 

TKP東京八重洲ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾎｰﾙ ﾎｰﾙ 8C 

(中央区京橋 1-7-1 戸田ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ) 

関東経済産業局資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課 

TEL:048-600-0364 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shoene/20160119shoene_seminar.html 

1.21木 

8:45~ 

自然観察会 

◆新春 横浜舞岡公園 探鳥会 

案内:ｱﾘｽｲ､ｱｵｹﾞﾗ､ﾔﾏｼｷﾞ等 

持物:観察用具､弁当､帽子､敷物､雨具､防寒着 

集：8:45 船橋駅さっちゃん像前 

(戸塚駅から同公園までﾊﾞｽ利用) 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

1.21木 

9:30~15 

里山散策とミニ講演会 

「冬の自然も捨てたもんじゃない」 

集合駅付近の調整池や北総花の丘公園など約

3kmを巡る｡その後｢野鳥について｣の講演会 

集：北総線千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ中央駅 

解：県立北総花の丘公園 

印西ｳｪｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL;0476-47-1455 要申込 

1.23土 

10~15 

自然観察基礎講座〜 冬こそ楽しい! 

野鳥と植物 座学と野外観察 

ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ基礎を片岡さん、冬こそ楽しめ

る植物を鈴木さん。基礎を学びたい皆様も 

21世紀の森と広場(松戸市千駄堀） 

集:10時 同広場 ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ 2階 

東葛しぜん観察会 

TEL:04-7153-5392 要申込 

1.23土 

10:30~12:30 

第 45回 脱原発八千代ネットワーク定例会 

初めての方、どなたでも大歓迎 
http://genki365.net/gnky/mypage/index.php?gid=G0000191 

(1)原発問題をめぐる動き (2)ﾃｰﾏ学習会｢核廃棄物

とは?従来からの廃棄物に福島事故由来が加わっ

た｣ (3)地域･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･個人の報告と案内 

八千代市市民会館 2F 第 6会議室 

(同市萱田町 728) 

 

同ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL:090-7278-1840 

1.23土 

13~16:30 

オオタカの国内希少野生動植物種の指

定解除に関する意見交換会(仙台会場) 

http://www.env.go.jp/press/101855.html 

説明:経緯､指定解除後の保全策､意見交換:羽山伸

一(日本獣医生命科学大)･葉山政治(日本野鳥の会)･今森達也(日

本ｵｵﾀｶ NW) 注：東京開催 3/5(土)､大阪開催 2/13(土) 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝﾎｰﾙ宮城 601大会議室 

(仙台市青葉区国分町 3-3-7) 

環境省／(株)ｵｰｴﾑｼｰ 

TEL:03-5362-0117 
otaka_symposium@omc.co.jp 

1.23土 

13~14 

｢おうちの暖房を消して､百貨店に行こ

う!歩こう!～『合言葉は､ｳｫｰﾑｼｪｱ!』～｣ 
http://www.env.go.jp/press/101904.html 

気象ｷｬｽﾀｰ天達武史氏は地球温暖化の現状や日本

の異常気象を解説｡ｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ中西哲生氏はｳｫ

ｰﾑｼｪｱ､家の暖房消し百貨店に集まり､冬ｴﾈﾙｷﾞｰを使

わない｢ﾄｰｸｼｮｰ&ｳｫｰｷﾝｸﾞ｣ｲﾍﾞﾝﾄ 

東武百貨店池袋店 7F 特設会場 
(豊島区西池袋 1-1-25) 

左同 

TEL:03-3981-2211 

1.23土 

13:30~15:30 

環境講座〜エコなまちづくりに向けて

～建築の省エネルギー化の現状と未来 

川瀬貴晴(千葉大)〜ZEB(ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞﾙ)はじめ、省ｴﾈ

取組みを学び､｢ｴｺなまちづくり｣の興味･関心高める 

県 教育会館 
(千葉市美浜区高浜 3-1-3) 

県 環境研究ｾﾝﾀｰ／小学館 

集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 

TEL:03-3515-6870  1/17迄 https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2015/kankouza-27-13.html 

1.23土 
13:30~ 

第 202回 くらしの植物苑 観察会 柴崎茂光(同館民俗研究系) 

〜 山菜の利用変化 

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 

1.23土・ 

24日 9~ 

2016 新春〜 海ごみ シンポジウム 

23日：国際シンポ ／24日：国内シンポ 
http://www.env.go.jp/press/101786.html 

[23日]ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾄﾝﾌﾟｿﾝ(ﾌﾟﾘﾏｽ大)〜海ごみ問題･この地
球全体の環境問題の解決策はあるのか／他 10件  
[24日] 伊藤浩子(荒川ｸﾘｰﾝｴｲド･ﾌｫｰﾗﾑ)〜荒川で･／他 9件 

東京海洋大 品川ｷｬﾝﾊﾟｽ 

(港区港南 4-5-7)  

環境省／ｱｰﾂｱﾝﾄﾞｸﾗﾌﾂ(株) 

FAX:03-3486-7128 1/21迄 

water-marine@arts-crafts.co.jp 

1.24日 

9~12 

三番瀬探検隊 

「♪鳥くんと野鳥を探そう」 

♪鳥くんと一緒に三番瀬の野鳥を観察。 ふなばし三番瀬海浜公園 
(船橋市潮見町 40) 

同公園 

TEL:047-435-0828申込先着順 

1.24日 

10~12 

未来を創る人になる 暮らしの学校 

｢だいだらぼっち(山村留学)｣説明会 

〜信州･泰阜村を舞台に仲間と暮らす* 

*一年間｡暮らし中での失敗と成功は自分で生きる

たくましさ･仲間を考える思いやりの心を培う 

http://www.greenwood.or.jp/daidara/index.htm 

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ  

ｾﾝﾀｰ棟 304号室 

(渋谷区代々木神園町 3-1) 

