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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

今朝はそれまでの気温 0℃近かかった 1週間に比べたら暖かく感じました。 

暖房前(5:45)の各部温度は次の通りです。 

外気温 6.2℃、リビング室温 16.0℃、内窓ガラス 12.8℃、外窓ペアガラス 10.3℃、 

台所内窓プラ面 11.3℃、同外窓ガラス 7.7℃、 

玄関内ドアプチプチ面 11.2℃、同ガラス外面 9.1℃、玄関風除け室ガラス内面 6.6℃ 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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 【住まいの「高気密・高断熱」の誤解】 

いま現在、全国で壮大なエネルギーの無駄使い中です。 

寒い冬、家から想像もつかない莫大な量の熱が逃げているからです。 

 

そのために、住まい全体を冬暖かく夏涼しくするには、 

「高断熱・高気密化」することで効果の大きい省エネになります。 

 

このお話しをすると「夏は暑いのではないか」とか、 

「熱中症になるのでは」という心配をする方が少なくありません。 

 

これは「断熱」のご理解が不十分であることに尽きます。 

 

昔ながらの壁・窓・天井裏・床下などの断熱が不十分や無断熱住宅で、 

窓を閉めた状態で太陽の日射や高温外気の影響をまともに受け、 

当然ながら部屋の温度は急上昇し、人が健康に住めません。 

 

「高気密・高断熱住宅」は「屋外の温冷熱環境を受けにくい」住宅です。 

太陽の日射やジリジリした高温外気の影響を受けにくくした構造です。 

 

ではその高気密・高断熱住宅の「夏」はどうする・どうなるかというと、 

構造上、屋外の温熱環境に影響されにくく、屋内温度も上がりにくくなります。 

窓を開けても冷涼な空気や風が通過せず不快な場合エアコンを使いますが、 

屋外から屋内へ、天井・窓・壁・床などから「入り込む熱が極めて少ない」ため、 
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その熱を冷やすためのエアコンの消費電力も少なくて良いわけです。 

 

ここで、住まいの高気密・高断熱化で注意が必要なのが「換気」です。 

特に冬、暖房にガスや石油のストーブ・ファンヒーターなどは排出ガスが多い場合、 

屋内の空気を熱損失を少なく清浄に保つ熱交換換気装置が不可欠になります。 

例えばリフォームで内窓を追加した場合、窓の気密度が大幅に上がり要注意で、 

内窓にその注意書きがあります。 

 

繰り返しになりますが、全国的に省エネの遅れた日本の住宅、 

首都圏大地震対策も叫ばれていますので、リフォームや改築などの時、 

耐震補強と同時に断熱材追加などの省エネも必須で考えたいものです。 

 

さらに本当の省エネ住宅は「命と健康」に寄与することが分かっています。 

 

我が家では、今年の冬の実感から、 

以前セミナーで指摘された 1階床下(床裏)断熱をリフォーム計画中です。 

 

高気密・高断熱住宅についてもっと知りたい方は、一例として、 

次のパッシブハウスジャパンさんのホームページをご覧下さい。 

http://passivehouse-japan.org 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・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＞ 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

 

http://passivehouse-japan.org/
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★☆          案内 ☆★ 2016.02.13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 

2.13土 13~15 

& 2.20土 

9:30~13 

「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 

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.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/277/009552.html 

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：水田形状の湿

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) 

2.15月 

17:10ころ 

ふなばし三番瀬海浜公園の干潟から 

☆ ダイヤモンド富士を見よう！ 

〜 神秘的に輝く富士山｢ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ＊ 

＊富士｣(太陽が富士山の山頂に重なり､ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞのよう

に輝く自然現象)を望める｡年2回､気象条件等が揃っ

た日にしか見ることができない貴重な現象 

ふなばし三番瀬海浜公園(船橋市潮

見町40)※当日は休園日ですが駐車場
は午後 3時～午後 6時まで開場 

同公園 

TEL:047-435-0828 

2.15月 

18~20 

第 66回 環境パートナーシップエコサロン 

ネオニコチノイドについて勉強してみませんか 
小倉久子(環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば)〜ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞはﾐﾂﾊﾞﾁだ

