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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

暖冬はどこにあるのでしょうか。 

石油ストーブやエアコンの使用時間や灯油消費量から暖冬を感じません。 

ここ 3日間、暖房前朝の外気温はマイナス 2℃前後、リビング室内 12℃前後です。 

皆様のお宅の実態はいかがでしょうか。 

でも、梅のつぼみの赤い小さな膨らみから小さい春を発見、うれしくなりました。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと【 家庭用電力の小売全面自由化が迫っているのに 】 

一昨日、 

流山商工会議所と流山市太陽エネルギー活用センター主催の 

「電力システム改革を学ぶ」という主に事業者向けの 

電力小売全面自由化に関する説明会がありました。 

太陽光発電事業普及に関わり、参加させていただきました。 

 

今回説明の大手電力会社だけでなく、 

新規参入電力会社からの説明も必要に思いました。 

 

4月から日本で初めて始まり、一般の関心が高いにも関わらず、 

素朴な疑問や不明点などを誰に聞いて良いのか戸惑っている方が多い現状です。 

 

2月 10日に千葉県主催で、経産省からその説明会(下記 URL)がありますが、 

https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/event/2015/denryokuziyuuka.html 

住民に身近な中立的立場の機関や自治体などから適切な説明が「今」必要です。 

（自治体では既に新電力会社に切り替え済みが多いと聞いています） 

 

電力小売自由化関連 Webサイトは次の通りです。 

これ以外にもあると思います。 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/ 

http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/index.html（2月 17日(水)経産省本省説明会） 

http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/kanto.pdf 

https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/event/2015/denryokuziyuuka.html
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/
http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/index.html（2月17
http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/kanto.pdf
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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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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 

★☆          案内 ☆★ 2016.01.28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 

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 ★ｾﾐﾅｰ多数あり★ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1･2 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(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 

1.29金 
17~19  

参考情報 

★外皮性能と一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の計算方法 

〜 平成 25年 省エネ基準の基本を学ぶ 
[ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ(住宅)ｾﾐﾅｰ](一般有料) 

三井所清史(建築家)〜算定支援ﾂｰﾙを使い､これから

の家づくりに必須となる外皮性能と一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消

費量の基本的な計算方法を分かりやすく解説 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 8F ｾﾐﾅ
ｰﾙｰﾑ A 

(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 

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 

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

1.30土 

13:30~16:30 

福島原発問題を風化させない！ 

第 3回 福島問題を考えるフォーラム 2016 
〜原発事故は終わっていない これから私たちがやる

べきこと〜午前中甲状腺ｴｺｰ検診あり(要予約) 

井戸川克隆(元双葉町長)〜福島原発事故で何が起きたの

か国･東電の責任と今後／おしどりﾏｺ・ｹﾝ(自由報道協会)

〜取材を通じて見えてきた健康被害のﾎﾝﾄ･ｳｿ!?／映画 
http://2011shinsai.info/node/6374 

船橋市勤労市民ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾙ 
(船橋市本町 4-19-16) 

同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会/ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 

TEL:047-420-2604 
 

1.30土 
14~16 

県 環境講座〜 地中熱の実力 

～ 足元にある再生可能エネルギー 

笹田政克(地中熱利用促進協)〜新再生ｴﾈとして注目の 

地中熱。生活の中で上手に活かす方法を学ぶ 
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2015/kankouza-27-14.html 

志津市民ﾌﾟﾗｻﾞ 
(佐倉市 上志津 1672−7) 

県／小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 

TEL：03-3515-6870 1/24迄 

chibakankyou@shopro.co.jp 

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 

2.01月 

9:45~13:15 

神奈川シニア自然大学校公開講座(有料) 