暮らしの学校｢だいだらぼっち｣ 

TEL:0260-25-2851要申込 

daidara-info@greenwood.or.jp 

1.26火 

10~17 

低炭素社会の構築に向けた二酸化炭素

回収･貯留(CCS)国際シンポジウム 

http://www.env.go.jp/press/101844.html 

CCSの円滑な導入に向けた検討状況等について､国

内外の政策担当者や専門家講演。環境省・米国環

境保護庁ほかの関連講演 7件と討論会。 

THE GRAND HALL (港区港南 2-16-4 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 3F) 

環境省／みずほ情報総研(株) 

下記 URL内から申込 

http://www.ccs-symposium.jp 

1.27水 

13~15:30 

県環境大使と守り育てる県の環境 

～a講演会・b清掃活動～ 

a野口健(ｱﾙﾋﾟﾆｽﾄ)〜富士山から日本を変える 

b野口環境大使と一緒に新川(八千代市)周辺清掃活動 

八千代市市民会館 小ﾎｰﾙ 

(同市萱田町 728) 

県 循環社会推進課 

TEL:043-223-4144 1/13迄 

http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1871.html
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shoene/20160119shoene_seminar.html
http://genki365.net/gnky/mypage/index.php?gid=G0000191
http://www.env.go.jp/press/101855.html
mailto:otaka_symposium@omc.co.jp
http://www.env.go.jp/press/101904.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2015/kankouza-27-13.html
http://www.env.go.jp/press/101786.html
mailto:water-marine@arts-crafts.co.jp
http://www.greenwood.or.jp/daidara/index.htm
mailto:daidara-info@greenwood.or.jp
http://www.env.go.jp/press/101844.html
http://www.ccs-symposium.jp/
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https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/event/2015/taishi27.html 

1.27水〜 

29金 10~17 

第 40回 地球環境とエネルギーの調和展 

ENEX 2016  ■Smart Energy Japan 2016 

第 2回 新電力 EXPO2016 

始まる省ｴﾈの新展開～ ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｻｲﾄﾞからﾄｰﾀﾙﾏﾈｰｼﾞﾒ

ﾝﾄへ ～電力自由化目前! ～電力ﾏｰｹｯﾄの徹底活用 

http://www.low-cf.jp/index.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1･2 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3219-3569 

1.27水〜 

29金 10~17 

省エネ＆節電対策で低コスト経営 

★ 省エネルギーフェア 

〜｢民生部門｣の省エネを進めるために 

省ｴﾈｻｰﾋﾞｽ提供事業者が出展者として一堂に会し､

民生部門事業者へ具体的省ｴﾈの経営改善を提案 
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shoene/3-3enebusiness.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1･2 ﾎｰﾙ 

(ENEX2016会場内一部ｽﾍﾟｰｽ) 

経産省関東経済産業局＆ESCO推進

協議会 

TEL:048-600-0364 

1.28木 

15:30~17:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN)第 154回

研究会 http://www.npobin.net/apply/ 

泊みゆき(BIN)〜再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ固定価格買取制

度(FIT)における木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電の現状と課題 

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 国連大学 1F) 

(NPO)ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ 

TEL:047-389-1552 要申込 

1.29金 

13:30~15 

小水力発電入門セミナー (有料) 

ｺｰｽ(1)小水力発電ことはじめ 

http://j-water.org/ 

小水力発電の概要､技術的しくみ､河川流量と発電

量, 経済性と固定価格買取制度､事例(河川取水､農

業用水､手作り小規模発電)と特徴 

啓成会 312会議室 

(豊島区北大塚 1-13-8) 

全国小水力利用推進協議会 

TEL:03-5980-7880 
左記 URL内から申込 

1.29金 

15:15~16:45 

小水力発電入門セミナー (有料) 

ｺｰｽ(2)小水力発電 設備のあらまし 

http://j-water.org/ 

水車発電機他小水力発電設備､年間発電量や建設

費など注意部分､小水力発電開発ｽﾃｯﾌﾟ等の概略 

(小水力発電の概要､仕組み等､初心者を対象) 

啓成会 312会議室 

(豊島区北大塚 1-13-8) 

全国小水力利用推進協議会 

TEL:03-5980-7880 
左記 URL内から申込 

1.30土 

9:30~11:30 

緑の教室 

〜 バードウォッチング入門 

鈴木弘行(緑の相談員) 

〜 青葉の森の野鳥達 冬編 

青葉の森公園 

(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同公園 緑の相談所 

TEL:043-208-1500 要申込 

1.30土 

10~12 

森の林業体験 

小雨決行 

森を守る間伐作業の林業体験 

(間伐した木を使いｺｰｽﾀｰなどのｸﾗﾌﾄ作り)  

県立 船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL:047-457-4094 要申込 

1.30土 

10~16 

組織基盤強化を目指す NPOのための 

市民活動団体マネジメント高度化セミナー 
坂口和隆(NPO ｾﾝﾀｰ)〜組織運営・事業開発・資金調

達がﾃｰﾏ､特に｢資金調達｣は講義とﾜｰｸで詳しく 

八千代市 総合生涯学習ﾌﾟﾗｻﾞ 2F多

目的ﾎｰﾙ 

(八千代市ゆりのき台 3-7-3) 

県環境生活部県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 要申込 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/zigyou/h27koudoka.html 

1.30土 

10:30~17 

ふなばし市民活動フェア 2016 

〜 来て･見て･聞いて･楽しく体験 

公益46市民団体が､ﾊﾟﾈﾙ展示､ﾌﾞｰｽ出展､ﾌﾟﾚｾﾞ

ﾝ､ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽで活動 PR｡6階ではｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ 

船橋市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 他 

(船橋駅南口前ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ 5F･6F) 

同市市民恊働課 

TEL:047-436-3201 

1.30土 

13~(15) 

コウノトリに届け！凧あげ in野田 
https://www.facebook.com/ikimono.city.