けの問題?その最新情報を解説､みんなで学ぶ 

千葉市民活動ｾﾝﾀｰ 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) 
環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 要申込 

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 

2.16火 

13~17:30 
学校給食に伴い発生する廃棄物の 

３Ｒ促進モデル事業報告会・交流会 

各地ﾓﾃﾞﾙ事業､先進事例紹介､講評､総括 

http://www.env.go.jp/press/102052.html 

(株)三菱総合研究所 4F 大会議室 

(千代田区永田町 2−10−3) 

環境省／同研究所 

TEL:03-6705-6036 要申込 

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 
 

     

http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=362
http://ohisama-energy.co.jp/2015/12/18/symposium214/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/277/009552.html
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.env.go.jp/press/102052.html
http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/index.html
http://www.eccj.or.jp/education/tech/pdf/kan/160217.pdf
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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 

13:30~16:30 

うらやす市民大学 環境特別講座 江守正多(国立環境研)〜気候変動ﾘｽｸと人類の選択 

久保田泉(同)〜ﾊﾟﾘ協定の意義と今後の温暖化対策 

うらやす市民ﾌﾟﾗｻﾞ WAVE101 中ﾎｰﾙ 
(JR新浦安駅前ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ新浦安) 

同大学 

TEL:047-351-4811要申込 

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 

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｡話し合い

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 

2.23火 

15:30~17:30 

第 155回 ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN)
研究会 http://www.npobin.net/apply/ 

笹内謙一(中外炉工業(株)〜木質ﾊﾞｲｵﾏｽ小規模ｶﾞｽ

化発電の現状と課題(仮題)／(有料) 

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 

2.23火〜 

26金 

HVAC&R JAPAN2016 

第 39回 冷凍･空調･暖房展 
http://www.hvacr.jp 

｢ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢環境｣｢温度(℃)｣｢技術｣のｷｰﾜｰﾄﾞ､中でも

｢温度｣へのこだわりと､過去･現在･未来への｢技術｣

にかける活動を世に広く知ってもらう 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本冷凍空調工業会 

TEL:03-3219-3562 

2.24水＆ 

25木 各 10~ 

第６回 全調協食育フェスタ 

Shoku-ikuで Peace!! 

食がもたらす幸福感･喜びの大切さｽﾞｰﾑｲﾝ､食

のﾊﾟﾜｰを食育で広め､世界平和につなげたい! 
http://jatcc.or.jp/festa/summary 

東京ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ内ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾎｰﾙ 
(文京区後楽 1-3-61) 

(公社)全国調理師養成施設協会 

TEL:03-3374-5381 
左記 URL内から参加申込み要 

2.25木 

9:30~12:30 

冬の散策会｢利根運河の自然を求めて｣ 

〜 流山市 利根運河沿いを散策し＊ 

＊自然を探しませんか。午後ｵﾌﾟｼｮﾝｺｰｽあり。

東京理科大の学生食堂利用可 

集：東武野田線運河駅 9:30 

解：運河水辺公園 12:30 

印西ｳｪｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEl･FAX:0476-47-1455要申込 

2.25木 

13~16 

社会人向けテーマ別環境学習講座 

〜 東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向け

た環境先進技術と都の環境への取組 

柏木孝夫(東工大)〜東京2020大会とその先に目を向

けた､目指すべき東京のｴﾈﾙｷﾞｰ源／他 2件 
http://www.tokyokankyo.jp/kankyoken/results/gakusyu-top 

都庁都民ﾎｰﾙ (新宿区西新宿
2-8-1都議会議事堂 1F) 

