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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

あの大震災と原発事故から 5年を過ぎました。 

その節は救援物資の提供など、ご協力ありがとうございました。 

掲載の通り、5月 28日～29日に南三陸町へのバスツアーがあります。 

ご希望によりその案内チラシをメールでお届けします。 

本案内編者は参加の予定です。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[1] 主題案内を「文末の添付ファイル」でお届けします。 

引続き、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと 【 鉄道網インフラを利用した送電網 】 

電気も食料と同じように自給自足できれば安心かつ効率的です。 

過日の展示会ではそれを自らの住まいで実践している紹介がありました。 

地域で個人で自給が進めば良いのですが、まだ時間がかかります。 

 

都会の電気は遠い発電所から高圧送電線で運ばれますが、 

途中で電気が熱になったりしてロスが大きくなります。 

したがって発電と受電(工場や家庭)を最短距離で配電すれば良い訳です。 

 

今、新しい発電事業者が発電をしても、土地を確保し鉄塔を立て 

送電線を自分で引くのは容易ではありません。 

したがって既存の電力会社の送電網を利用しかない訳ですが、 

無償で送電線を使うわけにもいかず「託送料」を払います。 

 

先日の新電力会社の説明では、託送料が kWhあたり 7.31円、 

家庭の年間消費電力を 4,000kWhとすれば何と年間 29,240円になります。 

複雑な託送料原価明細もあるようですが高額に感じます。 

原発の発電コスト積算と逆なイメージです。 

 

ということで、街中の空中に電力線を張るのは時代遅れですが、 

日本の鉄道網を基礎インフラとして送配電に利用できないでしょうか。 

外国の事例はないのでしょうか。たまたま見た外国旅行テレビで、 

鉄道鉄橋の両脇に大きく張り出した支柱に高圧送電線らしきものがありました。 
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もちろんいろいろな課題は考えられますが、新たに送電鉄塔を建て 

送電線を引くより低コストであり、簡単にきめ細かな送電網が早くできると思います。 

いかがでしょうか。 

 

銚子電鉄、いすみ鉄道、小湊鐵道、流鉄線などのローカル鉄道が 

地域に根ざしたエネルギー事業者になれる可能性に明日の希望が持てます。 

 

＜追伸＞ ”お詫び” 今回のご案内で、 

12日(土)開催「流鉄 100周年イベント」詳細を掲載予定でしたが、  

編集遅れで掲載できませんでした。お詫びいたします。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・環境と農の広場・・新美 健一郎・・ 

・発信地：千葉県 流山市 

＜明日への助け合い＝環境保全・食農安全＞ 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
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★☆          案内 ☆★ 2016.03.14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 

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 

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 

3.18金 

13:30~16:30 

広域関東圏 水素･燃料電池ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

〜 関東圏における水素･燃料電池社会

の実現に向けて 

星野昌志(ｴﾈ庁)〜水素社会の実現に向けた取組の加

速／志村篤紀(山梨県)〜燃料電池ﾊﾞﾚｰの実現に向け

た取組／他講演等 3件、経産省構想説明 1件 
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shiene/20160318_fc_seminar.html 

富国生命ﾋﾞﾙ 大会議室 

(千代田区内幸町 2丁目 2−2) 

経済産業省 関東経済産業局 

TEL:048-600-0357要申込 

左記 URL内から申込み 

3.19土 

9:30~11:40 

柏市景観重要建造物指定記念シンポジウム 

★地域資産の魅力と可能性 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/14030

0/p030366.html 

横石知二(株)いろどり｢葉っぱﾋﾞｼﾞﾈｽ｣仕掛け人)〜誰もが主役にな

れるまちづくり／都市景観賞表彰式／景観重要建造物

指定式／手賀沼関連ﾐﾆ講演:高野博夫(柏市)／他 

同時開催｢農と自然と歴史のまち 沼南の魅力｣ﾊﾟﾈﾙ展示 

ｱﾐｭｾﾞ柏ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏 6-2-22) 

柏市都市計画課 

TEL:04-7167-1144 要申込 

info-tshkk@city.kashiwa.lg.jp 

3.19土 

13~16 

東京湾学会 20周年記念シンポジウム  

〜東京湾学会の 20周年と東京湾の未来 
http://tokyowangaku.info/ - f001 

発表者:中村俊彦(生態)･川名興(生物)･森尚登(考古)･

實形裕介(歴史)･斗鬼正一(文化人類)･髙橋克(民俗)･

高橋覚(美術)･夏目大介(経営)･佐藤毅(文学) 