noda.chiba.japan 野田市民対象。見学可 

野田市では､生物多様性の取組みのｼﾝﾎﾞﾙとして飼

育している特別天然記念物のｺｳﾉﾄﾘを凧にして大空

にあげ､ｺｳﾉﾄﾘと生物多様性 PR。詳細は左記 URL参照 

野田市 ｽﾎﾟｰﾂ公園の河川敷側 

(同市 木野崎) 

野田市内 各こども館(以下は一例) 

うめさと TEL:04-7124-9106 

中央 TEL:04-7125-1678 

1.30土 

13:30~16 

誰もが 安心･安全に暮らせる 街づくり
防災フォーラム〜 災害時､子供や高齢者､外国

人など多様な人々に私たちができること〜 

田畑八重子(GEN･J)〜｢命とくらしを守る｣〜地域に

暮らす多様な人々にとって安心･安全な避難所／ｼﾝ

ﾎﾟｼﾞｳﾑ:ｽﾃｨｰﾙ若希(東大)､長田麗子(流山市国際交流協会) 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 4F C401 
(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) 

(NPO)ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟながれやま 

TEL:080-5494-2323 要申込 

1.30土 

13:30~16:30 

H27年度 埼玉自然エネルギーフォーラム 

〜電力自由化に向けて私たちができること 

大石英司(みんなの電力(株))〜電力自由化､みんなの電力が

目指すもの／関連事例報告：茂筑拓夫((株)ｻｲｻﾝ ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ)／田中稔(PV-Net東京)／意見交換／懇親会(有料) 

さいたま市民会館うらわ 603他 

(さいたま市浦和区仲町 2-10-22 
JR浦和駅西口徒歩 10分) 

(NPO)太陽光発電所 NW(PV-Net)埼玉 

(NPO)環境ﾈｯﾄﾜｰｸ埼玉お日さまｸﾗﾌﾞ 

TEL:048-749-1217 要申込 1/25迄 

ohisama@kannet-sai.org 
http://www.kannet-sai.org/about/activities/2015/0130.html 

1.31日 

10~12 

環境講座＆意見交換会 

〜地球温暖化で異常気象は増える？ 

矢野良明(IPCC ﾘﾎﾟｰﾄ ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ)〜近年頻発する異常気象

現象の仕組みと地球温暖化の関係 

http://kanpachiba.com/archives/1898 

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 研修室 1 

(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 要申込 

申込み：左記 URL参照 

1.31日 
13~15:30 

第四回 公園探検隊(小学生までの親子) 

～ 冬ごもりの生きものをさがそう～  

野鳥以外にも多くの虫や生き物が冬を越す｡公園探

検隊員になり冬の生き物を探しませんか 

集：都立東京港野鳥公園 自然学

習ｾﾝﾀｰ (大田区東海 3-1) 

同公園管理事務所 

TEL:03-3799-5031要申込 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/event/2015/taishi27.html
http://www.low-cf.jp/index.html
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shoene/3-3enebusiness.html
http://www.npobin.net/apply/
http://j-water.org/
http://j-water.org/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/zigyou/h27koudoka.html
https://www.facebook.com/ikimono.city.noda.chiba.japan
https://www.facebook.com/ikimono.city.noda.chiba.japan
mailto:ohisama@kannet-sai.org
http://www.kannet-sai.org/about/activities/2015/0130.html
http://kanpachiba.com/archives/1898
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2.04木 

19~21 

企業×NGO で世界の森を守る 

ﾌｫﾚｽﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ ｾﾐﾅｰ 2016 
http://www.env.go.jp/press/101891.html 

梅原由美子(Value Frontier(株))〜ﾌｫﾚｽﾄｰﾘｰ:生物多様性

保全と住民の生活向上を目指した森林保全活動の

取組／参加企業からの発表／全体討議／質疑応答 

日比谷図書文化館 4F ｽﾀｼﾞｵ･ﾌﾟﾗｽ 

 (千代田区日比谷公園 1-4) 

環境省／地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-5825-9735 

2.06土 

13:30~ 

沼南公民館主催 第 5回 オープンカレッジ 

〜 近年の異常気象 

平井信行(気象予報士)〜近年の異常気象を中心に

天気のいろいろ。1月 16日から申込受付 

柏市沼南公民館 大ﾎｰﾙ 

(柏市大島田 440-1) 

同館 

TEL:04-7192-1111要申込 

2.07日 

10~12 

柏の葉アカデミア講座Ⅵ(県立中央博連携講座) 

東葛地方の縄文人の知恵〜どんぐりの利用 
田邊由美子(県立中央博)〜遺跡から出土遺物､人骨

炭素･窒素同位体比分析･実験考古学から解説 

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 1/24迄 

2.07日 

13:30~14:30 

はじめてみようバードウオッチング 

～ 色とりどりの鳥！ 

鳥たちの色にｽﾎﾟｯﾄをあてたﾊﾞｰﾄﾞｳｵｯﾁﾝｸﾞを行

います｡ﾚﾝｼﾞｬｰと一緒に楽しく観察しませんか 

集：都立東京港野鳥公園 ｲﾝﾌｫﾒｰ

ｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ前 (大田区東海 3-1)  

同公園管理事務所 

TEL:03-3799-5031当日先着順 

2.07日 

13:30~16:30頃 

本埜｢白鳥の郷｣を訪ねる 

春一番ウオーク 

印西名所の本埜地区の田んぼへ､帰り支度を始

める白鳥に会いに｡申年に因んだ神社へも 

集:小林ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ 
(印西市 小林北 5-1-6) 