東京都環境科学研究所 

TEL:03-3699-1331 2/18迄 

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 

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
http://www.npobin.net/apply/
http://www.hvacr.jp/
http://jatcc.or.jp/festa/summary
http://www.tokyokankyo.jp/kankyoken/results/gakusyu-top
http://www.chibabank.co.jp/news/hojin/2015/1127_01/
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2.27土 

10~(展示･ｴｺ診断) 

13~16:30 ※ 

第 14回 白井市環境フォーラム 

自らの手で守ろう ふるさと白井の自然と環境 
※ 事例発表・環境漫才は 13時から 

白井第一小〜飼育小屋の環境保全に EM活用／他 1 

高橋邦年(谷田武西の原っ と森の会)〜谷田地区ジｬﾉﾒﾁｮｳ･ﾓ

ﾆﾀﾘﾝグ調査／川上利一〜 ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝグ／他1 

白井市文化会館 2F かおりﾎｰﾙ 

(同市復 1148-8白井市文化ｾﾝﾀｰ 1F) 

白井市･同ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:047-492-1111内 3288 

2.27土 

13~16:40 

●水俣病経験の普及啓発セミナー● 

〜 水俣病･公害経験を語り継ぐために

～ 節目の年を迎える水俣地域 

環境省は、水俣病経験からの教訓を国内外に伝え

るため､H8年度から本ｾﾐﾅｰ実施｡詳細は下記 URL参照 

http://www.env.go.jp/press/101988.html 

TEPIA ﾎｰﾙ 
(港区北青山 2-8-44) 

環境省／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議 

TEL:03-5468-8405 
左記 URL内から申込み要 

2.27土 

13:30~15:30 

第 1回 かしわ環境ステーション公開講座 2016 

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 

2.28日 

13~16 

三番瀬探検隊 

「♪鳥くんと野鳥を探そう」 
♪鳥くんと三番瀬干潟で野鳥観察し鳥の勉強

しよう! ｵﾘｼﾞﾅﾙ缶ﾊﾞｯｼﾞづくりも楽しめます 

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  要申込 

2.28日 

13~16 

スティーブ･ブラウン氏 講演会 

『すばらしき大自然イエローストーン 

〜地球と生きもの 命のつながり』 
http://www.7midori.org/takao/ 

米ﾛｯｷｰ山脈にある国立公園ｲｴﾛｰｽﾄｰﾝ｡その厳しい自然の

中の動物の素顔に迫る。高尾の森自然学校の森に住む生

きものや､その自然環境の大切さを､同氏から日本語でお

話いただく｡同森の“ﾌｸﾛｳ”生態も学ぶ 

高尾の森自然学校 
(八王子市川町 705-1) 

左同 

TEL:042-673-3844 要申込 

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 

3.02水 

13:30~16:40 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢石油の力｣〜東日本大震災か

ら 5年を経て､あらためて考える社会ｲﾝ

ﾌﾗとしての石油〜 

豊田正和(日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研)〜激変するｴﾈﾙｷﾞｰ情勢と 

日本の石油産業の発展の方向／ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 
http://www.paj.gr.jp/from_chairman/20160121_02.pdf 

経団連会館 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 2F 国際会議

場  

 

石油連盟 広報室 

TEL：03-5218-2305 

3.03木 

13:30~15:30 

市民環境講座 

「自然のメカニズム」 
雲や空･野草を中心に､身近な自然の魅力を分

かりやすく学ぶ 

柏市沼南公民館 
(柏市大島田 440-1) 

同館 

TEL:04-7192-1111要申込 

3.04金 

13:30~15:30 

第 104回 省エネルギー学習会 
〜「日本のエネルギー」について 
★今､省ｴﾈﾙギｰの取組みがますます重要に★ 

新田修(IPCCﾘﾎﾟｰﾄｺﾐｭﾆｹｰﾀ)〜･直面するｴﾈﾙｷﾞｰ制約(自

給率､ｺｽﾄ､CO2排出)･制約克服に向け(安定供給､経済

性､環境)･3E+S実現ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽ(省ｴﾈ､ｴﾈﾙｷﾞｰ供給) 他 