★ 鎌倉自然観察会・東慶寺めぐり 

・地 や地 のお も交え､今まで＊ 

*気づかなかった古都 鎌倉の自然と歴史を探る｡  

ｵﾌﾟｼｮﾝ(有料)で､鎌倉野菜や三浦の魚のｲﾀﾘｱﾝﾗﾝﾁも 

http://k-sns.org/?page_id=400 

集:JR北鎌倉駅西口改札外 9:45 

解:高徳院大仏 

(NPO)神奈川ｼﾆｱ自然大学校 

TEL:080-2555-2420 要申込 

2.03水 

13~17:40 

平成 27年度 廃棄物系バイオマス利活用 

導入促進のための説明会 

・午前中：見学会あり 

主に市町村等担当者を対象に､環境省の取組や市町

村等事例を通じ､ﾊﾞｲｵｶﾞｽ化ｼｽﾃﾑの普及啓発を図る 
http://www.env.go.jp/press/101947.html 

日大理工学部駿河台校舎 
1号館 6F CST ﾎｰﾙ 

(千代田区駿河台 1−8−14) 

環境省／廃棄物資源循環学会 

TEL: 090-9838-2043要申込 

2.04木 

18:30~20:30 

IT活用講座 

NPO・市民団体のための IT活用講座 

〜 情報収集から情報発信 

虎岩雅明氏(株ﾄﾗｲﾜｰﾌﾟ)〜ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作やｳｪﾌﾞ集客ｺ

ﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞで評価の高い同氏から､最新の ITを活用

した情報発信方法を伝授 

千葉市民活動支援ｾﾝﾀｰ 会議室 

(同市 中央区中央 2-5-1千葉中央ﾂｲ
ﾝﾋﾞﾙ 2号館 9F) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-227-3081要申込 

info@chiba-npo.net 

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 

2.05金 

13:30~15:30 

第 103回 省エネルギー学習会 
〜可燃ゴミ減量策をみんなで考える 
★今､省ｴﾈﾙギｰの取組みがますます重要に★ 

●流山市の可燃ｺﾞﾐ実態●容器包装ﾘｻｲｸﾙ法とは●

印西市のｺﾞﾐ減量計画●可燃ｺﾞﾐの減量策を考える 
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h28/H280205No103.pdf 

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) 

温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7154-6309 要申込 

2.06土 

13~15 

H27年度『伝えよう!地球温暖化』プロジェ

クトフォーラム～ それぞれの目線から考える 

http://www.env.go.jp/press/101954.html 

登壇者:藤森涼子(気象予報士)／ﾛﾊﾞｰﾄ･ｷｬﾝﾍﾞﾙ(日本文

学研究者)／河野博子(読売新聞)／守屋和佳(早大)／菊

地美佐子(三井物産(株)) 

早大 大隈記念講堂 小講堂 

(新宿区西早稲田 1−6−1) 

環境省／事務局TEL：03-6433-5603  

下記 URLから申込み 
http://www.yomiuri.co.jp/adv/ondanka/ 

2.06土 

13:30~ 

沼南公民館 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。 

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 

2.06土〜 

07日 10~17 

こどもグリーンパワーサミット 
http://www.miraikan.jst.go.jp/event/1601131619315.html 

再生ｴﾈで遊べるﾌﾟﾚｲ･ｺｰﾅｰや｢親と子のこども

ｴﾈﾙｷﾞｰｸｲｽﾞ選手権｣など盛りだくさんの内容 

日本科学未来館 1F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾋﾞｰ 

(江東区青海 2-3-6) 

GREEN POWER ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

TEL：03-6810-0361 

2.06土〜 

07日 

第 40回 我孫子市消費生活展 

のびのびタウン♥あびこ 
出展団体抜粋:手賀沼ﾄﾗｽﾄ(無農薬野菜･)/あびこ型｢地

産地消｣推進協議会(農業は?)/NPOせっけんの街(雨水

あびこ市民ﾌﾟﾗｻﾞ 

(我孫子市我孫子 4-11-1 あびこｼｮｯ

我孫子市・同展実行委員会 

TEL:04-7185-1469 

http://www.kannet-sai.org/about/activities/2015/0130.html
http://2011shinsai.info/node/6374
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2015/kankouza-27-14.html
mailto:chibakankyou@shopro.co.jp
http://kanpachiba.com/archives/1898
http://k-sns.org/?page_id=400
http://www.env.go.jp/press/101947.html
mailto:info@chiba-npo.net
http://www.env.go.jp/press/101891.html
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h28/H280205No103.pdf
http://www.env.go.jp/press/101954.html
http://www.yomiuri.co.jp/adv/ondanka/
http://www.miraikan.jst.go.jp/event/1601131619315.html
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10:30~16:30 安全・安心で豊かな明日 利用)/ｴｺﾗｲﾌあびこ(あなたの心遣いが)/他/音楽演奏も ﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ内 3F) 