印西ふるさと案内人協会 

TEL:0476-42-0193 

2.10水 

9~ 

自然観察会 

〜 谷津干潟探鳥会 

案内:ｶﾓ類､ｾｲﾀｶｼｷﾞ等に期待 

持物:観察用具､弁当､帽子､敷物､雨具､防寒着 

集：9時 船橋駅さっちゃん像前 

(京成線 谷津駅下車) 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

2.10水 

13:30~16:30 

エコセミナー 〜 今､なぜ水素なの？ 

水素エネルギー社会の A から Z まで 
http://kanpachiba.com/archives/1826 

岡野一清(元九大)〜水素社会の実現に向けて/白野

哲(ﾄﾖﾀ)〜燃料電池自動車について/房総ｶﾞｽ協議会

〜ｴﾈﾌｧｰﾑ/県環境生活部〜燃料電池自動車の導入 

県 環境研究ｾﾝﾀｰ 
(市原市岩崎西 1-8-8) 

千葉県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 1/31迄 

moushikomi@kanpachiba.com 

2.10水〜 

12金 10~17 

オーガニック EXPO 2016 

together with BIOFACH JAPAN 
http://organic-expo.jp/heldinfo.php 

日本最大級のｵｰｶﾞﾆｯｸに関する国際展示会｡次世代

につながるﾗｲﾌｽﾀｲﾙを提案し､未来に向けた持続可

能な社会作りを目指します｡ 関連展あり。 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1･2 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

同展実行委員会／(株)ｽﾍﾟｰｽﾒﾃﾞｨｱｼﾞ

ｬﾊﾟﾝ 

TEL:03-3512-5675 

2.13土 

9:45~15:30 

景観まちづくりフォーラム 

〜 里山を生かしたまちづくり 
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/160109 

AM:里山散策(※現地へ貸切ﾊﾞｽ)／PM:報告(しろい環境

塾･市原米沢の森を考える会･大山千枚田保存会)・ﾊﾟ

ﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：北原理雄(千葉大)・他 4団体 

白井市文化会館 2F 中ﾎｰﾙ (同市 

復 1148-8 北総線白井駅徒歩 15分) 

※集合：9:30 同市文化ｾﾝﾀｰﾛﾋﾞｰ 

景観まちづくり協議会､県､(NPO)し

ろい環境塾 

TEL:043-303-1688 要申込 

2.13土 

10~16 

組織基盤強化を目指す NPOのための 

市民活動団体マネジメント高度化セミナー 
坂口和隆(NPO ｾﾝﾀｰ)〜組織運営・事業開発・資金調

達がﾃｰﾏ､特に｢資金調達｣は講義とﾜｰｸで詳しく 
野田市 総合福祉会館 3F会議室 

(同市 鶴奉 5-1) 

県環境生活部県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 要申込 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/zigyou/h27koudoka.html 

2.14日 

13~16:35 

エネルギー自立で拓く！地域の未来 

飯田自然ｴﾈﾙｷﾞｰ大学ｷｯｸｵﾌｲﾍﾞﾝﾄ(誰でも参加可) 

http://ohisama-energy.co.jp/2015/12/18/symposium214/ 

ﾗｳﾊﾟｯﾊ･ｽﾐﾔﾖｰｸ(立命館大)〜ｴﾈﾙｷﾞｰ地産･池消･地有
～再･省ｴﾈで地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰを元気に～／全国の自然

エネルギー事業者の事例発表会(全 5件) 

飯田市役所 3F会議室 

(長野県飯田市大久保町 2534) 

おひさま進歩ｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 

TEL：0265-56-3711 

2.14日 

13:30~16:10 

第 4回 ながれやま市民講座 

★ 講演と映画の集い ★ 
LED電球当たる抽選会も！ 

飯田哲也(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研究所)〜市民参加の自然ｴﾈﾙｷﾞｰ

で地域づくりの大変革/映画｢ﾊﾟﾜｰ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾋﾟｰﾌﾟﾙ｣

〜ｵﾗﾝﾀﾞで再生ｴﾈ普及に取組む活動家､ﾃﾞﾝﾏｰｸの･･ 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 多目的ﾎｰﾙ 
(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) 

流山市／実施:温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7150-6083申込不要 

http://www.na-shimin.org/w2/obn/shimin/H27No4/H27No4environment.pdf 

2.14日 
14~16:30 全 2回 

効果的なチラシのつくりかた講座 

第１回｢キャッチコピーでココロをつかむ｣ 

東一邦(さいたまNPOｾﾝﾀｰ)〜伝えたい内容を上手に

表現するｷｬｯﾁｺﾋﾟｰの作り方。第 2回は 2/21(日) 

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:043-207-5815 1/15〜受付 

2.16火 13~17 

17水 13~16:45 

｢低炭素杯 2016｣来場者募集 
http://www.env.go.jp/press/101719.html 

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

全国から選び抜かれた地球温暖化対策に取組むﾌｧｲ

ﾅﾘｽﾄ 38団体(学校･企業･NPO等)が､4分間のｽﾃｰｼﾞ発

表で成果を競い､活動日本一目指す 

日経ﾎｰﾙ 
(千代田区大手町 1-3-7日経ﾋﾞﾙ) 

同杯実行委員会 

TEL：03-6273-7785 

http://www.env.go.jp/press/101891.html
http://kanpachiba.com/archives/1826
mailto:moushikomi@kanpachiba.com
http://organic-expo.jp/heldinfo.php
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/160109
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/zigyou/h27koudoka.html
http://ohisama-energy.co.jp/2015/12/18/symposium214/
http://www.na-shimin.org/w2/obn/shimin/H27No4/H27No4environment.pdf
http://www.env.go.jp/press/101719.html
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai/
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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 

随時 

 

堆(たい)肥を無料で差し上げます。 

〜 食品残さ等を主原料とし、安心して

ご利用いただけます。家庭菜園や＊ 

＊農家のご利用を。収納袋用意要。 
(編者から:以前提供あったﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ貸出はない) 

http://www.fujikoh-net.co.jp/service/foods/compost 

(株)ﾌｼﾞｺｰ 食品系再資源化ｾﾝﾀｰ 
(白井市折立 31-1) 