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) 

省ｴﾈ学習会･温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7155-1073 要申込 

best.ecohouse@gmail.com 

3.05土 

13:30~16:30 

新たな市民参加の仕組み｢千葉市まちづく

り未来研究所｣が取組んだ「自転車を活

用したまちづくり」シンポジウム 

政策提言の発表や､研究所の活動について意見交換 

まちづくり｣に参加したい方や｢市民参加の新たな

取り組み｣に興味のある方は､ぜひご参加を 

きぼｰる 11F 大会議室 

(千葉市中央区中央 4-5-1 中央保健
福祉ｾﾝﾀｰ内) 

千葉市民活動支援ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-227-3081要申込 

3.06日 

13:30~15:30 

第 2回 かしわ環境ステーション公開講座 2016 
 

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 

http://www.env.go.jp/press/101988.html
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.7midori.org/takao/
http://www.wsew.jp/
mailto:sew@reedexpo.co.jp
http://www.paj.gr.jp/from_chairman/20160121_02.pdf
mailto:best.ecohouse@gmail.com
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3.06日 

13:30~ 

講演会 電力自由化と自然エネルギー 

〜 ライフスタイルや価値観に合わせて選ぶ 

http://renewablecc.jugem.jp 

高橋洋(都留文科大)〜電力自由化って何だろう?自然

ｴﾈﾙｷﾞｰはどうなる? あなたの｢知りたい｣に答える｡ 

★自然ｴﾈﾙｷﾞｰを中心に考える新電力会社社紹介も 

ﾒｲﾌﾟﾙｲﾝ幕張 

(千葉市花見川区幕張本郷 1-12-1) 

(NPO)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ千葉の会 

TEL：080(5417)6948 要申込 

3.07月 

17~19 

(セミナー) エネルギー自由化到来 

〜 いま知っておきたい電気の選び方 
・様々な動きに、生活者から戸惑いの声も・ 

加藤覚(東京ｶﾞｽ(株)〜住宅建築に携わるﾌﾟﾛに向け､

電力自由化の実情と将来像を解説 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_c/detail/1960.html 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 8F  

(新宿区西新宿 3-7-1新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜ) 

東京ｶﾞｽ(株) 

TEL:03-5322-6500 
左記 URL内から申込み 

3.08火〜 

11金 10~17 

LED NEXT STAGE 2016 

〜 ヒカリ＋αで拡がる LEDの可能性 
https://messe.nikkei.co.jp/ld/ 

快適な街づくりや店づくりに欠かせない LEDと有

機ELの最新製品･空間演出事例や､照明の性能を向

上させる関連製品紹介 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

(NPO)LED照明推進協､日経新聞社 

TEL:03-6256-7355 

3.09水 

10~18:20 

国際シンポジウム 

REvision2016 自然エネルギー 飛躍の時 

★基調講演：ｴｲﾓﾘｰ･ﾛﾋﾞﾝｽ(ﾛｯｷｰﾏｳﾝﾃﾝ研)〜＊ 
http://jref.or.jp/activities/events_20160309.php 

＊化石燃料時代の終焉-世界､ｱｼﾞｱで進む変革／他多数／ 

★自然ｴﾈﾙｷﾞｰは COP21を受け､気候変動対策の主役とし

て重要性が高まった｡今回は欧米と急速に拡大進む中国

とｲﾝﾄﾞの最新状況と日本の電力制度改革関連も。 

ｲｲﾉﾎｰﾙ 
(千代田区内幸町 2-1-1 飯野ﾋﾞﾙﾃﾞｨ
ﾝｸﾞ 4F) 

