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地震列島の日本、地球は動いています。 

科学のほんの一部は進歩しましたが、 

地球の秘密に人は容易に近づけないようです。 

被災された方々へお見舞い申し上げます。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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 【 18℃ ～ 冬から春へ 】 

(つい長くなりました。ご容赦を) 

4 月、朝の寒さも一段落、15日に浴室と脱衣室の DIY内窓を外しました。 

 

住まいの省エネを断熱性と気密性の改善で順次進めています。 

その裏付けを得るため、冬は毎日、家族に邪魔されない早朝、 

暖房を入れる前の屋外温度と屋内の各部温度を計りました。 

 

これらの温度は住まいの保温力の目安になり、 

屋外と屋内の温度差が大きいほど保温力の良い住まいです。 

その温度差が小さいと保温力に劣るエネルギー浪費の家です。 

 

これから得られた結論が「18℃」です。 

この値は、住まいの断熱・気密・換気により違います。 

 

同じ「18℃」でも、朝の暖房機運転前の温度ですので、 

暖房機をがんがん運転しての「18℃」と本質的に異なります。 

 

例えば、室内の空気温度が「18℃」でも、 

壁・床・天井などの表面温度がそれより低いと寒く感じます。 

つまり、人の温熱感覚はそれら周囲の表面温度に左右されます。 

それら周囲物からの放射熱(輻射熱)の影響が大きい訳です。 

 

では「早朝、暖房不要と感じた 4月 1日の各部温度」と、比較のため 

「暖房必要な屋外温度約 0℃の 2月 26日の各部温度」をご紹介。 
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以下は「4月 1日／2月 26日」の温度です。 

屋外温度：10.2℃／－0.5℃ （ほぼ気温相当）・・(1) 

以下、室内側の各部温度 

リビング気温：18.8℃／13.8℃ ・・・・・・・・(2) 

同上 内壁＊表面温度：18.4℃／13.8℃ ・・・・・(3) 

同上 外壁に面する内壁＊温度：17.9℃／12.8℃・・(4) 

同上 天井＊面温度：18.3℃／13.5℃ ・・・・・・(5) 

同上 コルク床面温度：17.9℃／12.6℃ ・・・・・(6) 

同上 内窓ガラス温度：16.6℃／9.6℃ 

同上 内窓プラスチックサッシ温度：15.8℃／7.4℃ 

同上 外窓ペアガラス温度：14.3℃／5.5℃ 

同上 外窓アルミサッシ温度：13.4℃／1.2℃ 

(＊：何れも壁材はプラスターボード相当品) 

台所出窓内窓透明プラスチック窓材温度：14.8℃／7.2℃ 

同上出窓外窓ガラス温度：12.0℃／1.6℃ 

【注】 

・(1)と、(2)または(3)から、その温度差は約 8℃ 

・(2)～(6)の温度は「約 18℃」 

これが 16℃はもちろん 17℃でも寒く暖房を入れたくなります。 

 

COP21同様、たかが 1℃、されど 1℃なのです。 

 

住まいの温度を 1℃、2℃上げ下げするのは意外と大変なのです。 

イギリスでは、これらを考慮の「住宅の健康政策」があります。 

その関連最新資料をご希望の方はご連絡ください。 

 

また今年も来る長い寒い冬に今から備えましょう。 

効果が実感でき、継続する力が湧いてきます。 

地震対策同様「備えあれば憂いなし」です。 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 環境と農の広場・・[発行責任]・新美 健一郎・ 

★ 発信地：千葉県 流山市 

＜明日への助け合い＝環境とエネルギーの保全・食農安全＞ 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
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★☆          案内 ☆★ 2016.04.21 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 

4.22 金まで

10~17 

次世代モビリティ展 

★快適な移動の新ﾓﾋﾞﾘﾃｨ専門展示会★ 

〜都市発展や交通多様化で従来の交通ｲﾝ＊ 

＊ﾌﾗでは対応しきれない移動手段が求められ､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小

型電動車両に期待｡ 招待状持参･事前登録者無料 

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

4.22 金まで

10~17 

第 2回 国際ドローン展 
〜無人航空機の技術とサービス専門展示会 

http://www.jma.or.jp/tf/drone/index.html 

注目の集まるﾄﾞﾛｰﾝ(無人航空機)に焦点当て､関連技

術から実用事例まで一堂に集めた専門展示会｡ﾄﾞﾛｰ

ﾝの技術革新と用途開発､産業振興を促進｡ 

幕張ﾒｯｾ 国際展示場 4〜8 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-0587 

4.22 金 

18:30~20:30 

第１回 市民電力連絡会 連続講座 (有料) 

｢2016 年市民発電所の飛躍的な拡大を｣ 
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

｢市民発電のための電力自由化ｶﾞｲﾄﾞ｣ 

ｹﾞｽﾄ：小売電力事業者 3社(みんな電力､生活ｸﾗﾌﾞｴﾅ

ｼﾞｰ､ﾈｸｽﾄｴﾅｼﾞｰ)と連携市民発電所 

ｴｺギｬﾗﾘｰ新宿 新宿区立環境学習情

報ｾﾝﾀｰ (同区 西新宿 2-11-4新宿中

央公園内) 

市民電力連絡会 事務局 

ppn2014info@gmail.com 

左記 URL 内から申込み 

4.23 土 

9:30~11:30 

大堀川で春の野草を覚えよう 

5.28(土):野鳥観察会  6.25(土):ｸﾘｰﾝ作戦 

春の野草の名前を覚えるのはこの時期が適してい

ます｡水辺公園と周辺を散策･観察し名前を覚える 

集:大堀川水辺公園 遊具広場 9:30  大堀川美しい水辺づくりの会 

TEL:04-7154-9366 

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 

4.23 土 

10~16 

科学技術週間一般公開「春の環境講座」 

[1]講演会･[2]座談会･展示､[3]体験ｲﾍﾞﾝﾄ 
https://www.nies.go.jp/event/kagaku/2016/index.html 

[1]小松一弘(地域環境研究ｾﾝﾀｰ)〜恵みの湖､霞ヶ浦を見

続けて/他 1｡[2]ｺｺが知りたい生ﾊﾟﾈﾙ ﾊﾟﾘ協定合意

でどｰなる､どｰする地球温暖化問題 [3]各種ﾒﾆｭｰ 

国立環境研究所 

(茨城県つくば市小野川 16-2) 