2.07日 

9:30~16 

バードカービング教室 

〜 コアジサシの模型づくり 
 

講師：内山春雄(日本ﾊﾞｰﾄﾞｶｰﾋﾞﾝｸﾞ協会)〜ｶﾓﾒ* 

*の仲間ｺｱｼﾞｻｼの模型作り｡模型作り通し､この鳥が

繁殖地減少により絶滅の恐れがあることを学ぶ 

http://www.kankyostation.org/wp/2016/01/「バードカ

ービング教室：コアジサシの模型づく/ 

柏市中央公民館 4F創作室 1 

(柏駅東口徒歩 15分､柏市役所隣接) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL 04-7170-7090 要申込※ 

(※13:00〜17：00 平日のみ受付) 

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 

13:30~15 

お天気キャスター大集合！ 親子で考える

地球温暖化～異常気象から身を守ろう 

ﾃﾚﾋﾞでおなじみの気象ｷｬｽﾀｰと地球温暖化の仕組み

や最新情報､気象災害から身を守る方法を考える 

日本科学未来館 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾎｰﾙ 

(江東区青海 2-3-6) 

(NPO)気象ｷｬｽﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ･環境省 

TEL:03-5832-9401 

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 

13:30~15 

電力小売の全面自由化に関する説明会 

〜 この 4月、全ての需要家が多様な事

業者やﾒﾆｭｰを選択できるようになる。 

1.経産省の説明＝電力ｼｽﾃﾑ改革の概要＆電気供給

事業者を選ぶﾎﾟｲﾝﾄや留意点など 2.質疑応答 
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/event/2015/denryokuziyuuka.html 

県 消費者ｾﾝﾀｰ 2F 研修ﾎｰﾙ 
(船橋市高瀬町 66-18 JR南船橋駅 

南口徒歩 10分) 

県 環境生活部生活安全課 

TEL:043-223-2292 1/29迄申込 

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/金川

章孝(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 
(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 

2.11木祝 

13~17 

懇親会 17~ 

動物愛護社会化推進協会 特別ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

｢生きものの記録｣福島の再生と未来

に向けて〜 東日本大震災･福島原発事故

から 5年⻑期低ﾚﾍﾞﾙ放射線の影響を考える 

福島第一原発被災地域における⻑期被ばくが の生

体に及ぼす影響調査･研究経過を公表。 

石田健(東大)〜汚染地帯で生き物を調べる理由／他 6件 
http://liffn.jp 

東大農学部 弥生講堂 

(文京区弥生 1-1-1 農学部内) 

 

(NPO)動物愛護社会化推進協会 
 

TEL:090-2023-9353 
原発事故被災動物と環境研究会 

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 

2.13土 13~15 

& 2.20土 

9:30~13 

千葉三越「やさしく学ぶ自然塾 2015」 

～ 房総と富士山  
2/13:座学､2/20:ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ (有料) 

県内は富士を望むｽﾎﾟｯﾄが数多く､古来の富士信仰､

房総からの景観｡ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸではそのｽﾎﾟｯﾄと富士塚 

http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=362 

2/13(土)千葉三越 7Fお得意様ｻﾛﾝ 

2/20(土)集：JR京葉線 新浦安駅改

札口 

千葉三越 

TEL:043-224-3131要申込 

http://www.kankyostation.org/wp/2016/01/%E3%80%8C%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%95%99%E5%AE%A4%EF%BC%9A%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%82%B7%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E3%81%A5%E3%81%8F/
http://www.kankyostation.org/wp/2016/01/%E3%80%8C%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%95%99%E5%AE%A4%EF%BC%9A%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%82%B7%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E3%81%A5%E3%81%8F/
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/event/2015/denryokuziyuuka.html
http://kanpachiba.com/archives/1826
mailto:moushikomi@kanpachiba.com
http://organic-expo.jp/heldinfo.php
http://liffn.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/160109
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/zigyou/h27koudoka.html
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=362
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2.14日 
9:15~12 

手賀の丘自然観察会 

〜 オーイ！冬鳥くん(鳥の博物館共催) 

広々とした手賀沼の水辺や水田風景を散策し
ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞを楽しむ 

県立 手賀の丘少年自然の家 
(柏市片山 275) 

左同 

TEL:04-7191-1923要申込 
 

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: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 

2.14日 ＆ 

21日(雨天順延) 

各 9~16 

水田型湿地づくりに参加しませんか 

将来はお米作りも!? 