(公財)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6895-1020 
左記 URL内から申込み 

3.09水 

13:30~ 

シンポジウム〜 気候変動問題の最前線

～動き出した世界とこれからの日本 

http://www.env.go.jp/press/102039.html 

気候変動問題の最新動向を紹介し､国内気候変動

対策の普及､国際貢献のため､科学者､政策決定者､ﾒ

ﾃﾞｨｱなどどのような取組みを進めるべきか議論 

千代田放送会館 2F ﾎｰﾙ 

(千代田区紀尾井町 1-1) 

環境省 

TEL:03-5825-9735 3/07迄 

申込みは左記 URL参照 

3.09水 

13:30~17 

シェーナウ環境賞受賞記念 「ふくしま自然 

エネルギー基金※」設立記念シンポジウム 

http://www.isep.or.jp/event/9081 

(1)赤坂憲雄+ｿｰﾚﾝ･ﾊｰﾏﾝｾﾝ+飯田哲也〜地域からｸﾞ

ﾛｰﾊﾞﾙへ､自然ｴﾈが変える未来(2)基調講演:小泉純

一郎(元内閣総理大臣)〜自然ｴﾈが日本を変える(仮題)/他 

福島市公会堂(福島市松木町 1-7) 
※同基金の内容や発起人などについて

は左記 URLを参照 

(一財)ふくしま自然ｴﾈﾙｷﾞｰ基金 

TEL:03-5942-8937 

3.10木 

14~17:30 

第 2回 地中熱利用シンポジウム (有料) 
「建築物の省エネと地中熱」 

http://www.geohpaj.org/archives/5451  

宮田征門(国交省)〜省ｴﾈ基準適合義務化背景と地中

熱への期待/大岡龍三(東大)〜ZEBと地中熱･地下水

利用/住吉大輔(九大)〜地中熱ｼｽﾃﾑのｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ/他 

東大生産技術研究所 AN棟 2F ｺﾝﾍﾞﾝ

ｼｮﾝﾎｰﾙ 

(目黒区駒場 4-6-1) 

地中熱利用促進協会 

TEL：03-3391-7836 

3.12土 

13:30~15:30 

緑の教室 三輪正幸(千葉大) 

〜実つきがよくなる果樹栽培 

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:043-208-1510 要申込 

3.13日 

16~18 

the LOW-ATUS × ISEP 

エネルギーデモクラシートーク＆ライブ(有料) 
http://www.isep.or.jp/event/9065 

えらべ未来 第3回 3.11映画祭にてのﾄｰｸ&弾き語り

ﾗｲﾌﾞ〜 出演:the LOW-ATUS､佐藤彌右衛門､飯田哲

也､ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ:古屋将太 

3331 Arts Chiyoda 2F体育館 

(千代田区外神田 6-11-14) 

(NPO)環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研究所 

TEL：03-3518-9101 ｺﾏﾝﾄﾞ N 

3.15火 

18~20 

シンポジウム 

住宅･建築物の省エネ性能の向上の現状

と課題～ヒートショック死ゼロを目指して 

今泉太爾(日本ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｽ協会)〜日本の住宅･建築物にお

ける断熱構造上の問題点と健康への悪影響/田中信

一郎(長野県環境部)〜同県地球温暖化対策条例･政策/他 

日比谷ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 
(千代田区日比谷公園 1-4 ) 

関東弁護士会連合会 環境保全委員会 

TEL:03-3341-3133 要申込 
 

3.17木 

9:30~ 

自然観察会 

〜 大町自然公園 探鳥会 

案内:ｶﾜｾﾐ､ｱｶﾊﾗ､ｼﾛﾊﾗ等に期待｡ 持物:観察用具､

弁当､飲み水､帽子､敷物､雨具､防寒着 

集：9:30 大町自然公園北口 
(市川市大町 284) 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