左同 

TEL：029-850-2453 

4.23 土 

13~17:20 

(講演会)地球温暖化防止 COP21 

〜 パリ協定の中身を聴いてみよう 

http://www.renet-chiba.net 

平田仁子(気候 NW)〜COP21･ﾊﾟﾘ協定を活かし脱炭素

社会を目指すために／参加費:講演会 500 円(18歳以

下無料)／懇親会(任意)500円 

生協 ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 会議室 

(船橋市本町 2-1-1 船橋ｽｸｴｱ 21 4F) 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰを広める NW ちば 

TEL:047-420-2600 要申込 

4.23 土 

13:30~ 
第 205回 くらしの植物苑 観察会 半田高(明大農学部) 

〜 江戸の花とさくらそう 

国立歴史民俗博物館 同苑東屋 

(佐倉市城内町 佐倉中学校となり) 

左同 

TEL:03-5777-8600 申込不要 

4.24 日 

9:30~16:30 

放射線医学総合研究所 一般公開 
http://www.nirs.go.jp/information/event/2016/04_24.html 

展示による研究成果･体験型ﾌﾞｰｽ･講演会･ﾋﾞﾃﾞｵ上

映など活動紹介･ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ･がん治療相談(当日予約) 

同研究所(千葉市稲毛区穴川 4-9-1 

JR 稲毛駅徒歩 10分) 

 

4.24 日 

10:10~(15) 

渡良瀬・春の自然観察 

コース：藤岡駅→渡良瀬遊水池→＊ 
http://www.h4.dion.ne.jp/~tsuushin/gyouji.html 

*第二調整池→谷中湖→野木神社→ﾎﾌﾏﾝ式ﾚﾝｶﾞ窯

→JR 古河駅(解散)｡※ｺｰｽ変更の場合あり 

持物:お弁当､飲物､敷物､筆記具､雨具､双眼鏡など 

集：東武ｽｶｲﾂﾘｰ線 藤岡駅 10:10 

解：JR古河駅 15:00 ごろ 

江戸川の自然環境を考える会 

TEL:047-371-7472 

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 

4.27 水〜 

5.25 水 全 4 回 

各 10~16 

柏の自然と生きもの講座 2016 

各日午前：室内座学、午後：屋外活動 
[最終日 5.25(水)：前日室内] 

対象：谷津など柏の自然環境､そこに生息する花や

樹木､鳥や魚､昆虫､両生･爬虫類､哺乳類などの生き

物たちを守りたい柏市民。費用あり。 

詳細は下記 URL の該当項目参照 
http://www.kankyostation.org/wp/catego

ry/kksevent/ 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜17時 

4.29 金祝 

10~16 

2016新宿御苑みどりフェスタ 
http://www.env.go.jp/press/102393.html 

参加団体の自然体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､自然とのふれあいや
生物多様性の保全情報､国立公園の情報提供(予定) 

国民公園 新宿御苑 

(新宿区内藤町 11) 

環境省 

TEL:03-3370-2411 事務局 

http://www.jma.or.jp/tf/mob/outline/feature.html
http://www.jma.or.jp/tf/drone/index.html
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
mailto:ppn2014info@gmail.com
https://event.starsphere.jp/kazusa/openkdri/
https://www.nies.go.jp/event/kagaku/2016/index.html
http://www.renet-chiba.net/
http://www.nirs.go.jp/information/event/2016/04_24.html
http://www.h4.dion.ne.jp/~tsuushin/gyouji.html
http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/
http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/
http://www.env.go.jp/press/102393.html
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4.29 金祝〜 

30 土 

里うみ里やま自然体験のらっこキャンプ！ 

「ものづくりと畑づくり」 
http://www.elfin-ee.com (有料) 

自然の中で､自然を生かし､暮らしを楽しむ｢つくる｣

｢たべる｣｢あそぶ｣をﾃｰﾏの子どものための生活体験

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡ 竹ｸﾗﾌﾄ･草木染め/夏野菜植付けほか 

千葉県鋸南町 

集合場所等内容は左記 URL参照 

ELFIN 体験共育くらぶ 

TEL:0470-55-8322 要申込 

5.01 日 

10~12 

湧水のこんぶくろ池・新緑と草花と 

(観察会)         雨天中止 

森の中の湧水という涼しい環境で､どのような植物

が生きているのだろうか｡樹木や草花を観察 

こんぶくろ池(柏市正蓮寺 柏駅西口〜

国立がんｾﾝﾀｰ行きﾊﾞｽ 終点徒歩 5分) 
東葛しぜん観察会 

TEL:04-7152-5076  4/28迄 

4.30 土 

13:30~15:30 

フィールド教室 富塚武邦(樹木医) 

〜 樹木医と歩く春の公園 

青葉の森公園 管理事務所 

(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同所 

TEL:043-208-1500 要申込 

5.03 火~05 木 

9:30~15:30 
フリーマーケット＆青空市 
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/3983/ 

緑いっぱいの公園で､掘り出し物を探しませんか?

地元のお店や農家さんの模擬店｢青空市｣も開催 

あけぼの山農業公園 

(柏市布施 2005-2) 

左同 

TEL:04-7133-8877 

5.03 火祝 13~ 

04 水祝 13~ 

05 木祝 13~ 

水俣病公式確認 60年記念特別講演会(有料) 
〜 私たちは見えているのか 〜 

http://minamata-f.com/evt_201605.html 

(3日)石牟礼道子生中継発言｢祈るべき 天と思えど 天の病

む｣/他･(4日)同｢地の低きところを 這う 虫に逢えるなり｣/

他･(5日)同｢われもまた 人げんの いちにんなりしや｣/他  

東大 安田講堂 
(文京区本郷 7-3-1) 
内容詳細は左記 URL参照 

(NPO)水俣ﾌｫｰﾗﾑ  

TEL:03-3208-3051 要申込 

5.03 火祝〜 

05 木祝 

2 泊 3 日 

とびだせ！冒険の森～とことん昆虫編(有料) 

対象:幼児(年中～年長)､小学 1～6年生 
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=379 

初夏の森には生き物がたくさん! 

昆虫採集やﾗｲﾄﾄﾗｯﾌﾟでとことん観察してみよう! 