「理窓公園」の湿地再生プロジェクト 

2/14：草刈りと湿地づくり 2/21：水田 状の湿

地づくり。
http://mrs.living.jp/kashiwa/town_news/article/2195379 

東京理科大学内 理窓公園 

(東武野田線運河駅東口徒歩 20分) 

国交省 江戸川河川事務所 

TEL：04-7125-7317 または 

risoukouen@yahoo.co.jp (理科大) 

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 

2.17水 

10~12 

電力小売全面自由化説明会 

(一般消費者向け) 

稲垣隆一(電力取引監視等委員会)〜電力小売全面自由化概

要説明／質疑 

http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/index.html 

経済産業省 本館地下 2F講堂 

(千代田区霞が関 1-3-1) 

電力取引監視等委員会 

TEL:03−3501−1529 
左記 URL内から申込み 

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 

10:30~17 

暦博映像フォーラム 10 

◎ 屋久島の森に眠る人々の記憶 ◎ 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/ 

左記民俗研究映像上映を行い､林業集落での暮らしや､林

業集落への思いを紹介し､屋久島の林野開発や世界自然

遺産登録がもたらした様々な影響を振り返る｡ 

新宿明治安田生命ﾎｰﾙ 

(新宿区 1-9-1 明治安田生命新宿ﾋﾞﾙ
B1F) 

国立歴史民俗博物館広報ｻｰﾋﾞｽ室 

TEL：043-486-0123 
左記 URL内から申込み 

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 

2.20土 

14~16 

まほろば セミナー 

あれから 5年 自然エネルギーへの期待 
・電気学会のドンキホーテ！が講師 

荒川文生(地球技研)〜今､時代は大きく変わり電気を

選べるように｡何からできた電気を選びます? 
http://kashiwa.info/event/event_view.cgi?mode=detail&num=12864 

けやきﾌﾟﾗｻﾞ 7F 研修室 

(我孫子市本町 3-1-2 JR我孫子駅 

南口徒歩 1分)   

(NPO)ACOBA 

TEL:04-7181-9701要申込 

2.21日 

10~12 

親子自然ウォッチング（森で探検） 

 

講師：県 森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会〜 冬は楽しいﾐﾉﾑｼ

かんさつ〜ﾐﾉﾑｼの正体は何だろう 

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 

http://ohisama-energy.co.jp/2015/12/18/symposium214/
http://www.na-shimin.org/w2/obn/shimin/H27No4/H27No4environment.pdf
http://mrs.living.jp/kashiwa/town_news/article/2195379
mailto:risoukouen@yahoo.co.jp
http://www.env.go.jp/press/101719.html
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai/
http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/index.html
http://www.eccj.or.jp/education/tech/pdf/kan/160217.pdf
http://www.kawasaki-eco-tech.jp/contents/about.html
http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/
http://www.kagakukanq.com/sp_data/tt_0000308263.pdf
http://kashiwa.info/event/event_view.cgi?mode=detail&num=12864
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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 

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 

1.29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 

http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/event.html 

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 

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 

2.21日 
13~15:50 

放射線の健康影響に関するセミナー 

講師：藤井博史(国立がん研)〜放射線の* 

*基礎知識と健康影響〜我孫子市の線量状況から/

谷口信行(自治医科大)〜甲状腺超音波検査/質疑応答 
我孫子南近隣ｾﾝﾀｰ 多目的ﾎｰﾙ 
(同市本町 3-1-2 けやきﾌﾟﾗｻﾞ 9F) 

環境省･我孫子市/原子力安全研究協会 

TEL:0120-160-890 2/12迄 

     