千葉県立中央博物館 講堂 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同学会 

TEL:090-6923-4715 

3.20日 

10~12 

親子自然ウォッチング 

｢春の虫をさがしてみよう｣ 
森で探検。春はやくに出てくる虫たちを探し
て探検してみよう。講師：県 森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会 

県立 船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 管理事務所 

TEL:047-457-4094要申込 

3.20日 

10~ 

第 17回 春の江戸川カッパ市 

〜 K-8＝ｶｯﾊﾟ｡健康､交流､経済､観光､

教育､環境､危機管理､婚活の頭文字 

ﾌﾘﾏ(出店募集中※)､ｸﾞﾙﾒｺｰﾅｰ､手作りｱｰﾄ､石巻市の

早摘みﾜｶﾒ販売復興支援､E ﾎﾞｰﾄ乗船体験、他 
http://edogawakurabu.com 

江戸川河川敷 樋野口水門･川の一

里塚周辺 
(JR松戸駅西口から徒歩 10分) 

同市実行委員会 

TEL:047-330-3450 
※:ﾌﾘﾏ出店申込みは 3/10まで 

3.26土 

13~16:30 

フォーラム神奈川 2016 

電力小売自由化!〜どんな電気を選ぶ？ 
(http://kanagawa.greenenergy.jp/) 

横山隆一(早大)〜電力小売り自由化の下での次世

代電力ﾈｯﾄﾜｰｸと新規ﾋﾞｼﾞﾈｽの展開／竹村英明(EG ﾊﾟ

ﾜｰ(株))他 4名による表題ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ／活動報告 

横浜市開港記念会館 1F 1号室 

(同市 中区本町 1-6 みなとみらい線
「日本大通り駅」徒歩 1分) 

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ 神奈川 

TEL:045-803-2182(要申込) 
kimio_yokoya@ybb.ne.jp 

3.26土 

13:30~ 

第 204回 くらしの植物苑 観察会 小島道裕(同館) 

〜 桜から考える歴史 

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 

3.27日 

10~12 

森のネイチャーゲーム 

講師：県 森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会 

県民の森には自然の宝物がいっぱい!  

森の中を歩いてみましょう｡ 

県立 船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 管理事務所 

TEL:047-457-4094要申込 
     

http://www.jrri.jp/
mailto:info@jrri.jp
http://www.col.mlit.go.jp/
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shiene/20160318_fc_seminar.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/140300/p030366.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/140300/p030366.html
mailto:info-tshkk@city.kashiwa.lg.jp
http://tokyowangaku.info/#f001
http://edogawakurabu.com/
http://kanagawa.greenenergy.jp/
mailto:kimio_yokoya@ybb.ne.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 

3.16水 

13:30~15:30 

緑の講習会 

〜 上手なタネまき 
講師:高橋孝文〜ﾀﾈを撒いても発芽しなかった

ことありませんか?ﾀﾈの細かさや特性を学ぶ 

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 

3.20日祝 

10~15 

やちよ いちご＆ミルクまつり 

 

八千代市内の観光いちご園割引券配布､農産

品･加工品販売､ﾊﾞﾀｰ･ｼﾞｬﾑ作りなどの体験 

道の駅やちよ･やちよ農業交流ｾﾝﾀｰ 

(八千代市米本 4905-1 他) 

道の駅やちよ 

TEL:047-406-4778 

3.28月 

13:30~16:30 

国際シンポジウム〜 いま改めて考えよう 

(原子力発電 高ﾚﾍﾞﾙ放射性廃棄物) 

地層処分～世界の取り組みから学ぶ 

増田寛也(総合資源ｴﾈﾙｷﾞｰ調査会)〜地層処分に向けた世界の

取組と日本の針路/ﾔｰｺﾌﾞ･ｽﾊﾟﾝｹﾞﾝﾍﾞﾘ(ｴｽﾄﾊﾝﾏﾙ市長)/他 
http://www.numo.or.jp/pr-info/pr/event/new_symposium16022909.html 

丸ﾋﾞﾙﾎｰﾙ  
(千代田区丸の内 2-4-1東京駅前 丸

ﾋﾞﾙ 7F)  