ごはんづくりやｽｶｲﾗﾝﾀﾝにも挑戦します♪ 

現地:県立君津亀山少年自然の家 

集･解:JR 千葉駅/JR君津駅/現地 

詳細は左記 URL 参照 

(NPO)千葉自然学校 

TEL:043-224-1400 ﾊﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙ千葉

自然学校予約ｾﾝﾀｰ 

5.03 火祝〜 

05木祝 10~17 

日本最大級!! ピーアーク 幕張メッセ 

どきどきフリーマーケット 2016 

http://www.makuhari-dokidoki.com/pc/ 

日替わりで 1日約 1,550店出店巨大ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ｡幕張

うまいもん祭り､bayfm ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄなど様々な企画

盛りだくさん｡20周年迎える幕張ﾒｯｾ GW恒例ｲﾍﾞﾝﾄ 

幕張ﾒｯｾ国際展示場 1〜8 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会(幕張ﾒｯｾ

/bayfm) 

TEL：043-296-9211 事務局 

5.03 火〜 

08 日 10~16 

昆虫展 

 

世界の珍しい昆虫を間近で見よう! 期間中は先着

(11時･14時)､生きたﾍﾗｸﾚｽｵｵｶﾌﾞﾄとの撮影会あり 

あけぼの山農業公園 

(柏市布施 2005-2) 

左同 

TEL:04-7133-8877 

5.04 水祝 

10~16 

ガレージセール 

★グリーンフェスティバル会場内開催 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33

/28896/029247.html ←内容詳細 

不用品活用､ごみ減量化のため､出店者が値段を決

め販売。書籍､衣類､おもちゃ､電化製品､植物など

日常生活用品 ※食料品､動物､危険物は出品なし 

TX 線＆東武野田線 流山おおたかの

森駅 南口広場 

(流山市西初石 6-182-3) 

流山市 環境部 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

5.04 水祝 

10:30~12:30 

親子でケビンさんとおおたかの森探検ﾂｱｰ 

対象：親子、捕虫網・虫かごなど持参 

ﾅﾁｭﾗﾘｽﾄのｹﾋﾞﾝ･ｼｮｰﾄさんと一緒に､流山市内の市野

谷の森(通称:おおたかの森)を歩く 

集：同日開催ｸﾞﾘｰﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ会場内 

｢環境政策･放射能対策課｣ﾃﾝﾄ 

流山市環境政策・放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 申込要 

5.04 水祝 

11~ 

ゴーヤカーテン育て方講習会 
★参加者に苗ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ (事前に引換券配布) 

誰でも簡単にできる失敗しないｺﾞｰﾔの栽培方法が

学べる｡種から育てる方法も説明｡無料｡先着 350人 

流山おおたかの森駅 自由通路 流山市環境政策・放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 申込不要 

5.06 金 

11~ 

ゴーヤカーテン育て方講習会 
☆参加者に苗ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ (事前に引換券配布) 

誰でも簡単にできる失敗しないｺﾞｰﾔの栽培方法が

学べる｡種から育てる方法も説明｡無料｡先着 75人 

流山市 森の図書館 

(同市 東深井 991) 

流山市環境政策・放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 申込不要 

5.06 金 

13:30~15:30 

第 106回 省エネルギー学習会 

｢マイ エコハウス｣の省ｴﾈ実践効果と経過 

佐藤征雄(ｴｺﾊｳｽ環境研)〜投資とｴｺ効果･省ｴﾈと CO2

排出量等〜創ｴﾈ･蓄ｴﾈ･排ｴﾈ･他／質疑応答 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 3F(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:04-7155-1073 

5.08 日 

13~16 

第 18回「出前発電所を作ろう！」(有料) 

独立型PV(太陽光発電)ｼｽﾃﾑの組立を通し､

楽しみながら PV ｼｽﾃﾑの理解を深める 

ｼｽﾃﾑ構成:太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ､ﾊﾞｯﾃﾘｰ､安定化装置､

100V変換装置などを組み合わせたｼｽﾃﾑ 
http://kanagawa.greenenergy.jp 

横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会 

 ｢かるがも｣ 3F 研修室(1) 

(同市 保土ケ谷区川辺町 5-11) 

(NPO)太陽光発電所 NW(神奈川) 

TEL:080-6618-2107 4/15迄 
skmn@nifty.com 

5.08 日 

14~16 

緑のカーテンを作ろう！2016 

〜電気に頼らず夏を乗り切りましょう 
☆ゴーヤの苗を 2本プレゼント☆ 

手賀沼を汚さない暮らしへ。緑のｶｰﾃﾝ作りの達人

が立派なｶｰﾃﾝにするためのｺﾂを伝授!。ほか 

http://www.teganumaforum.com 

我孫子南近隣ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾙ 

(JR我孫子駅南口 けやきﾌﾟﾗｻﾞ 9F) 

手賀沼流域ﾌｫｰﾗﾑ我孫子実行委員会 

TEL:04-7105-5292 要申込 

     

http://www.elfin-ee.com/
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/3983/
http://minamata-f.com/evt_201605.html
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=379
http://www.makuhari-dokidoki.com/pc/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/029247.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/029247.html
http://kanagawa.greenenergy.jp/
mailto:skmn@nifty.com
http://www.teganumaforum.com/
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5.08 日 

15~16:30 

講演会｢白井での持続可能性について｣ 

〜再生可能エネルギー調査と 2040年の将

来予測から 

倉阪秀史(千葉大)〜ｴﾈﾙｷﾞｰや食の自給率をはじめ

様々な地域資源(人/自然/ｲﾝﾌﾗ/財政/しくみ)現況から未

来を予測し､白井がはたして住み続けられるか？ 

白井市保健福祉ｾﾝﾀｰ 3F 団体活動室 

(同市白井市復 1123) 

白井再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会 

TEL: 047-491-8808 要申込 

5.09 月〜6.06 月

(全 4回) 10:30~12 

他 5.23 月 5.30 月 

江戸川大学ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ 新･国立公園シリーズ 
「環境が形づくる樹木の風景」 

〜 木は自ら生きる場所を選ぶ 〜(有料) 

宮地信良(同大･ﾈｲﾁｬｰｶﾞｲﾄﾞ)〜講義 2回､現地ﾂｱｰ 2回｡ 

人間に個性があるように樹木にも個性が 
詳細 URL：http://blog.livedoor.jp/stcenter/ 

江戸川大学駒木学習ｾﾝﾀｰ 

(流山市駒木 474) 