2.21日 
14~16 

NPO支援講座 

"利益"をあげる市民活動をめざそう！ 
｢非営利活動｣とは､お金を求めないことではない 

｢非営利活動｣や｢収益事業｣を正しく理解、NPOが行なっ

てよい･いけないことを､講師の体験交え確認｡ し合い

を通じて NPOならではの“強み”を再発見し､実践へ 

千葉市民活動支援ｾﾝﾀｰ 会議室 

(同市 中央区中央 2-5-1千葉中央ﾂｲ
ﾝﾋﾞﾙ 2号館 9F) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-227-3081 要申込 

2.26金 

14~16:30 

参考情報 

第 6回 ちばぎん省エネ・ECO セミナー(企業向け) 
〜 企業が省ｴﾈにより削減した温室効果＊ 
http://www.chibabank.co.jp/news/hojin/2015/1127_01/  

＊ｶﾞｽを排出権とした｢J−ｸﾚｼﾞｯﾄ制度｣｡これを活用し､省

ｴﾈ実績を数値化し社内外への PR､排出権を売却し換金で

きるﾒﾘｯﾄが｡省ｴﾈに関する補助金についてもご紹介 

千葉銀行 日本橋多目的ﾎｰﾙ 
(中央区日本橋室町 1-5-5 室町ちばぎん

三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 15F) 

同行 

TEL:043-301-8442 

2.27土 

13:30~15:30 

かしわ環境ステーション公開講座 2016[第 1回] 

講師:梅里之朗(富里市立小学校)〜 自然への* 
*感性を育む自然物遊びや学習指導の工夫 

〜 身近な自然から生命を感じ取る心を育てる 

柏市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F大会議室 

(JR南柏駅東口よりﾊﾞｽ｢南部ｸﾘｰﾝｾ

ﾝﾀｰ｣行で終点下車) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL 04-7170-7090 申込不要 

(※13:00〜17：00 平日のみ受付) http://www.kankyostation.org/wp/2016/01/「かしわ環境ステーション公開講座」のご案内/ 

2.27土 

13:30~16:30 

☆第 33回 運河塾 
〜 利根運河 ソーラーパネルとコウノトリ 

･小澤彩香(江戸川大)〜ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙが地域* 

*環境と生物多様性に与える影響／桑原里奈(東邦

大)〜野田市ｺｳﾉﾄﾘ餌動物量の定量評価／他 3件他 
http://ungatone.blogspot.jp/2016/01/blog-post.html 

流山市立 森の図書館 視聴覚室 

(同市 東深井 991) 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:080-6615 ｰ 0612 

2.27土 

13:30~ 

第 203回 くらしの植物苑 観察会 天野誠(県立中央博物館) 

〜 くらしに息づく植物 

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 

3.02水〜 

04金 

10~18 

スマートエネルギーWeek 2016 
(右記各種展示会の総称) 

〜 創エネ･蓄エネ･省エネ技術の総合展 

http://www.wsew.jp 

★FC EXPO 2016～[国際]水素･燃料電池展★PV EXPO 2016

～[国際]太陽電池展★太陽光発電ｼｽﾃﾑ施工展★[国際]二

次電池展～ﾊﾞｯﾃﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝ★ｴｺﾊｳｽ&ｴｺﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ EXPO★

[国際]ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ EXPO★WIND EXPO 2016～[国際]風力発

電展★電力自由化 EXPO★[国際]ﾊﾞｲｵﾏｽ発電展 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 全ﾎｰﾙ 
(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:03-3349-8576 
sew@reedexpo.co.jp 

3.06日 
13:30~15:30 

かしわ環境ステーション公開講座 2016[第 2回] 
 

加藤恵美子(日本野鳥の会) 
〜 千葉の美しい自然と観察の楽しみ 

柏市南部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F大会議室 

(柏市南増尾 56-2 同ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 3F) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ/平日 13〜17時 

TEL：04-7170-7090 申込不要 

https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.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.chibabank.co.jp/news/hojin/2015/1127_01/
http://www.kankyostation.org/wp/2016/01/%E3%80%8C%E3%81%8B%E3%81%97%E3%82%8F%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
http://ungatone.blogspot.jp/2016/01/blog-post.html
http://www.wsew.jp/
mailto:sew@reedexpo.co.jp
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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 
14~15:30 