原子力発電環境整備機構 NUMO 

TEL：03-6371-4003 3/24迄 

左記 URL内から申込み 

4.03日 

9~12 

自然観察会 

〜 樹木医と歩く市野谷の森 

樹木医と一緒に市野谷(いちのや)の森の樹木を観察し

ます｡本会では初めての樹木の観察会です｡ 

集：9時 流山おおたかの森駅南口階

段下または 9時 15分 流山市水道局 

(NPO)NPO さとやま 

TEL:04-7152-6856 要申込 

4.03日 

9:30~12 

自然観察会 

〜 利根運河で春を満喫 

運河の土手に咲く野の花､古墳の森の樹木､野鳥観

察など楽しむ｡飲物､雨具､歩きやすい服装など要 

集：9:30東武野田線 運河駅改札口 東葛しぜん観察会 

TEL:04-7154-9366 要申込 

4.03日 

10~15:30 

キッズ・フェスタ・おかげさまで 1周年 

〜 体験ｺｰﾅｰや心地よい音色のｺﾝｻｰﾄ､* 

*野菜やみりんの販売など子供向けｸｲｽﾞ､森の中で

ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ｡(NPOさとやま参加) 

おおたかの森ｾﾝﾀｰ 

(流山市市野谷 621-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7159-7031 

4.13水 

9:30~15:30 

春の里山散策会 

〜 印西市 草深の森と周辺で自然探し 

草深の森と周辺を約 6km巡り､野鳥､植物､虫などの

自然と地域の史跡を探す｡飲物、弁当、双眼鏡持参 

集：北総線印西牧の原駅 9:30 

解：同駅 15:30  雨天中止 

印西ｳｪｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL:0476-47-1455 要申込 

4.16土 

9:30~11:30 

緑の教室 鈴木弘行(緑の相談員) 

〜 ﾊﾞｰﾄﾞｳｵｯﾁﾝｸﾞ(中級者編) 

青葉の森公園 緑の相談所 

(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同所 

TEL:043-208-1510 要申込 

4.16土 

13:30~16:30 

さようなら原発･市川市民のつどい 2016 

〜 原発事故は終わっていない、 

チェルノブイリ､福島､そして市川／映画と講演 

映画｢ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ 28年目の子どもたち〜長期被曝・｣ 

講演:白石草(OurPlanetTV)〜ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘから 30年､福島か

ら 5年〜放射能汚染による健康･被害は?／ほか 

市川市生涯学習ｾﾝﾀｰ ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸ 2F 

(同市 鬼高 1-1-4) 

同つどい実行委員会 

TEL:047-302-0014 ※ 
※ 保育は要連絡 

4.16土・ 

17日 10~15 

北総花の丘公園 Spring！春まつり 
http://www.cue-net.or.jp/kouen/hana/news2016_0309/ 

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ/ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ無料体験会/ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ迷路に

ﾁｬﾚﾝｼﾞ/ｼﾞｬｽﾞﾗｲﾌﾞ･ｺﾝｻｰﾄ/野菜販売･ﾌｰﾄﾞｺｰﾅｰ/他 

同公園 

(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 

4.20水〜 

22金 10~17 

次世代モビリティ展★ひとの快適な移

動を支える新しいﾓﾋﾞﾘﾃｨ専門展示会★ 

〜 都市発展や公共交通多様化で､従来

の交通機関･車両では対応しきれない＊ 

*移動手段が求められ､また温暖化対応の省ｴﾈ･低炭

素化はｴﾈﾙｷﾞｰ政策上重要で､環境対応の小型電動

車両が期待される。招待状持参･事前登録者無料 

http://www.jma.or.jp/tf/mob/outline/feature.html 

幕張ﾒｯｾ 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-0587 

4.23土 

10~15 

かずさＤＮＡ研究所一日公開 

4/18(月)〜24(日)は科学技術週間 

同所内見学､研究紹介ｾﾐﾅｰ､DNA抽出実験ほか 
https://event.starsphere.jp/kazusa/openkdri/ 

同研究所 
(木更津市かずさ鎌足 2-6-7) 