左同  

TEL:04-7156-7715 4/28迄 

5.10 火〜 

31 火 全 4 回 

10~11:30(17 除) 

環境講座 

「地震と火山と私たちの暮らし」 

鵜川元雄(日大)他〜5/10:地震と火山のつながり 

5/17:ﾊﾞｽ研修/5/24:富士山は噴火する!? /ほか 

船橋市 東部公民館 

(同市 前原西 2-21-21) 

同館 

TEL:047-477-7171 要申込 
http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/toshokankominkan/0002/0005/0003/p000000.html 

5.11 

13~17 
第２回 エコ･ファースト シンポジウム 

〜 同制度認定企業の先進的取組発表 

http://www.env.go.jp/press/102369.html 

企業ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(5〜6社)  

有識者ｺﾒﾝﾄ:後藤敏彦(ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ日本ﾌｫｰﾗﾑ)/森摂(株)ｵﾙﾀﾅ) 

・民生部門の約 40%温室効果ｶﾞｽ大幅削減が鍵 

三田共用会議所 講堂 

(港区三田 2-1-8) 

環境省 大臣官房総務課政策評価室 

TEL:03-5521-8326 
ecofirst@env.go.jp 

5.12 木 10~11 

13 金 14~15 

緑のカーテン育て方講習会／柏市民対象 

〜 暑い夏を涼しく過ごしてみませんか 

土作り､ﾈｯﾄ設置､収穫まで､初心者対象｡終了後ｺﾞｰ

ﾔ苗一人二株無料配布｡講師:ｽﾄｯﾌﾟ温暖化ｻﾎﾟｰﾀ 

12 日:柏市沼南庁舎/13日:柏市中

央公民館/柏市環境政策課へ申込 

柏市環境政策課(〒277-8505) 

TEL:04-7167-1695  5/6迄 

5.14 土 

9:30~12 

第 125回 自然観察会 

〜 利根運河 水辺の生きもの観察会 
http://ungatone.blogspot.jp 

利根運河の水の中には何がいる? ﾒﾀﾞｶやﾓﾂｺﾞ､ﾌﾅな

ど｡手網でｶﾞｻｶﾞｻやってみよう｡魚やｶﾒの展示と解

説もします｡ｶﾒなどはふれてみよう｡ 

集:9時 30 分 運河水辺公園 

(東武野田線運河駅近く)雨天中止 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:080-6615-0612 

5.14 土 

13:30~14:15 

鳥博テーマトーク 

〜 シギ・チドリ類の渡りを追って！ 

茂田良光(山階鳥研)〜国際協力と皆さんの情報もと

に､日本通過ｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ類の渡りにわかってきたこと 

我孫子市 鳥の博物館 

(同市高野山234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 申込不要 

5.15 日 

9:30~12 

(柏市)リボン館フリーマーケット 

販売品:衣類･雑貨･古本など(危険物･* 

*食品･薬･化粧品･植物など不可)｡自転車当たるｴｺｸ

ｲｽﾞ･啓発品･綿あめなど販売｡ 雨天中止 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ駐車場 

(柏市十余二 348-202) 

同館 

TEL:04-7199-5082 

5.15 日 

10~17 

第 13回 里山シンポジウム 

★里山里海の恵みと食～南房総お国じまん 
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=382 

■同ｼﾝﾎﾟ分科会■基調講演：延藤安弘(まちの縁側育み隊)

〜地域の魅力のﾀﾝｹﾝ･ﾊｯｹﾝ･ﾎｯﾄｹﾝ〜｢風の人｣と｢土

の人｣の出会いのﾃﾞｻﾞｲﾝ ■南房総お国じまん報告 

南房総市立 嶺南中学校和田校舎 

(同市 和田町海発 1602 JR南三原駅

徒歩 12分) 

里山ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実行委員会･他 

TEL:043-227-7103 申込不要 

弁当予約：090-5515-2455 

5.17 火･31 火･

6.14 火･6.28 火 

14~15:30 全 4 回 

江戸川大学ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ (有料) 

104:電力の安定供給に不安はないのか? 

〜 電力自由化を巡る諸課題を論議する 

帆足興次(江戸川大)〜原発事故後も停電しなかったの

は|再生ｴﾈ導入現状をどう理解|電力自由化は|他 

http://blog.livedoor.jp/stcenter/archives/52003579.html 

江戸川大学駒木学習ｾﾝﾀｰ 

(流山市駒木 474) 

左同  

TEL:04-7156-7715  5/10迄 

5.20 金 

18:30~20:30 

第 2回 市民電力連絡会 連続講座 (有料) 

｢2016 年市民発電所の飛躍的な拡大を｣ 
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

磯部達(みやまｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 

〜高まる自治体発電事業の可能性･福岡県みやま市 

http://miyama-se.com 

ｴｺギｬﾗﾘｰ新宿 新宿区立環境学習情

報ｾﾝﾀｰ (同区 西新宿 2-11-4新宿中

央公園内) 

市民電力連絡会 事務局 

ppn2014info@gmail.com 

左記 URL 内から申込み 

5.21 土 

13~15 

朝日カルチャーセンター千葉 講座 (有料) 

大地の五億年､人の一万年をさかのぼる 
http://www.acc-c.com/culture/index.html 

藤井一至(森林総研)〜5 億年前､地球に土はありませ

ん｡土と植物､動物､農業がどのように現在に至った

か､5億年の旅をします。 

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ千葉 

(千葉市中央区中央 1-11-1 三井ｶﾞｰ

ﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 5F) 

左同 

TEL:043-227-0131 

5.24 火〜 

27 金 10~17 

2016地球温暖化防止展(GWPE 2016) 

●CO2 削減と新エネ・省エネビジネスの推進 
http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka16/index.htm 

〜 企業の社会的責任､環境との共生＊ 

*無視は企業存続すら危うい｡持続可能な低炭素社

会構築に向け､地球温暖化やｴﾈﾙｷﾞｰ問題の解決は避

けられない｡とりわけ省ｴﾈや再生ｴﾈ､ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ･CO2

削減技術活用は温暖化対策の最重要の取り組み 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東展示棟､屋外会場 

(江東区有明 3-10-1) 

日報ﾋﾞｼﾞﾈｽ(株) 