左同 

TEL:047-498-0010 

1.16土 

13~16:30 

養液栽培セミナー 

〜 ブルーベリーで新しい農業を！ 
講師：酒本道雄(ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ協会)・都筑憲一((株)ｹﾝｱﾝﾄﾞﾏｲｹ

ﾙﾍﾞﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ) 同時開催：ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ見学ﾊﾞｽﾂｱｰ 
土浦市民会館 2F 会議室 

(同市 東真鍋町 2-6) 

(株)ｴｰﾋﾞｰｼｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

TEL:0120-677-277 要申込 

1.19火 

13:30~15:30 

緑の講習会〜 庭木の剪定にチャレンジ 
〜寒さの中で実習付き〜 

講師:伊藤義治〜落葉樹は今まさに剪定時期｡

大きく･不格好の庭木をよみがえらえましょう 

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 

1.21木 

9:30~15 

米粉料理講習会 
材料費 1,000円 

講師:針生幸子〜米粉でﾋﾟｻﾞﾊﾟﾝ･蒸しﾊﾟﾝ･ｼﾁｭｰ

を作る｡ｴﾌﾟﾛﾝ､三角巾､筆記具持参。 

永治ﾌﾟﾗｻﾞ 
(印西市浦部 411-3) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:0476-42-1101 要申込 

1.21木他 2日

10~12 

｢健康を支える栄養学｣に基づく講習会 

〜 食生活から病気予防を考える 
(1日目)検査ﾃﾞｰﾀの見方(2日目)健康管理は食

生活点検から(3日目)老後も元気に過ごすには 

流山市文化会館 
(同市 加 1-16-2) 

(NPO)健康を育てる会･流山 

TEL:080-5643-2779 要申込 

1.22金・ 

23土 13:30~ 

食を楽しむ教室 (有料) 

〜 手作り味噌にチャレンジ 
冬は味噌仕込みに最適｡市販品にない自家製の

深い味や香り｡約 2.5kgの手作り味噌ができる 

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 

1.24日 

13:30~15:30 

食を楽しむ親子教室 (有料) 

〜 親子で手作り味噌にチャレンジ 
日本伝統の調味料｢味噌｣を親子協力で､大豆､

麹､塩を混ぜて約 2.5kgの手作り味噌ができる 

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 

1.26火〜 

2.18木 5部門 

第 53回 県 農林総合研究センター 

試験研究成果発表会（農林関係） 

開催日と部門〜1/26(火):野菜 2､1/27(水):果樹､

2/3(水):林業､2/5(金):作物､2/18(木):花植木 
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html 

左記 URL内から確認要 同ｾﾝﾀｰ 

部門毎に異なり、左記 URL内参照 

1.26火 

12:30~16:40 

県 農林総合センター 第 53回 

試験研究成果発表会(野菜Ⅱ) 

12:30〜ｲﾁｺﾞ新種｢千葉 S4号｣圃場見学/以下発表会 

(1)ｲﾁｺﾞ促成栽培の LED用いた生育制御/他 7件 
同ｾﾝﾀｰ農本館 
(千葉市緑区大膳野町 808) 

同ｾﾝﾀｰ野菜研究室 

TEL:043-291-9987 申込不要 

https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/documents/h27yasai2_leaf2.pdf 

1.27水 

13:30~15:30 

緑の講習会 

庭木の剪定にチャレンジ〜落葉樹〜 
講師:川原田邦彦〜今が落葉樹の剪定時期｡大

きくなったり不格好の庭木を仕立て直し 

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 

1.29金 

13~16:30 

つながる 広がる 

ちばの食育情報交換会 2016 
(1)食育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修報告(2)事例発表 3件(3)ﾊﾟﾈﾙ

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ〜明石要一(千葉敬愛短大)･他 5名登壇 

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 2F ﾎｰﾙ 

(千葉市中央区弁天 3-7-7) 

県 農水部安全農業推進課 

TEL:043-223-3092要申込 

2.17水 

13~17 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術講座(ﾌﾟﾛ向け･有料) 

高効率 LED証明の導入における省ｴﾈ･ｺｽ

ﾄ削減〜工場･商業施設･学校他 LED化早わかり 

省ｴﾈ対策の動向･支援策/照明の動向､最新LEDの紹

介/ｼｮｳﾙｰﾑ見学/質疑応答 
http://www.eccj.or.jp/education/tech/pdf/kan/160217.pdf 

東芝ﾗｲﾃｯｸ(株) 
(港区虎ノ門 2-10-1 虎ﾉ門ﾂｲﾝﾋﾞﾙ 
1F) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ  

TEL:03-5439-9774 

2.18木・ 

19金 10~17 

川崎国際環境技術展 2016 

☆今､かわさきから世界に伝えたい､環境技術 
http://www.kawasaki-eco-tech.jp/contents/about.html 

環境に配慮した製品､技術､ﾉｳﾊｳを幅広く集め､ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁ

ﾝｸﾞの活性化とｱｼﾞｱ地域を中心に優れた環境技術を移転

し､国際貢献を目指す 

とどろきｱﾘｰﾅ 
(川崎市中原区等々力 1-3) 

同展実行委員会 

TEL:044-200-2313 

2.20土 

14~15:30 

千葉市科学館 講演会 

★発酵の神秘〜微生物の超能力 
小泉武夫(東京農大)〜微生物の生き方の神秘性や生

命科学の不思議､大自然の極限微生物の可能性など 
http://www.kagakukanq.com/sp_data/tt_0000308263.pdf 

千葉市科学館 7F 企画展示室 

(同市 中央区中央 4-5-1) 

同館 

TEL:043-308-0514 要申込 

http://www.fujikoh-net.co.jp/service/foods/compost
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/documents/h27yasai2_leaf2.pdf
http://www.eccj.or.jp/education/tech/pdf/kan/160217.pdf
http://www.kawasaki-eco-tech.jp/contents/about.html
http://www.kagakukanq.com/sp_data/tt_0000308263.pdf
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 http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/event.html 