左同／左記 URLから申込み 

TEL:0438-52-3930 4/1迄 

4.26火 

9~ 

自然観察会 

〜 葛西臨海公園 探鳥会 

案内:ｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘ等に期待｡ 持物:観察用具､弁当､

飲み水､帽子､敷物､雨具､防寒着 

集：9時 船橋駅さっちゃん像前 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

4.26火 

9:30~11:30 

流山市 ゆうゆう大学(中央・北部・南流

山の各学園) 合同公開講演会 

柴田佳秀(科学ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)〜 賢いｶﾗｽの本当の秘密 
'96年よりｶﾗｽの生態調査研究を続けている 

流山市文化会館ﾎｰﾙ 
(同市 加 1-16-2) 

同市 中央公民館 

TEL:04-7158-3462 申込不要 

http://www.numo.or.jp/pr-info/pr/event/new_symposium16022909.html
http://www.cue-net.or.jp/kouen/hana/news2016_0309/
http://www.jma.or.jp/tf/mob/outline/feature.html
https://event.starsphere.jp/kazusa/openkdri/
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3.20日 

13:30~15:30 

緑と食を楽しむ教室 

ベランダ家庭菜園 ジャガイモを育てよう 
吉村孝(緑の相談員)〜ちょっとしたｽﾍﾟｰｽで栽培｡

そのｺﾂやﾎﾟｲﾝﾄを学ぶ｡3ヶ月後の収穫が楽しみ 

県立 北総花の丘公園 
(印西市原山 1-12-1) 

同園 

TEL:0476-47-4030 要申込 

3.21月休日 

13~16:30 

千葉大学園芸学部公開研究発表会 

〜 食と緑のサイエンス 〜 
 

第一部:ﾎﾟｽﾀｰ発表(千葉大:17件､県農林総合研究ｾ

ﾝﾀｰ:2件)､第一部:口頭発表(5件)、発表者表彰 
内容詳細→ http://www.h.chiba-u.jp/news.html?id=93 

同大園芸学部 E棟 2F合同講義室 

(松戸市松戸 648) 

同学部学務係 

TEL:047-308-8712 申込不要 

3.24木 

18~20 

遺伝子組換えシリーズ・シンポジウム 

～遺伝子組換えの現状と未来を考える 

田部井豊(農業生物資源研)〜遺伝子組換えの現状と未来

を考える／安田美絵(ﾙﾅ･ｵｰｶﾞﾆｯｸ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ)〜Q&A・議論 

港区神明いきいきﾌﾟﾗｻﾞ 4F集会室 

(港区浜松町 1-6-7) 

市民ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ農都地域部会 
noutochiiki@gmail.com 

3.26土 

13:30~16 

 

知っておきたい！私たちの食の現実  

『遺伝子組み換えルーレット 

〜私たちの生命のギャンブル』 
上映会＆アフタートーク 

ｹﾞｽﾄは､日本語版製作ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで翻訳監修の印鑰(い

んやく)智哉氏。観る前に参考になる点の解説。観た

後の同氏による､まとめのﾄｰｸ(映画撮影時からその後

の変化･現状報告等)。質疑応答・主催者まとめ  

市民会館うらわ 

(さいたま市浦和区仲町 2-10-22) 
 

http://www.daichi-m.co.jp/event/5541/ 

｢遺伝子組換えﾙｰﾚｯﾄ｣上映&ｱﾌﾀｰ

ﾄｰｸ実行委員会 

TEL:043-380-7760 
左記 URLから申込み 

3.27日 

10:20~17 

全国有機農業推進協・全国学校給食を考える会 共催企画 

★食の安全、日本の農業と学校給食★ 

〜 食・農・生命に迫る危機を知る 

映画｢遺伝子組み換えﾙｰﾚｯﾄ｣&ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ 

知っておきたい!! 私たちの食の現実!! 

同映画は遺伝子組み換え食品によるｱﾒﾘｶの健康被

害の実態を白日の下にさらけ出した画期的作品｡ 

池上氏(近畿大)からは､多国籍ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽの戦略な

どと食育基本法､栄養教諭の在り方､和食の普及､地

域有機農産物の導入など講演いただく 

東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾙ 
(渋谷区神宮前 5-53-67) 

(NPO)全国有機農業連絡協議会・全国

学校給食を考える会 

TEL:043-380-7760 要申込 

全有協事務局 大地を守る会 CSR推

進部 

3.27日 

13:30~15:30 

富里御料ソーラーシェアリング開所式 

〜 エネルギーとネットワークで、 

農業・地域に活力を!! 