食の安全・安心講演会 
対象：柏市民等 

鎌田孝子(日本食品衛生協会)〜ﾉﾛｳｲﾙｽ食中毒の予防
と対策・感染しやすい乳幼児や高齢者がいる方 

ｳｪﾙﾈｽ柏 4F 研修室 

(柏市柏下 65-1) 

柏市保健所生活衛生課 

TEL:04-7167-1259 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 

2.06土 

10:30~12:30 

街に出かけ､食を考える映画を見ませんか？ 

「パパ、遺伝子組み換えってなあに？」 

〜 3人の子を持つパパの大奮闘記 〜 

｢どんな食べ物を家族で選択していくか｣の物語り 

監督:ｼﾞｪﾚﾐｰ･ｾｲﾌｧｰﾄ､出演:監督のﾌｧﾐﾘｰ､2013年/ｱ

ﾒﾘｶ/87分、 ＜保育なし＞ 

京北ﾎｰﾙ 6F ﾎｰﾙ 
(柏市柏 1-4-3 京北ﾋﾞﾙ) 

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 

TEL:047-420-2604 2/1(月)迄 

2.06土 

12:45~15 

我孫子の春野菜を使った和食料理 

〜 お料理教室参加者募集＋座学 
福永淑子(川村学園女子大)〜"春の先取り野菜"を採

りいれた料理教室／親子･ｼﾆｱも歓迎 

川村学園女子大学 

(我孫子市 下ケ戸 1133) 

あびこ農力発見ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

TEL:090-6569-2745 

2.05金 

10~17 

[講演の部] 

柏市ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ応援事業 

第 5期 農業系ｾﾐﾅｰ 
 

農業分野で仕事やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを始めたい! 
 

農業を学びたい!〜あなたを地域の活躍の場に 

ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構想と内容/柏市農業:現状と

将来展望/高齢者と地域をつなぐ活動の展開/他 
http://kashiwa-secondlife.com/seminar/1768 

 

 

ｱﾐｭｾﾞ柏 1F ﾌﾟﾗｻﾞ 

(柏市柏 6-2-22 柏駅東口徒歩 7分) 

 

 

 

(一社)ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌﾌｧｸﾄﾘｰ､ 

柏市福祉政策課 

TEL:04-7167-1171 (1/26迄) 

 

2.12金 

10~17 

[情報の部] 

農業を学ぶ:体験農園に関する情報提供/ ･ﾌﾞﾙｰﾍﾞ

ﾘｰ農家等での仕事･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･配送の仕事など/他
http://kashiwa-secondlife.com/seminar/1768 

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 

2.11木祝 

13:15~15:20 

街に出かけ､食を考える映画を見ませんか？ 

「世界が食べられなくなる日」 
〜 暴走するﾃｸﾉﾛｼﾞｰの先はどんな世界 〜 

遺伝子組換えと原子力。この先にどんな世界が？

安全な世界を未来に残すため新たな可能性を問う 

監督:ｼﾞｬﾝ=ﾎﾟｰﾙ･ｼﾞｮｰ､(2012年/ﾌﾗﾝｽ/118分) 

千葉市文化ｾﾝﾀｰ 5F ｾﾐﾅｰ室 

(同市中央区中央 2-5-1) 

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 

TEL:0120-866-918 1/22(金)迄* 

*締切後、残席あればご案内 

2.19金 

10~15 

神奈川シニア自然大学校 公開講座 (有料) 

国産大 と自家製 で作る 手前味噌づくり 
〜 米味噌・麦味噌・ざる 腐を作る 

大 を大 でじっくり煮込み､手作りの と ぜ

合わせ､米味噌と麦味噌を仕込む｡手間 をかけて

作る､添加物一切なしの美味しい味噌ができる 

川崎市 黒川青少年野外活動ｾﾝﾀｰ 

(同市 麻生区黒川 313-9) 

 