3.17木 

18~20 

★緊急来日・特別講演会 

ドイツ｢再生エネ最先端自治体｣町長来日 

講師：ｱﾙﾉ･ﾂｴﾝｹﾞﾚ(ｳﾞｨﾙﾄﾎﾟﾙｽﾞﾘｰﾄ町長)〜＊ 

＊再生ｴﾈで､地域を豊かにする方法とその実践例／

北村和也(再生ｴﾈ総研)〜講演者紹介とドｲﾂの再生ｴﾈ

と地域活性化の実際(http://www.jrri.jp/) 

上野興産(株) 6F会議室 (横浜市 

中区山下町 46第 1上野ﾋﾞﾙ・みなとみら

い線日本大通り駅 3番出口徒歩 3分) 

上野ｸﾞﾘｰﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)･他 2社 

TEL:090-1045-9837要申込 

info@jrri.jp 

3.18金 

13:15~16:30 

講演｢東日本大震災から 5年〜あの

日､あの時を振返って｣(柏･流山市民対象) 

(1)巨大地震・津波に備える〜東日本大震災の

経験を踏まえて (2)柏市の防災対策 

国交省柏研修ｾﾝﾀｰ 
(柏市柏の葉 3-11-1) 

同ｾﾝﾀｰ http://www.col.mlit.go.jp 

TEL:04-7140-8777 要申込 

http://renewablecc.jugem.jp/
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_c/detail/1960.html
https://messe.nikkei.co.jp/ld/
http://jref.or.jp/activities/events_20160309.php
http://www.env.go.jp/press/102039.html
http://www.isep.or.jp/event/9081
http://www.geohpaj.org/archives/5451
http://www.isep.or.jp/event/9065
http://www.jrri.jp/
mailto:info@jrri.jp
http://www.col.mlit.go.jp/
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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 

2.17水まで 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 

2.19金 

13:30~16:30 

グリーン・ブルーツーリズム研修会 

【農家民宿・民泊を考える】 

中尾誠二(成美大) 

〜国内の農家民宿･民泊の現状と課題を考える 

京葉銀行文化ﾌﾟﾗｻﾞ 6 階 欅の間

(千葉市中央区富士見 1-3-2) 

(NPO)千葉自然学校 

TEL:043-227-7103 2/28迄 

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 

2.27土 

10~12 

椎茸(シイタケ)栽培講習会 
対象：柏市民等 

栽培方法を学んでから、原木に穴を開けて種駒を

打ち、持ち帰る。費用 650円/本(2〜3本購入を) 
あけぼの山農業公園 
(柏市布施 2005-2) 

左同 

TEL:04-7133-8877 要申込 

2.27土 

10~13 

青少年ｸｯｷﾝｸﾞ／ 柏市内の小学 4年〜中学生 

〜 和食について学ぼう 
だしのとり方などを学び､ちらし寿司とお吸い

物を作る｡筆記用具､ｴﾌﾟﾛﾝ､ﾏｽｸ､三角巾､布巾持参 

柏市中央公民館 
(〒277-0005柏市柏 5-8-12) 

同館 TEL:04-7164-1811 2/15迄 
ﾊｶﾞｷで左記宛申込み 

2.28日 

13:30~16:30 

ｱﾀﾏとｶﾗﾀﾞで学べる 毎日ヘルシーサロン 

〜未病について考えよう〜 
いつまでも健康で自立した生活をしたい 

矢澤一良(早大)〜未病と食品の機能性について 

浜内千波(料理研究家)〜かんたん!ﾍﾙｼｰﾚｼﾋﾟ紹介 

Yuki(日本たまよろｾﾗﾋﾟｰ)〜ﾄｰｸｼｮｰ＆ｴｸｻｻｲｽﾞ実践 

毎日新聞社内 毎日ﾎｰﾙ 

(千代田区一ツ橋 1-1-1) 