13:00 受付 現地概要説明 13:30 開所式 南部共

同利用施設へ移動 14:30 富里ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ事業説

明､ (株)ｴｽﾊﾟﾜｰ事業紹介 15:30 交流会 ﾌﾘｰﾄｰｸ 

千葉県富里市南部共同利用施設

(同市 御料 488) 

 

(一社)ちば耕援隊・(株)ｴｽﾊﾟﾜｰ 

TEL:043-376-2466要申込 

asai@aikei-planning.com 

3.30水 

15:30~17:30 

第 156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/ 

大村次郎 (認証検査機関 Control Union Japan) 

〜ﾊﾞｲｵﾏｽのﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨをどう確保するか (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 

4.03日 

13~16 

ちば里山･ﾊﾞｲｵﾏｽ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ～ 

さと･ひと･しごと 未来のｽﾄｯｸから考える 

http://chibakyo.net/archives/50 

倉阪秀史(千葉大)〜千葉の里山を持続可能な未来の

ｽﾄｯｸに/事例:2件/わいわいﾄｰｸﾘﾚｰ｢ちば里山の未来

図は｣〜活動関係者､林業関係者､自治体職員ほか 

市原市五井会館 4F 大ﾎｰﾙ 

(同市 五井中央西 2-3-13  JR 五井
駅西口徒歩 3分) 

ちば里山･ﾊﾞｲｵﾏｽ協議会 

TEL:090-2721-8712 
mail@chibakyo.net 

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 】 

募集中 H28年度 江川地区(田んぼ)市民農園 募集 

〜 里山の自然の中で米づくり(有料) 
http://www.nodafarm.jp/nouen25.html 

●ﾌｧﾐﾘｰ型：約 30㎡／人を割当てで区画を区切らず､参

加者相互協力で田植え〜稲刈りまで体験｡●ｵｰﾅｰ型：約

150㎡の田んぼで 5名まで作業。4/29(or5/1)田植え 

詳細は左記 URL参照 

右記ﾌｧｰﾑ住所：野田市三ツ堀 371 

(株)野田自然共生ﾌｧｰﾑ 

TEL:04-7192-8267 

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 

'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 

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] 同上 同上 東葛病院駐車場  同上 

http://www.h.chiba-u.jp/news.html?id=93
mailto:noutochiiki@gmail.com?Subject=3%E6%9C%8824%E6%97%A5%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B
http://www.daichi-m.co.jp/event/5541/
mailto:asai@aikei-planning.com
http://www.npobin.net/apply/
http://chibakyo.net/archives/50
mailto:mail@chibakyo.net
http://www.nodafarm.jp/nouen25.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010859.html
http://nsjc.co-site.jp/jigyouAnnai/shisetsuKanriUnei/nouen.html
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html
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8:45〜11:45 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html (流山市下花輪 409) 

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 ) 

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 

 

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 

募集中 

NEW 

東日本大震災被災地支援 

宮城県 南三陸町バスツアー (16,000円) 
日程:5月 28日(土)〜29日(日)１泊 2食付 

東日本大震災から 5年､被災地の｢今｣を見て､交流

し､これからの支援を考えていきましょう｡現地商

店街などでの買物･見学･昼食など盛りだくさん！ 

集･解：東京都 台東区上野 1-12-6 
全統一労働組合前 

出発：午前 8時･･帰着：午後 8時 

名無しの震災救援団 

TEL:03-3836-9061 

FAX:03-3836-9077 

3.18金まで 

NEW 

(映画) バナナの逆襲・2話同時公開 

第１話 『ゲルテン監督、訴えられる』 

第２話 『敏腕？弁護士ドミンゲス、現る』 

〜 中米ﾆｶﾗｸﾞｱのﾊﾞﾅﾅ農園労働者が､農薬＊ 

＊被害で超巨大企業を提訴｡その裁判過程を記録したﾄﾞｷ

ｭﾒﾝﾀﾘｰ映画が思わぬ波紋を呼び､映画界を巻込み同企業

とﾒﾃﾞｨｱ暗部をあぶり出す｡ｽｳｪｰﾃﾞﾝ発“甘い”ﾊﾞﾅﾅをめ

 る“甘くない”ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ! ＜詳細は右記 URL参照＞ 

ﾕｰﾛｽﾍﾟｰｽ 
(渋谷区円山町 1-5 KINOHAUS 3F) 
http://kiroku-bito.com/2bananas/ 

左同 

TEL:03-3461-0211 

3.18金まで 

NEW 

中央学院大学オープンカレッジ(有料) 