神奈川ｼﾆｱ自然大学校 

TEL:080-2555-2420要申込 

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､ 右記へ直接検体を持参 流山市 ｺﾐｭﾆﾃｨ課 

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
http://kashiwa-secondlife.com/seminar/1768
http://kashiwa-secondlife.com/seminar/1768
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
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  井戸水含む) 対象:流山市内在住者 ※土壌は対象外 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 
月〜土[通年] 

8:45〜11:45 
同上 同上 東葛病院駐車場  

(流山市下花輪 409) 

同上 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html 

10月〜7月 

8:45〜9:45 

コスモス会 ふれあい朝市(毎日) 同上 流山市名都借 320 同会 TEL:04-7144-2820 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html 

第 1･3 日曜 

8〜15 

長全寺門前市 (荒天中止) 
http://monzenichi.com/member/member.php 

柏産の野菜、市内商店・事業所の商工品の販 

売など。 

長全寺境内  

(柏市柏 6-1-9) 

同市運営委員会事務局 
TEL:04-7169-9090 

毎週土曜 

8:30〜11 

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

流山市商工課 

TEL:04-7150-6085 

第 4土曜 

8:30~12:30 

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

近隣農家の新鮮野菜、地域商店の惣菜、流山 

ふるさと産品など。詳細は左記 URL参照 

運河水辺公園 

 (東武線 運河駅 徒歩 2分) 

利根運河交流館 

TEL:04-7153-8555 

毎週 土 

8~12 

八街土曜市 
〜 店の人と気軽に 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 

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 
 

http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html
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
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
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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 
 

1.23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 

募集中 

NEW 

野菜作りを学んでみませんか 

体験＆市民農園利用者募集(有料) 

体験農園：農園主が指導･管理する農作業体験 

市民農園：市内各地の農園を貸出すのみ 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010859.html 

詳細は左記 URL参照 
※：市民農園は下記 URL参照 

流山市農政課 TEL:04-7150-6086 

※ http://nsjc.co-site.jp/jigyouAnnai/shisetsuKanriUnei/nouen.html 

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 

1.30土〜 

2.14日NEW 

第 32回 植物画コンクール入選作品展 
・植物画描き方講座：2/11(木)､14(日) 

全国 2,352点応募から 106点が文科大臣､科博館

長､筑波実験植物園長､佳作､準佳作等各賞に入選 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2016/01botanical/index.html 

(独)国立科博 筑波実験植物園 

(つくば市天久保 4-1-1) 

左同 

TEL:029-851-5159 

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 

2.02火まで 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 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 

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 

2.10水まで 

NEW 

ガレージセール出店者募集(流山市民対象) 

開催日時：3月 27日(日)10〜15時 

出店面積：1.8m×0.8m／区画 

出品可:書籍､衣類､おもちゃ､電化製品など日常生

活用品。出品不可:食品､動物､危険物､植物 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/025078.html 

流山市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館 2F 

(同市 下花輪 191) 

同市環境部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

http://enekei.jp/eneoverview/
http://www.env.go.jp/press/100885.html
http://www.env.go.jp/press/100885.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010859.html
http://nsjc.co-site.jp/jigyouAnnai/shisetsuKanriUnei/nouen.html
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
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2016/01botanical/index.html
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/115/index.html
https://tokyosui-concours.jp/
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
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/025078.html
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2.13土まで 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 

10~18 

NEW 

企画展〜〜 ＳＡＴＯＹＡＭＡイズム！ 

小湊鐵道のアートな楽しみ方 〜〜 

・里山を走る小湊鐵道の貴重な資料＊ 

＊を､絵画や鳥瞰図､浮世絵など含め､ｱｰﾄな視点か

ら面白さ発見｡★2月 6日(土)13時からﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ 
http://www.kominato.co.jp/inagegallery/exhibition.html 

こみなと稲毛ｷﾞｬﾗﾘｰ 
(千葉市稲毛区小仲台 2-3-12 こみな
と稲毛ﾋﾞﾙ 5F)  

小湊鐵道(株) 

TEL:043-252-4713 

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 

2.27土まで 

NEW 

無農薬野菜の栽培や里山保全を学ぶ  

H28年度「里山農教室」受講生募集 
説明会：2月 28日(日)9:30〜12:00 

有機無農薬の各種野菜･水稲､そばの栽培技術､里山

保全活動を学ぶ｡講師は農学博士･遠藤織太郎さん 
http://mrs.living.jp/kashiwa/event_leisure/article/2194116 