同社／毎日企画ｻｰﾋﾞｽ 

TEL:03-6265-6815 2/17迄 

3.05土 

13:30~16:10 

公開講座 千葉県の豊かな土壌〜 

〜その成り立ちと家庭菜園の土づくり 
https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nou

rin/event/20150305koukaikoza.html 

県の野菜生産を支える土壌の生い立ちと特性､それ

を踏まえた菜園での堆肥と肥料の利用方法など､最

新の研究成果とともにわかりやすく紹介 

県立 中央博物館 
(千葉市中央区青葉町 955-2) 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-291-0151 申込先着順 

carc-staff@pref.chiba.lg.jp 

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 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/happyoukai/index.html
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
https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/event/20150305koukaikoza.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/event/20150305koukaikoza.html
mailto:carc-staff@pref.chiba.lg.jp
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【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 

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 

3.13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 

毎週土[通年]  

7:30〜8:30 

流山市農家生活研究会の朝市 野菜、 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 

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


 9 

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 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 

2.14日まで 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 

2.14日まで 

10~17  

NEW 

コレクション展 新年を寿ぐ吉祥のデザイン 

松 Pine 竹 Bamboo 梅 and Plum 

http://www.nezu-muse.or.jp/jp/exhibition/ 

松の風格ある幹枝､常に緑深い神秘的な力｡青々と

まっすぐ､凛とした竹に霊性｡花のない時期､老木か

ら生命が再生しに花を咲かせる梅に不可思議な力 

根津美術館 展示室 1 

(港区南青山 6-5-1) 

同館 

TEL:03-3400-2536 

2.14日まで 

10~18 

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 
JR総武線「稲毛駅」東口徒歩 1分)  

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 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 

2.17水まで 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 

2.27土まで 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 

2.27土〜 

5.08日NEW 

マリン サイエンス ギャラリー｢毒をもつ海の生

きもの〜食べるため･食べられないため｣ 

体に毒を持ち､他の生きものを食べるためや敵

から身を守るため､毒利用生きものを紹介 

県立中央博物館分館 海の博物館 
(勝浦市吉尾 123) 

同館 

TEL:0470-76-1133 

2.28日まで 

NEW 

H28年度千葉シニア自然大学 (有料) 

〜 自然と俳句講座(5月〜11月全 6回) 
平栗瑞枝(日本自然保護協会)〜俳話と実作･句会･吟行等 

http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=368 

原則 船橋市内 (NPO)千葉自然学校 

TEL:043-227-7103 2/28迄 

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.tbg.kahaku.go.jp/event/2016/01botanical/index.html
http://www.nezu-muse.or.jp/jp/exhibition/
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
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html
http://mrs.living.jp/kashiwa/event_leisure/article/2194116
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=368
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2.28日まで 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 

2.29月まで 

NEW 参考情報 

事業所不用の小型家電を宅配便回収 

★日本一の都市鉱山からの回収に向けて 

〜 ﾘﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)と連携ﾓﾃﾞﾙ事業 〜 

[対象]都内の事業活動による小型家電(ﾊﾟｿｺﾝ等の小

型の電化製品) [料金]880円(ﾊﾟｿｺﾝ含めば無料) 
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/01/20q1t400.htm 

注：東京都と民間会社との事業 

詳細は左記 URL参照 

都環境局資源循環推進部計画課 

TEL:03-5388-3577 

2.29月まで 

NEW 

パソコン無料回収 

対象：個人／沖縄・離島を除く全国 
http://www.renet.jp 

◯宅配便がご自宅まで◯どんなﾊﾟｿｺﾝも回収 

◯安心のﾃﾞｰﾀ消去 

梱包箱ｻｲｽﾞ:3辺合計 140cm､重量:20kg以内 

詳細は左記 URL参照 ﾘﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:0562-45-2922 

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 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 