1.30土 

10~12 

森の林業体験 

小雨決行 

森を守る間伐作業の林業体験 

(間伐した木を使いｺｰｽﾀｰなどのｸﾗﾌﾄ作り)  

県立 船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL:047-457-4094 要申込 

1.30土 

13~15 

公開講座〜 有機野菜は何がいい？ 
～有機農業と慣行農業の共通点と相違点 

有機農業とそれ以外の野菜のｲﾒｰｼﾞを整理し､日常

的に消費する野菜についての理解を深める 

http://www.h.chiba-u.ac.jp/archives/2015/12/20151216.html 

千葉大園芸学部 
(松戸市松戸 648) 

左同 

TEL:047-308-8720要申込 

zag8712@office.chiba-u.jp 

2.03水 

10~14 

太巻き寿司教室 

☆流山の美味しいお米でお寿司を作ろう 
 

『ごはん食』の良さを見直そうと毎年“恵方巻き”

季節に市内農家女性団体が講師となり､房総郷土料

理『太巻き寿司』をつくる。詳細は下記 URL参照 

1.流山市 北部公民館 

(同市 美原 1-158-2) 

2.同 南流山ｾﾝﾀｰ 

(同市 南流山 3-3-1) 

同市役所農政課 

TEL:04-7150-6086 1/18迄 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/14595/014476.html 

2.05金
13:30~15:30 

緑の教室 細野哲央(千葉大) 

〜樹木医が教える初めての庭木剪定(広葉樹編) 

青葉の森公園 

(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同公園 緑の相談所 

TEL:043-208-1500 要申込 

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 

2.08月〜 

17水 

県立 農業大学校学生(B日程)募集 

試験日：2/26(金)筆記・面接 

履修期間：2年、対象：農学科は高卒(見込み含む)、
研究科は農業系大学･短大卒(見込み含む) 

https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html 

県立 農業大学校 

(東金市家之子 1059) 

同校 

TEL:0475-52-5121 

2.19金 

13:15~16:40 

(人の)健康診断の発想に基づく土壌病害

管理｢ﾍｿﾃﾞｨﾑ(HeSoDiM)｣研究成果発表会 

全国発生土壌病害のための土壌消毒剤使用低減・

適正化するﾍｿﾃﾞｨﾑ開発研究報告 4件とﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ 
秋葉原ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 2F 
(千代田区外神田 1-18-13 秋葉原

ﾀﾞｲﾋﾞﾙ) 

(研)農業環境技術研究所 

TEL:029-838-8148要申込 

hesodim@niaes.affrc.go.jp http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h27/20160219.html 

2.24水〜 

26金 10~16 

植木生産振興の一環 

〜 庭園設計と作庭講座 〜 
ﾃｷｽﾄ代 2,100円(希望者)と保険料 200円要 

重森千靑(重森庭園設計研究室)〜庭園設計図の描き方

を解説､設計した小庭園を作成 
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/event/2015/teien.html 

県立 農業大学校 
(東金市家之子 1059) 

農林水産部農業大学校農業研修科 

TEL:0475-52-5140要申込 

はがき、FAXまたは持参のみ受付 

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 】 

'15.12.15火〜 

毎週火〜金 

印西市 ★ 農産物の移動販売 
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html 

｢とれたて産直館印西店｣が地元産お米や旬の

野菜･果物など移動販売車で各地巡回 

火：木下東集会所〜金：木刈 5

丁目集会所 詳細左記 URL参照 

JA西印旛 直販部店舗課 

TEL:0476−48−2218 

1.31日 

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 

2.13土 

9~11 

ふなばし朝市 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 

2.14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：3/13(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 

http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/event.html
http://www.h.chiba-u.ac.jp/archives/2015/12/20151216.html
mailto:zag8712@office.chiba-u.jp
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/14595/014476.html
http://www.h.chiba-u.ac.jp/archives/2015/08/20150803_2.html
mailto:t.ishida@chiba-u.jp
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html
mailto:hesodim@niaes.affrc.go.jp
http://www.niaes.affrc.go.jp/sinfo/sympo/h27/20160219.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/event/2015/teien.html
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html
http://jimoto-hatake.wix.com/home
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html
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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、 花の 、ふるさと産品など販売  南流山駅(南口) 駅前公園 
(JR・TX 南流山駅すぐ) 

流山市商工課 

TEL:04-7150-6085 

第 4土曜 

8:30~12:30 

うんがいい!朝市 (雨天中止) 
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/ 

近隣農家の新鮮野菜、地域商店の惣菜、流山 

ふるさと産品など。詳細は左記 URL参照 

運河水辺公園 

 (東武線 運河駅 徒歩 2分) 

利根運河交流館 

TEL:04-7153-8555 

第 2土曜 

8~12 

市民の台所・柏市場〜 どなたでも 

ご利用できます〜 市民感 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 

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 

 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 

発売中 ふなばし三番瀬海浜公園 

〜〜 野鳥カレンダー2016 〜〜 
一部 700円(税込) 

各月毎に三番瀬で観察できる野鳥写真と毎日の潮

時､季節毎の観察ﾃﾞｰﾀ付いたﾊﾞｰﾄﾞｳｫ ｯﾁﾝｸﾞに最適 
http://www.park-funabashi.or.jp/bay/img/yachoucalender2016.pdf 

同公園 事務室 

(船橋市潮見町 40) 

同公園 

TEL:047-435-0828 

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 
 

12.13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 

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
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
http://www.park-funabashi.or.jp/bay/img/yachoucalender2016.pdf
http://enekei.jp/eneoverview/
http://www.env.go.jp/press/100885.html
http://www.env.go.jp/press/100885.html
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'15.7.01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 