我孫子市根戸新田 
(北柏駅南口徒歩 15分) 

(NPO)手賀沼トラスト 

TEL:090-2234-5610 

2.28日まで 

NEW 

H28年度 千葉シニア自然大学受講生募集 

〜 健康で､自然を学び､社会とつながる

〜充実したシニアライフを 

基礎ｺｰｽ：自然全般について幅広く学びたい方 

専門ｺｰｽ：各分野について専門的に学びたい方 

http://www.chiba-ns.net/seniorshizendaigaku/recruit.shtml 

詳細は左記 URL参照 (NPO)千葉自然学校 

TEL:043-227-7103 

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 

3.06日まで 

NEW 

かわはく 資料館巡回展〜地面の下をのぞ

いてみよう〜埼玉の地下に潜む自然誌 

私たちの足元にはどのような世界が広がっている

のか｡地下にすむ生き物や洞窟､土などを紹介 

埼玉県 宮代町(西原 289)＆久喜市

(鷲宮 5-33-1)立郷土資料館 

埼玉県立 川の博物館 

TEL:048-581-7333 

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 

NEW 

都心に一番近いローカル公共線｢流鉄｣ 
厳選！とっておきの流山 

第 5回 流鉄フォトコンテスト 

歴史景観や多くの自然や風土､本市の魅力をｱﾋﾟｰﾙ

のため、今年は流鉄線開業 100周年の記念事業 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/11454/027247.html 

募集と応募の詳細は左記 URL参照 流山市・同観光協会 

TEL:04-7150-6085同商工課 

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 

5.08日まで 

NEW 

第 24回 企画展 

 つながるいのち～潜入!子育ての世界 
海の生き物たちはどうやって命をつなぐ？ 

■新しい命の誕生その瞬間■いのちをつなぐ秘密や工

夫■卵を守る秘密■ｲﾙｶやｱｼｶがつなぐいのち■他 

http://www.aquaworld-oarai.com/news/17125 

ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ茨城県大洗水族館 

(茨城県東茨城郡大洗町磯浜町

8252-3) 

左同 

TEL：029-267-5151 

http://www.kominato.co.jp/inagegallery/exhibition.html
https://photocon-summit.jp/
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=952
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=57
http://mrs.living.jp/kashiwa/event_leisure/article/2194116
http://www.chiba-ns.net/seniorshizendaigaku/recruit.shtml
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/10838/11454/027247.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.html
http://www.aquaworld-oarai.com/news/17125
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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:締切日が過ぎても参加可能な場合あります｡ 注 9:注目情報は受付期限を過ぎても掲載する場合あります｡ 

 

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？ イベント名・主催者・HP等 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：すでに公募の締切り､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 

2月まで 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 

別記 1.30土 

で終了 

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 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 

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 

7.23土まで 

全 14回 ※ 

柏 530(ごみｾﾞﾛ)の会'16上半期活動計画 
1/11:柏駅から 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 

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 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 ･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 

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
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
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.html
http://www5f.biglobe.ne.jp/~gomizero/yotei.htm
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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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 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 

NEW 

 

てがたん(手賀沼の自然観察会) 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mu

s/info2/tegatan/index.html 

鳥の博物館前にひろがる手賀沼の自然の中で､鳥と

それにかかわり合う生き物たちを観察する散歩感

覚の自然観察会｡ 

左記 URLに同じ 我孫子市鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212 

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   

 

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 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 柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 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) 同館  同館  

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://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.html
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.isumi-sato.com/
http://www.isumi-sato.com/program/h27program.pdf
http://www.isumi-sato.com/program/h27program.pdf
http://www.isumi-sato.com/program/h27program2.pdf
http://www.isumi-sato.com/program/h27program2.pdf
http://www.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.river-museum.jp/index.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php
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://nagareyamatoy.web.fc2.com/
http://schedule49.blog.fc2.com/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/271/001404.html
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いろいろ開催 リサイクル教室等 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p002488.html (柏市十余二 348-202) TEL:04-7199-5082 
 

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜★〜☆〜 
 

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