TEL:03-3262-3562 
左記 URL内事前登録で入場無料 

5.24 火〜 

27 金 10~17 

2016 NEW 環境展(N-EXPO 2016 TOKYO) 

○環境ビジネスの展開 

各種課題に対応する様々な環境技術･ｻｰﾋﾞｽを一堂

に展示情報発信する事で環境保全啓発を行い､国民

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東展示棟､屋外会場 

(江東区有明 3-10-1) 

日報ﾋﾞｼﾞﾈｽ(株) 

TEL:03-3262-3562 

http://blog.livedoor.jp/stcenter/
http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/toshokankominkan/0002/0005/0003/p000000.html
http://www.env.go.jp/press/102369.html
mailto:ecofirst@env.go.jp
http://ungatone.blogspot.jp/
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=382
http://blog.livedoor.jp/stcenter/archives/52003579.html
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
http://miyama-se.com/
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://www.acc-c.com/culture/index.html
http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka16/index.htm
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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】NEW：新掲載 

いつ'15 年.

月.日.時 

何を？(表題) 

内容の一部を含む 

内容は？、講師等(敬称略)、 

補足／県:千葉県(他欄共通) 

どこで?(所在地､交通､宛先､ 応

募先等) 集､解:集合,解散 S:地下鉄 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO 法人 

随時募集 

NEW 

農作業を手伝ってみませんか？ 

｢アグリサポート｣の登録者随時受付け 

ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ(援農制度)は､労働力が必要な農家と､農作

業をしたい方がそれぞれ登録する農業振興制度 

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

fe/9298/10857/010860.html ←詳細 URL 
流山市農業振興課 

TEL:04-7150-6086 

7.28木までの

毎木(平日) 

16:10~17:40 

平成 28年度 公開講座 食の安全と安心 

期間中 随時募集中 
http://www.h.chiba-u.jp/news.html?id=92 

より安全な食品を安心して購入･消費できる環境を

つくるいろいろな制度･仕組み､その背後にある科

学的知識を解説｡ ﾌﾟﾛ･行政･消費者向け基礎講座 

千葉大園芸学部 E棟 2F合同講義室 

(松戸市松戸 648(松戸駅から徒歩 20

分,ﾀｸｼｰ 5分) 

同学部 
t.ishida@chiba-u.jp 要申込 

募集中 

8 月まで 

東京農大オープンカレッジ ('16前期講座) 
〜 食と農のこと､健康､環境のことなど 

http://www.nodai.ac.jp/extension/ 

創立 125 周年特別企画講座／一日完結講座／複数日

受講講座／子どもﾁｬﾚﾝｼﾞ教室など全 50 講座(有料) 
http://d-book.meclib.jp/nodai/book/index.html - target/page_no=1 

内容や会場等の詳細は左記 URL参

照 

同大ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:03-5477-2562 

4.23 土 

11~17 

柏の葉パンフェスタ 2016 

地元農家の｢路地裏ﾏﾙｼｪ｣も出店 

町のおいしいﾍﾞｰｶﾘｰが集まり､地域の人々と交流す

る地域活性化ｲﾍﾞﾝﾄ｡ ﾊﾟﾝ作りのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟも 

柏の葉ｹﾞｰﾄｽｸｴｱ 
(柏市若柴 178-4柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ 148-2) 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:04-7166-7166 

4.24 日 

10:30~13 

白子たまねぎ 料理コンテスト 

最優秀賞 1点(賞金 10万円) 他 
http://www.town.shirako.lg.jp/0000001798.html 

白子町特産たまねぎで､家庭でも手軽にできるｵﾘｼﾞ

ﾅﾙﾚｼﾋﾟ募集｡対象:千葉県在住で 4月 24 日の 2 次審

査､5月 15日のたまねぎ祭りに参加できる方 

白子町健康づくりｾﾝﾀｰ 白子町役場敷

地内 

(同町 関 5074-2) 

白子町役場総務課 企画財政係 

TEL:0475-33-2110 
※:申込みは 3月 31日まで 

4.24日･30土･
5.05 木祝 

各 9:30~15 

千葉あそび 〜 千葉で里山を楽しむ 

里山にもいよいよ春がやってきた！ 

｢筍狩り｣or｢田植え｣体験プラン(有料) 

ﾊｲｷﾝｸﾞを楽しみながら筍掘り｡ｵﾌﾟｼｮﾝでﾋﾟｻﾞ作りや

BBQ。田植えは､昼食に無農薬､無化学肥料栽培ご飯

と味噌汁  http://onionworld.jp/news/post/25982 

集：｢わたしの田舎｣谷当工房 9:30 

(千葉市若葉区谷当町 70) 

左同 

TEL:043-239-0645 

4.27 水 

10~12 

ローフード(生で食べる)を知る講座 (有料) 

・ 食物の酵素を壊さない調理法 ・ 
〜 砂糖･小麦粉･乳製品なしのｽｲｰﾂって〜 

沢村典子(調理師)〜｢ﾌﾞﾘｽﾎﾞｰﾙ*｣でﾛｰﾌｰﾄﾞｽｲｰﾂを体

験し健康･美容｡*主材料はﾅｯﾂとﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ混ぜるだ

け｡甘味はﾅﾂﾒﾔｼのみ!｡簡単ﾚｼﾋﾟこそｺﾂが｡野草茶も 

柏市中央公民館 料理実習室 2 

(柏市柏 5-8-12 教育福祉会館内) 

こころと身体の健康をめざす〜笑顔の会・きらら 

TEL:090-8176-1641 4/24迄 

grace_elmo@msn.com 

5.07 土 

9:30~12:30 

第 6回 親子でお米づくり(大人だけも可) 
対象：年長以上の子どもと保護者 

親子で田植えや草取り､稲刈りなどの作業を通し米

づくり体験｡9月の稲刈り参加できることが条件 

流山市前ヶ崎富士川沿い田んぼ 

(JR北小金駅北口徒歩 15分) 

流山お田んぼｸﾗﾌﾞ 

TEL:090-7905-0728 要申込 

http://www.nippo.co.jp/n-expo016/index.htm 生活の安定と環境･温暖化関連産業の発展を目的 左記 URL内事前登録で入場無料 