地球環境問題と私たちの生活[講座 A4] 

日程：5/10(火)〜7/12(火)全 10回 

佐藤寛(同大)〜持続可能な社会への視点・環境と人

間社会との相互作用からの問題を環境社会学から 
http://www.cgu.ac.jp/tabid/1516/Default.aspx 

同大ｱｸﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ 

(我孫子市久寺家 451) 

左同 

TEL:04-7183-6529 

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://kiroku-bito.com/2bananas/
http://www.cgu.ac.jp/tabid/1516/Default.aspx
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3.19土〜 

6.26日NEW 

第 20回 芹沢銈介 作品展 

葉の彩(いろ)､花の声 
〜 芹沢銈介の植物へのまなざし 〜 

型絵染の人間国宝･芹沢銈介の描いた花や草木､野

菜や果物などの植物の世界を紹介｡ 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/280400/p030233.html 

  

3.23水〜 

4.06水 

NEW 

全労済 地域貢献助成事業 2016年募集 

「環境保全」「子どもの健全育成」に 

「防災・減災」活動を追加 

●自然災害に備え､命を守る●地域の自然環境･生

態系を守る●温暖化防止や循環型社会づくり/他
http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2016/20591.html 

応募の詳細は左記 URL参照 全労済 総務部 

TEL:03-3299-0161 

3.24木まで 

NEW 

平成 28年度 重要生態系監視地域モニタ

リング推進事業(ｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ調査)入札 

http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/20

160304_90724.html 

調査対象のひとつである干潟等の湿地生態系につ

き､全国の調査ｻｲﾄにおいて､指標となる生態系を構

成する要素のｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ類調査をし､生物多様性･生

態系機能の状態を把握する。 

業務内容の詳細は左記 URL参照 
(同様にｶﾞﾝｶﾓ類調査 URLは 

http://www.env.go.jp/kanbo/chotat

su/20160304_90721.html) 

環境省自然環境局生物多様性ｾﾝﾀｰ 
(富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1) 

TEL：0555-72-6033 

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 

平日 9~21 

第 5回企画展示 駒場博物館所蔵資料展

「東京大学とノーベル賞」 

同大出身ﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞者､候補者の学生生活や研究

生活を同館､医科学研究所図書室所蔵資料て紹介 

同大柏図書館 1F ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ 

(柏市柏の葉 5-1-5) 

左同・ 

TEL:04-7136-4220 
http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/kashiwa/news/news_shiryo.html - n20151228 

3.31木まで 都心に一番近いローカル線｢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 

NEW 

環境月間メインイベント「エコライフ・フェア2016」

ブース出展者募集【6/4&5開催】(有料) 
http://www.env.go.jp/press/102149.html 

人々を理解･意識から実際の行動へと導くきっかけ

となる場を提供し､我々のﾗｲﾌｽﾀｲﾙや経済社会活動

を環境にやさしいものとすることを目指す 

渋谷区 都立代々木公園 

(ｹﾔｷ並木及びｲﾍﾞﾝﾄ広場を予定) 

その他詳細は左記 URL参照 

環境省･同ﾌｪｱ事務局 

TEL：03-6416-1141 

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 

4.03日まで 

NEW 

開館 14周年記念 勇者マンボウ  

～大洗に集いし勇者たち～ 
http://www.aquaworld-oarai.com/news/17178 

大人気｢ﾏﾝﾎﾞｳ｣にｽﾎﾟｯﾄをあて､ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰやｺﾝｻｰﾄな

ど､親子で楽しめる。抽選でﾏﾝﾎﾞｳの給餌体験。｢勇

者ﾏﾝﾎﾞｳ｣ｲﾗｽﾄに色を塗りｵﾘｼﾞﾅﾙｷｰﾎﾙﾀﾞｰを作る｡ 

ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ茨城県大洗水族館 

(東茨城郡大洗町磯浜町 8252-3) 

同館 

TEL：029-267-5151 

4.28木まで 全天周映像作品・ネイチャーリウム 

★富士の星暦(ほしごよみ)日本最高峰を知る 
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ富士､ﾊﾟｰﾙ富士､迫力の空撮映像など富士