1.11月~ 

7.23土 全 14

回 ※ 

柏 530(ごみｾﾞﾛ)の会'16上半期活動計画 
1/11:柏駅〜16号呼塚交差点周辺 
7/23：名戸ケ谷〜増尾城址周辺 

ごみ拾い一般参加大歓迎！/持ち物：取り鋏、軍手、

飲物/ごみ袋は準備/活動的服装/朝７時 雨天中止 

http://www5f.biglobe.ne.jp/~gomizero/yotei.htm 

集：左記 URL参照 
※集合時間：通常 9:30 7月 9:00 

同会 

TEL:090-9360-8430 

1.15金まで 

 

東京ガス環境おうえん基金 助成先募集 

活動期間：'16年 4月〜'17年 3月 

総額：1,000万円 対象地域：9都県 

地域と地球の環境保全､環境教育､啓発活動への支

援を行い､環境問題解決と持続可能社会実現に貢献 

https://www.jeas.or.jp/activ/prom_02_00.html 

応募の詳細は左記 URL参照 (公財)日本環境協会 同基金事務局 

TEL:03-5643-6262 

1.18月まで 

(必着)NEW 

エコツーリズムガイド等 

養成研修の受講生募集 

http://www.env.go.jp/press/101884.html 

地域の自然観光資源､歴史や伝統文化等を解説､自

然や地域の魅力を伝えるｴｺﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞやｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑに

よる地域活性化に取り組む地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを養成 

応募の詳細は左記 URL参照 環境省／(NPO)日本ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ協会 

TEL:03−5437−3080 

1.24日まで 

NEW 

【2015年 国際土壌年記念】巡回展 

「土ってなんだろう？」 
地味だけどｽｺﾞｲ!土のﾋﾐﾂをときあかそう! 

ｽﾌﾟｰﾝ一杯の土の中に微生物が数億から十数億。 

土はいったいどのようにできるのでしょう? 

http://www.river-museum.jp/exhibition/tour/2015.html 

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) 

埼玉県立 川の博物館 

TEL:048-581-7333 主催者 

TEL:0297-38-2000会場 

1.24日まで 

NEW 

収蔵品展 レオナルド・ダ・ヴィンチの素描

(ﾌｧｸｼﾐﾘ版)―動物･人間･自然･植物 

 

ｲﾀﾘｱ･ﾙﾈｻﾝｽ期を代表する芸術家ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ

(1452-1519)は膨大な手稿､素描､ｽｹｯﾁ等を遺した｡分

野は人物･科学･解剖･植物･動物など多岐に 

とちぎ蔵の街美術館  
(栃木市万町 3-23) 

 

同館 

TEL:0282-20-8228 

http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000013000/hpg000012067.htm 

1.24日まで (第 74回企画展)第 12回 鳥の博物館友の会展 

｢手賀沼の遊歩道でバードウオッチング＊｣ 

＊冬の手賀沼をｼﾞｵﾗﾏ表現､どんな鳥がどこで観察

できるか／各同好会の展示｢活動と作品の紹介｣ 

我孫子市鳥の博物館 2F企画展示室 

(同市 高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 

1.24日まで 栃木県立 博物館･美術館･他連携特別企画展 

〜 名前に”日光”がつく動植物 

日光は栃木の誇る観光地｡明治時代から生物研究が行わ

れた土地｡日光にちなんだ名前の生物は 100種類を超え 
栃木県立博物館 

(宇都宮市睦町 2-2) 

同館 

TEL:028-634-1311 
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/exhibition/thema/shizen20151003/nikko.html 

1.24日まで 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 

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 

1.29金まで H28年版 環境白書 表紙絵コンクール 

主テーマ：「環境にやさしい社会」 

http://www.env.go.jp/press/101520.html 

対象白書：環境白書･循環型社会白書･生物多様性

白書の表紙･裏表紙等を飾る作品 

部門:(1)小･中学生の部 (2)一般(高校生以上)の部 

詳細は左記 URL参照 
http://www.env.go.jp/press/files/

jp/28315.pdf ←応募票 

環境省／(公財)日本環境協会 

TEL:03-5643-6251 

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 

1.31日まで ｢なるほど!東京水!作品コンクール｣ 

部門：「川柳」「短歌」「4コマ漫画」 

対象：都民等 

水道水にまつわるｴﾋﾟｿｰﾄﾞや､水道水に思うこと等

を表現した､｢なるほど!｣と思える素敵な作品を 

https://tokyosui-concours.jp 

左記 URL内応募要項参照 東京都水道局 

TEL:03-5771-2335 

http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/seikatsukankyo/1006397.html
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/seikatsukankyo/1006397.html
http://www5f.biglobe.ne.jp/~gomizero/yotei.htm
https://www.jeas.or.jp/activ/prom_02_00.html
http://www.env.go.jp/press/101884.html
http://www.river-museum.jp/exhibition/tour/2015.html
http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu000013000/hpg000012067.htm
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/exhibition/thema/shizen20151003/nikko.html
http://chuo.rokin.com/about/csr/assistance/assistant_program/guideline/
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57
http://www.env.go.jp/press/101520.html
http://www.env.go.jp/press/files/jp/28315.pdf
http://www.env.go.jp/press/files/jp/28315.pdf
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/115/index.html
https://tokyosui-concours.jp/
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2.02火まで 

NEW 

照明のあたらしいカタチ展 

- Organic LED YAMAGATA - 

・いま注目の的､次世代照明の一翼を＊ 

＊になう太陽光ｽﾍﾟｸﾄﾙに近い｢Organic LED｣､実際

にあかりの特長を体感できるﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄの数々を紹介 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1947.html 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 6F 
(新宿区西新宿 3-7-1新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜ) 