5.27 金・ 
28 土 10~15:30 

H28年度 熱中症対策にかかるシンポジウム 
http://www.wbgt.env.go.jp/sympo_1601.php 

田中英登(横浜国大)〜中学･高校の部活動における熱

中症対策を競技ごとに注意点/ほか、多ﾃｰﾏ講演 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄほか左記 URL参照 環境省／左記 URL内から申込み 

TEL:03-3554-5170 

5.28 土 

10~12 

自然と歴史の教室・ 初夏の公園散策 

〜 夏鳥・昆虫・野草を探そう 

阿部純(印西ｳｪｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ)〜雑木林や自然生態園を歩

き､渡って来た夏鳥､野草や飛び回る虫たちを探す 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

左同 

TEL:0476-47-4030 

5.28 土 

13:30~ 
第 206回 くらしの植物苑 観察会 松本武彦(同館) 

〜 古代王権と植物 

国立歴史民俗博物館 同苑東屋 

(佐倉市城内町 佐倉中学校となり) 

左同 

TEL:03-5777-8600 申込不要 

5.28 土〜 

29 日 

１泊２日 

里うみ里やま自然体験のらっこキャンプ！ 

「畑づくりと食づくり」 
http://www.elfin-ee.com (有料) 

自然の中で､自然を生かし､暮らしを楽しむ｢つくる｣

｢たべる｣｢あそぶ｣をﾃｰﾏの子どものための生活体験

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡落花生･さつまいもの植付け/梅の収穫ほか 

千葉県鋸南町 

集合場所等内容は左記 URL参照 

ELFIN 体験共育くらぶ 

TEL:0470-55-8322 要申込 

5.29 日 

9~12 

手賀沼を知ろう 手賀沼の鳥や植物について学んだ後、遊覧船で手

賀沼を巡る。小学生以上対象 

県立 手賀の丘少年自然の家 

(柏市片山 275) 

左同 

TEL:04-7191-1923 4/29から受付 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
http://www.h.chiba-u.jp/news.html?id=92
mailto:t.ishida@chiba-u.jp
http://www.nodai.ac.jp/extension/
http://d-book.meclib.jp/nodai/book/index.html#target/page_no=1
http://www.town.shirako.lg.jp/0000001798.html
http://onionworld.jp/news/post/25982
mailto:grace_elmo@msn.com
http://www.nippo.co.jp/n-expo016/index.htm
http://www.wbgt.env.go.jp/sympo_1601.php
http://www.elfin-ee.com/
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5.07 土･08 日 

各日午前午後

計 4 回開催 

千葉あそび 〜千葉市で茶摘み体験ここだけ 

限定 60名！今だけ新茶葉の天ぷら付 

茶摘み&お茶作り&工場見学 

摘んだ茶葉はﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄで煎って自分だけの茶葉作

り｡茶葉ごとのお茶の入れ方を教わり､自分で煎っ

た茶を菓子といただき、工場で製茶行程を見学 

集：製茶工場 

(千葉市緑区誉田町 2-16-27) 
http://onionworld.jp/news/post/25976 

(株)ﾏﾙﾊﾁ 

TEL:043-291-0069 要申込 

受付時間：10時〜16時 

5.08 日 

8~11 

(船橋市)農業センター※市民開放デー 

 9:30〜 青空園芸講習会「夏野菜の植

え方、管理と病虫害駆除」も開催 

地場野菜・野菜苗・鶏ふん肥料の販売 

野菜の収穫体験(有料)ほか 

※野菜や梨の栽培指導・試験研究など都市農業支援 

船橋市農業ｾﾝﾀｰ 

(同市金堀町 522-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-457-7481 

5.08 日 

13~15:30 

ちば ふるさとの味｢太巻きずし｣〜春編〜 

 "春の花"を巻きます。 

川合美津子(元学校栄養士)〜食文化の理解を深め､季

節感豊かに創作･伝統を現在に受け継ぎ学ぶ 

我孫子市湖北地区公民館 

(同市 中里 81−3) 

同館／ｱｸﾃｨｵ(株) 

TEL:04-7188-4433 4/30迄 

5.18 水〜 

20 金 10~17 

第 21回 国際食品素材／添加物展･会議 
http://www.ifiajapan.com/2016/jp/index.html 

食品製造に関わる原料･素材･添加物､また関連分析

装置､試薬､他が展示される展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 1･2 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-10-1) 

(株)食品化学新聞社 

TEL:03-6459-0444 

5.20 金 

13~16 

みそ作り講習会(1日コース) 

対象：柏市内在住・在勤者 

公園で作った麹を使った味噌仕込み。9 月中旬に天

地返しと分配。参加費：3,000 円 

あけぼの山農業公園 

(柏市布施 2005-2) 

左同(往復はがきで申込み) 

TEL:04-7133-8877 5/8迄 

5.20 金・7.15

金・9.16 金 

各 13:30~16 

緑と水の市民ｶﾚｯｼﾞ｢みんなの緑学｣講座 No.58 

・知らない常識･知ってる間違い SEASON2 

〜 害虫と病気への予防と対処(全 3回) 

誰にでもわかる･応用のきく･防除法として､ｱﾌﾞﾗﾑｼ･

ｶｲｶﾞﾗﾑｼ･ﾊﾀﾞﾆなどの吸汁性害虫(5月)､ｱｵﾑｼ･ｺｶﾞﾈﾑ

ｼ･ﾅﾒｸｼﾞなどの食害性害虫(7月)､病気(9月)を学ぶ 

日比谷公園｢緑と水｣の市民ｶﾚｯｼﾞ 

(千代田区日比谷公園 1-5) 

(公社)園芸文化協会 

TEL:03-5803-6340 要申込 

http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse32.pdf 

5.21 土 

9:30~12 

畑っこくらぶ 〜 親子農業体験 

対象：柏市内の小学生とその保護者 

親子を対象とした土いじり体験。収穫の後は採り

たてを味わう。参加費：一組 3,000 円 

あけぼの山農業公園 

(柏市布施 2005-2) 