の絶景がﾄﾞｰﾑいっぱいに広がる｡ 
千葉市科学館 

(千葉市中央区中央 4-5-1「Qiball

（きぼーる）」内７F〜10F) 

同館 

TEL:043-308-0511 
http://www.kagakukanq.com/sp_event/detail.php?time_table_parent_id=308274 

4.30土まで 

【一次締切】

NEW 

有機農業全国交流集会 in石川 

開催：8月 7日(日)〜8日(月)１泊２日 

(有料) 

TPPに打ち克つ地域の力､有機農業･ｴｺ農業の全国

展開により､危機的な日本農業の再生を｡そのﾋﾝﾄを

与える｢金沢大地｣の取組を見聞・感じていただく 

集：JR金沢駅 西口 11:30 

 
※ http://www.zenyukyo.or.jp 

(NPO)全国有機農業推進協議会※ 

TEL:080-2206-2525 要申込 
さんぶ野菜ＮＷ 

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 ？ 

■新しい命の誕生その瞬間■いのちをつな 秘密や工

夫■卵を守る秘密■ｲﾙｶやｱｼｶがつな 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.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/280400/p030233.html
http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2016/20591.html
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/20160304_90724.html
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/20160304_90724.html
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/20160304_90721.html
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/20160304_90721.html
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1940.html
http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/kashiwa/news/news_shiryo.html#n20151228
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/11454/027247.html
http://www.env.go.jp/press/102149.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.html
http://www.aquaworld-oarai.com/news/17178
http://www.kagakukanq.com/sp_event/detail.php?time_table_parent_id=308274
http://www.zenyukyo.or.jp/
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ヶ月先まで掲載します｡ 注 4:日程･内容が変更される場合があり､ご確認ください｡   注 5:できるだけ多種多様情報を掲載したく､同一団体さんの掲載 を限らせてい

5.08日まで 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｣ 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60 

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. 

(観察会 3/12(土)、磯いそ探検隊 3/27(日)) 

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 

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 

6.05日まで 

NEW 

春の展示★石材(房州石・小松石・大谷石・白

河石・芦野石・稲田石・etc)が語る 

〜 火山がつくった日本列島 

房総半島特産の鋸山｢房州石｣を詳しく／近年の日

本列島各地の火山活動／火山とは何か—火山噴出物

いろいろ／石材から各時代の火山活動特徴／他 

県立 中央博物館 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 
同館(詳しくは HP参照) 

TEL:043-265-3111 

6.15水まで 

 

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 

6.15水まで 国連生物多様性の 10年 

「グリーンウェイブ 2016」参加呼びかけ 
http://www.env.go.jp/press/102085.html 

活動例：植樹・森林や樹木等の保全､手入れ(植樹した樹

木への水やり､里山の管理等)・森林や樹木等とふれあう

活動(ｲﾍﾞﾝﾄ等)・前記活動の 木や資材や場所提供・他 

詳細と関連イベントは、左記 URL

参照 

環境省､農水省､国交省 

greenwavenet.com@gmail.com 

6.26日まで 第 75回 企画展 
★フクロウさんちの子育て日記 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html 

親しみある存在ですが､夜行性のため野外ではなか

なか見られないﾌｸﾛｳの子育て通して､繁殖生態や食

性を巣箱観察からご紹介｡ 

我孫子市 鳥の博物館 
(同市高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 

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 

 

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ヶ月以内・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 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 出量など  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://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.html
http://www.chibadoren.or.jp/photo/reaf_22.pdf
http://www.env.go.jp/press/102085.html
mailto:greenwavenet.com@gmail.com
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
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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ただく場合あります｡ 注6:主催者と問合せ･申込み先が なる場合があります｡ 注7:参加費1,000 円程度まで｢有料｣記載しませんが､それ以上は 力記載するようにします｡参加の

場合ご確認ください｡ 注 8: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 
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 

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 

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） 

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.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://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
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年間 国立科学博物館 筑波実験植物園 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php 

筑波山の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(霞ヶ関) 

「消費者の部屋」特別展示 
http://www.maff.go.jp/j/heya/ 

消費者の皆さまとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを深めるため､農水

省北別館 1階に設けられ､行政や食生活などの情報

提供を｡特別展示では延べ 200万人超える来場 

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 〜★〜☆〜 
 

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