3.08火まで 

NEW 

第 65回 全国農業コンクール 

〜〜 新しい農の時代をひらく 〜〜 
http://www.mainichi.co.jp/download/agri2016.pdf 

創意工夫の栽培技術により､卓越した経営を展開す

る先進的､独創的生産者を顕彰｡ 部門:種芸･養蚕/ 

園芸/畜産/地域活性化･女性の経営参画 

応募の詳細は左記 URL参照 毎日新聞社 大阪本社総合事業局 

TEL:06-6346-8407 
agri-compe@mainichi.co.jp 

3.11金まで 

NEW 

ながれやま 節電チャレンジ 2015・冬 

〜 昨年 12月〜2月に 10％以上節電 
●昨年度達成世帯にも再ﾁｬﾚﾝｼﾞﾁｬﾝｽあり 

◯まずは節電にﾁｬﾚﾝｼﾞ!◯｢電気ご使用量のお知ら

せ｣確認! ◯応募条件を達成できたら応募! 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html 

流山市 環境政策・放射能対策課 

(同市 平和台 1-1-1) 
左同 

TEL:04-7150-6083 

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 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 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 

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 

http://www.chiba-ns.net/seniorshizendaigaku/recruit.shtml
http://www.park-funabashi.or.jp/bay/bphotonboshuu.htm
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/01/20q1t400.htm
http://www.renet.jp/
http://www.ecosite.jp/ecohouse
http://www.mainichi.co.jp/download/agri2016.pdf
mailto:agri-compe@mainichi.co.jp
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html
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
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.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: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 イベント等の一覧 URL 所在地・問合せ 

H27年度分 
再生ｴﾈ･省ｴﾈ

関連支援金 

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 

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

＊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・

http://www.wildbirdpark.jp/event_

info.html 
大田区東海 3-1 

同公園管理事務所 

6.15水まで 

NEW 

美しい農村環境 写真コンテスト 

〜 誰もが住んでみたい美しい農村環境 

応募資格：千葉県民・同在勤者 

あなたが見つけた美しい農村や農村環境､農村にお

けるさまざまな活動を写真におさめてみませんか 

http://www.chibadoren.or.jp/photo/reaf_22.pdf 

応募の詳細は左記 URL参照 水土里ﾈｯﾄ千葉(県 土地改良事業

団体連合会) 

TEL:043-241-1728 

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 

受付中 

NEW 

太陽光発電設備設置奨励事業 

1kW あたり 3万円(上限 12万円)奨励金! 

要件：昨年 4月 1日以降設置し電力＊ 

*需給契約済み･市内居住し市内業者から購入･支払

日から 6 月以内・他｡ 予算まで先着順受付け 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html 

詳細は左記 URL参照 流山市 環境政策・放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

随時 太陽光発電施工は流山市内事業者で 

〜 実質負担額は 91万円(3kW)から 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ導入希望者の相談や施工を受

付け｡現地調査を行い最適な発電ｼｽﾃﾑを提案｡ 

詳細は下記 URLまたは問合せを 
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875 

流山太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ活用ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7158-6111商工会議所内 

随時 「まちをきれいに志隊」募集 
〜個人でも団体でも登録できます〜 

路上喫煙やﾎﾟｲ捨て､犬のふん放置防止啓発や
清掃活動のｸﾘｰﾝ･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｡対象：流山市民等 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/l

ife/34/275/013029.html ←詳細 

流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

貸出受付中 (放射線)積算線量計の貸出し 

〜 生活で受ける放射線量の目安に 

個人が携行する日常生活環境で､どの程度の 

放射線量を受けているか調べる 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 

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.wildbirdpark.jp/index.html
http://www.wildbirdpark.jp/event_info.html
http://www.wildbirdpark.jp/event_info.html
http://www.chibadoren.or.jp/photo/reaf_22.pdf
http://www5f.biglobe.ne.jp/~gomizero/yotei.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/275/013029.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/275/013029.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html
http://www.ckz.jp/onndannka/consortium.html
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〜 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｡＊ 

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 
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 

 

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 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 

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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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 〜★〜☆〜 
 

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