左同 

TEL:04-7133-8877 要申込 

5.21 土 

10~12 

緑の教室 ・ プロが教える庭木の剪定 

〜 春の花後のお手入れ 

平川幸夫(平川園ｶﾞｰﾃﾞﾝ)〜植木屋さんの講座｡今さら聞

けない質問､教えてもらいたいﾎﾟｲﾝﾄ｡剪定体験も 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

左同 

TEL:0476-47-4030 

5.22 日･7.03 日 

･10.02 日 

参考情報 

ハウス｢食と農と環境の体験教室 in千葉｣募集 

〜 首都圏の親子を対象に､自然豊かな

ﾌｨｰﾙﾄﾞで､田植え､収穫､稲刈りなどの* 

*農作業や野外調理体験を通じ｢食｣の大切さ､様々

な生き物との触れ合いから｢環境｣の大切さを学ぶ 
http://housefoods.jp/data/event/shokuiku/chiba.html 

集:ﾌｫﾚｽﾄ in 岩名(佐倉市岩名 1020) 

現地：同市 岩名運動公園脇の森と

畑と田んぼ 

ﾊｳｽ食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社(株) 

TEL:043-227-7103 受付終了 

5.25 水 

15:30~17:30 

第 157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/ 

滝沢渉(On-site Report)〜PKS ﾋﾞｯｸﾊﾞﾝ——ﾊﾞｲｵﾏｽ発電でひ

っぱりだこの PKS ﾏｰｹｯﾄとﾌﾟﾚｲﾔｰたちの最新動向 
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 

5.27 金 

10~13 

食を楽しむ教室 ・ 千葉県の郷土料理 

〜 太巻き祭りずしを作ろう 

石橋京子(料理研究家)〜初心者も作れるﾊﾞﾗ模様と四海

巻きを作る｡後者の渦は海の古典柄､めでたい席に 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

左同 

TEL:0476-47-4030 

5.31 火まで 

 

青年就農給付金「準備型」 

就農予定 45歳未満の方へ 150万円／年 

千葉県認定機関での農業研修者へ最長 2年間給付。 

就農後、最長 5 年の「経営開始型」制度もあり 

https://www.pref.chiba.lg.jp/nina

ite/kyuhukin.html ←内容詳細 
県 担い手支援課 

TEL:043-223-2904 

7.27 水 

14~16 

千葉県調理師試験(受付：5/17〜5/19) 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/shikaku/

chouri/shiken.html 

試験科目:(1)公衆衛生学 (2)食品学 (3)栄養学 

(4)食品衛生学 (5)調理理論 (6)食文化概論 
受験手数料：6,100円 

試験場:幕張ﾒｯｾ国際展示場 ﾎｰﾙ 8 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

県健康福祉ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-223-2667 

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 】NEW：新掲載 

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 

http://onionworld.jp/news/post/25976
http://www.ifiajapan.com/2016/jp/index.html
http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse32.pdf
http://housefoods.jp/data/event/shokuiku/chiba.html
http://www.npobin.net/apply/
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/kyuhukin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/kyuhukin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/shikaku/chouri/shiken.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/shikaku/chouri/shiken.html
http://www.nodafarm.jp/nouen25.html
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毎週水 

14:30~15:30 

路地裏マルシェ 

〜消費者と農家を繋ぐ"食"の懸け橋 

駅前空き地活用と柏産農産品の情報発信を目的｡生

産者が直接販売する鮮度と安心をお届け 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/fanfun/bloghakunchu/bloghakunchu2/ 

柏市柏 5丁目の空き地 
(柏駅東口徒歩 10分 柏市役所手前) 

同ﾏﾙｼｪ実行委員会 

TEL:04-7167-1143 柏市農政課 

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、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、草花の苗、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 
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 

毎週土曜 

7~8※ 
かまがや朝市 
※11 月〜4 月は AM 8 時〜9 時 

鎌ヶ谷育ちの｢たっぷり太陽 たっぷり愛情｣受け､

収穫したての新鮮･安心･安全な野菜が並ぶ 

鎌ヶ谷市役所駐車場 
(同市 新鎌ケ谷 2-6-1) 

同市朝市組合 事務局 

TEL:047-443-4010 JAとうかつ中央 

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 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/fanfun/bloghakunchu/bloghakunchu2/
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html
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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募集中 

'17.2.28 火まで

NEW 

H28年度 柏市エコハウス促進総合補助制度 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondan

ka/shimin/p034620.html 柏市民対象 

編者より:生活の基盤｢住まい｣重視の総合的な省

ｴﾈ等ｴﾈﾙｷﾞｰ補助施策です｡ 

省ｴﾈ(消費ｴﾈﾙｷﾞｰを無理なく減らす)･創ｴﾈ(ｴﾈﾙｷﾞｰを自

分で作る)･見える化(ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を把握)･蓄ｴﾈ(作っ

たｴﾈﾙｷﾞｰをためる)設備を導入し｢ｴｺﾊｳｽ化｣費用一部

補助★窓の断熱改修･太陽光発電設備･太陽熱利＊ 

詳細は左記 URL 参照 柏市環境政策課 

TEL:04-7167-1695 

 
※｢広報かしわ｣4月 1日号 5面参照 

*用設備･家庭用燃料電池(ｴﾈﾌｧｰ

ﾑ)･ｴﾈﾙｷﾞｰ管理設備(HEMS)･定置用

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電池･EV充給電設備★ 

補足説明 前記の柏市以外の県内エコ補助金は、後段の｢年間･定期･募集＆    コーナー｣参照   

募集中 ふくしま自然エネルギー基金募集 

☆福島から変わる、日本を変える 
http://www.fukushimafund.or.jp 

本基金は､自然ｴﾈﾙｷﾞｰ市民電力先駆けのﾄﾞｲﾂのｼｪｰﾅ

ｳ電力からのｼｪｰﾅｳ環境賞受賞記念で誕生｡世界的潮

流の自然ｴﾈﾙｷﾞｰｼﾌﾄを日本で実現する事業から出発 

左記 URL参照 (一財)ふくしま自然ｴﾈﾙｷﾞｰ基金 

(福島市荒町 4−7(県庁南再ｴﾈﾋﾞﾙ) 

TEL：024-525-8155 

募集中 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 

3.26 土 から 

オープン 

ふじのくに地球環境史ミュージアム/常設展 

★百年後の静岡が豊かであるために★ 
〜 考えることで気づく驚きや発見を大切に

した「思考するミュージアム」がコンセプト 

地球環境史との出会い/ふじのくにの〜すがた･海･

大地･環境史･成り立ち･生物多様性/生命のかたち/

ふじのくにと〜地球･未来/地球史の旅 
(5/15までの企画展は別記) https://www.fujimu100.jp 

ふじのくに地球環境史ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

(静岡市駿河区大谷 5762  
旧 県立静岡南高校) 