(公財)山形県産業技術振興機構 

TEL:03-5322-6500 水曜休館 

2.05金まで ★ エコハウス・アワード 2016 
presented by パッシブハウス・ジャパン 

http://passivehouse-japan.org/ecohouseaward2016/ 

日本でもっとも厳しい基準のｴｺﾊｳｽ･ｱﾜｰﾄﾞ。 

国内のどのｱﾜｰﾄﾞよりも価値あるｱﾜｰﾄﾞに育てる。 

(プロ向き参考情報／編者) 

詳細は左記 URL参照 (一社)ﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

TEL:0467-39-5031 

2.08月〜 

17水 

NEW 

県立 農業大学校学生(B日程)募集 

試験日：2/26(金)筆記・面接 

履修期間：2年、対象：農学科は高卒(見込み含む)、
研究科は農業系大学･短大卒(見込み含む) 

https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html 

千葉県立農業大学校 

(東金市家之子 1059) 

同校 

TEL:0475-52-5121 

2.13土まで 

NEW 

安池和也 細密画展〜月刊｢たくさん

のふしぎ 木の実は旅する｣原画の世界 

流山市在住の細密画家･安池和也さんがｲﾗｽﾄを

手がける月刊の同誌(福音館書店)原画を展示 

利根運河交流館 
(流山市西深井 836) 

同館／月･火休館(祝日は翌日休) 

TEL:04-7153-8555 

2.14日まで 伊勢志摩サミット「世界に届けたい日

本」フォトコンテスト 

https://photocon-summit.jp 

風景､暮らし､文化など､世界に発信したい日本の魅

力を写真で。部門：｢ﾈｲﾁｬｰ｣｢ｶﾙﾁｬｰ｣｢ﾗｲﾌ｣のほか､

日常の風景などをｽﾏﾎで撮影･投稿する｢ｽﾏﾎ｣も 

応募の詳細や展示等は左記 URL参

照 

内閣官房／同ｺﾝﾃｽﾄ事務局 

TEL:0570-783883 

2.14日まで H27年度 秋の展示 

水 〜 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 ｡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 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 

2.28日まで ふなばし三番瀬海浜公園フォトコンテスト 

部門：(1)海浜公園 ＆(2)富士山 
http://www.park-funabashi.or.jp/bay/bphotonboshuu.htm 

(1)三番瀬に生息する生き物たちや風景やｲﾍﾞﾝﾄな

ど干潟含む三番瀬に関すること｡(2)干潟含む同公

園内から見える富士山に関すること｡ 

応募の詳細は左記 URL参照 (公財)船橋市公園協会 

TEL:047-435-0828 
同公園ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ係 

新制度受付中

2.29月まで 

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 

3.29火 

まで 

★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 

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 

3.31木 

まで工事完 
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 

5.10火 

まで 

全日本 中学生水の作文コンクール 

〜 毎年 8月 1日は「水の日」〜 

｢水｣について体験したことや調べたことなど 
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.html 

詳細は左記 URL参照 県 水政課 

TEL:043-223-2274 

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 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 

http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1947.html
http://passivehouse-japan.org/ecohouseaward2016/
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html
https://photocon-summit.jp/
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=952
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57
http://www.park-funabashi.or.jp/bay/bphotonboshuu.htm
http://www.ecosite.jp/ecohouse
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1940.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.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
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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 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｡ 

 

年間・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。随時チェックしてください。NEW:新掲載 

いつ？ 主催者と HP 概要 イベント等の一 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 
終了 

 

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 

NEW 

東京都立東京港野鳥公園 
http://www.wildbirdpark.jp/index.html 

〜 野鳥や水辺の生きもの､多くの動植

物を守り､生きものでにぎわう公園｡＊ 

＊埋立地に期せずして再生した東京湾岸の自然が、

多くの都民の希望で保全｡毎年､ｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ類､ｶﾓ類・

水鳥や小鳥類､ｵｵﾀｶなどが訪れ､年間 120種類前後､

開園以来 226種類(2015年 3月現在)の野鳥を観察 

http://www.wildbirdpark.jp/event_

info.html 
大田区東海 3-1 

同公園管理事務所 

TEL:03-3799-5031 

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 ･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 東葛しぜん観察会 
http://blog.canpan.info/tok-sizen/ 

千葉県東葛飾地区で身近な自然の観察をしている 

自然観察指導員の集まり｡自然に親しみ､自然の中

での体験を通じて自然から様々なことを学ぶ｡ 

左記 URLに同じ 同会事務局 

TEL/FAX：047-343-8041 
mishima-h@titan.ocn.ne.jp 

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

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

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 出量など数値で 

わかり節電が実感できる｡(流山市内対象) 

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

実施中 廃食油の回収・利用にご協力願います 

〜 石油由来の CO2削減、環境保全へ 
回収対象油種､回収団体･場所､他詳細 URL： 
http://www.ckz.jp/onndannka/consortium.html 

左記 URL参照 ちば廃食油燃料利用促進ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

TEL:043-246-2184(幹事団体) 

http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/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.wildbirdpark.jp/index.html
http://www.wildbirdpark.jp/event_info.html
http://www.wildbirdpark.jp/event_info.html
http://www.nposatoyama.com/
http://www.nposatoyama.com/event.html
http://www.nposatoyama.com/event.html
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://blog.canpan.info/tok-sizen/
mailto:mishima-h@titan.ocn.ne.jp
http://chibawildbird.web.fc2.com/
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html
http://www.ckz.jp/onndannka/consortium.html
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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   

 

同観察舎 

TEL:047-397-9046 

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 

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 

NEW 

埼玉県立 川の博物館 
http://www.river-museum.jp/index.html 

3月 31日まで休館中ですが、巡回展など開催 http://www.river-museum.jp/event/

calendar.html 
埼玉県大里郡寄居町小園 39 

TEL:048-581-7333（代表） 

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 

左記 URL内からﾁｪｯｸ 茨城県つくば市天久保 4-1-1 

TEL:029-851-5159 

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） 

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 

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 〜★〜☆〜 
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