 

左同 

TEL：054-260-7111 

4.24 日まで コレクション特別公開 

〜 さくらそう 品種展 〜 

日本屈指の桜草品種ｺﾚｸｼｮﾝ公開｡江戸時代から受

け継がれる日本の伝統園芸の粋をご覧ください 

国立科学博物館 筑波実験植物園 

(つくば市天久保 4-1-1) 

同園／4/18 休園、4/23入園無料 

TEL:029-851-5159 

4.24 日ほか 

右月第 4 日 

10~15 

にぎわいフリーマーケット出店者募集 

5 月、6月、10月、11 月、3 月 

飲食・小売業店舗も併設出店 

出店区画数：12 区画／負担金：500円 

詳細は下記募集要項参照 
http://yataimura.phpapps.jp/イベント／フリマ/ 

しんかま にぎわい広場 

(鎌ヶ谷市 新鎌ケ谷2-12-7 新鎌ケ

谷駅徒歩 1分) 

鎌ヶ谷市商工振興課 

TEL:047-445-1240 

締切：開催日の 10 日前 

4.25 月まで (柏市)リボン館フリーマーケット出店者募集 

開催日時：5月 15日(日)9:30〜12:00 

対象:柏市民の非営利ｻｰｸﾙ･団体･家族／販売品:衣

類･雑貨･古本(危険物･食品･薬･化粧品･植物など不可) 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ駐車場 

(柏市十余二 348-202) 

同ﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 

TEL：04-7199-5082 

4.26 火まで 

NEW 

自治会などにゴーヤの苗や種を無料配布 

〜 緑のカーテンで涼しい夏を 

地球温暖化と節電対策として､地域ぐるみで緑のｶｰ

ﾃﾝに取組むため自治会･管理組合対象に無料配布 

左記団体へ配布の申込み書を郵送 流山ｺﾞｰﾔｶｰﾃﾝ普及促進協議会 

TEL:04-7154-2327 

4.28 木まで 

NEW 

自然環境調査員(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)募集 

〜柏市内全域を対象とした自然環境調査 

http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/ 

残された貴重な自然環境を長期保全していけるよ

う生息生き物の種類･数･分布など調査。特に動物､

中でも昆虫､両生･爬虫類等に関心･知識ある方 

応募の詳細は左記 URL の該当項目

参照 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜17時 

4.28 木まで 

NEW 

生ごみ処理容器の購入費助成/船橋市民対象 

堆肥化・減量化するコンポスタ等 

容器の設置･維持管理ができ､処理した生ごみを自

分で利用する人｡購入額の半分で上限 3,000 円 

〒273-8501 船橋市ｸﾘｰﾝ推進課へ 

ﾊｶﾞｷで申込み 

同課 

TEL:047-436-2434 

4.28 木まで 

NEW 

｢かまがや環境ﾊﾟﾈﾙ展 2016｣出展者募集 

ﾃｰﾏ：あなたも 今日から エコライフ 

展示期間:5/30(月)12 時〜6/13(月)17時 

身近な生活から環境保全の関心を深めていただく

／内容:自然環境･地球環境･生活環境に関すること 

鎌ｹ谷市役所 1 階 市民ﾎｰﾙ 同市 市民生活部 環境課 

TEL:047-445-1227 

 http://www.city.kamagaya.chiba.jp/news/kankyo/h280418kankyopanel-bosyuu/h280418kankyopanel-bosyuu.html 

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 必着 

NEW 

3月誕生 コウノトリ かわいい愛称募集 

★野田市こうのとりの里でｺｳﾉﾄﾘが 2羽誕生 

ｺｳﾉﾄﾘが大空を飛び､生き物がたくさんいる所で元

気に育ってほしい願いを込め､親しみやすい名前を 

応募詳細は左記 URL参照 野田市自然経済推進部 

みどりと水のまちづくり課 

TEL:04-7123-1195 http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/seikatsukankyo/1006316.html 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p034620.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p034620.html
http://www.fukushimafund.or.jp/
https://www.fujimu100.jp/
http://yataimura.phpapps.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%8F%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%9E/
http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/news/kankyo/h280418kankyopanel-bosyuu/h280418kankyopanel-bosyuu.html
http://www.kagakukanq.com/sp_event/detail.php?time_table_parent_id=308274
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/seikatsukankyo/1006316.html
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4.30 土まで 
【一次締切】 

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 

5.02 月まで 

NEW 

ながいき村落花生オーナー募集(有料) 

5/22(日)：種まき､ﾀﾏﾈｷﾞ収穫体験､ 

6/18(土)：草取り､ﾄｳﾓﾛｺｼ収穫体験、他 1日 

長生村では､農業に触れる機会の少ない方々に農業

体験をとの企画運営。13,000 円／口 

http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000169.html 

詳細は左記 URL 参照 

または右記へ問合せ 

長生村･八積西部営農組合 

TEL：0475-32-2114 

5.06 金 18:15

まで NEW 

容器包装ﾘｻｲｸﾙ制度施行状況評価･検討

報告書(案)(右記 URL＊)意見募集(ﾊﾟﾌﾞｺﾒ) 
http://www.env.go.jp/press/102363.html 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律(平成 7年法律第 112号)関連の合同会合 

＊http://www.env.go.jp/press/files/jp/102484.pdf 

詳細は右記 2URL参照 環境省大臣官房廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ対策部

企画課ﾘｻｲｸﾙ推進室 

TEL：03-5501-3153 

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 

5.08 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 

5.08 日まで くらしの植物苑特別企画 季節の伝統植物 

〜 伝統の桜草 

｢伝統の桜草｣とは､江戸時代中頃以降､園芸家によ

って野生種の中から変わった花が探し出され､多く

の品種が作り出されてきた一連の桜草 

国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑 

(佐倉市城内町 佐倉中学校隣り) 

同館 

TEL:03-5777-8600 

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 

5.14 土 

13:30~16 

いらんじゃろう! 上関原発 

☆ 人も 自然も いきものも ☆ 
http://kaminoseki.blogspot.jp/2016/02/5142016.html 

小出裕章(元京大)〜原発は電気が足りなくなってもや

ってはいけない｜清水敏保(海上運送業)〜上関町･祝島

の今とこれから｜終了後､青山の街をﾊﾟﾚｰﾄﾞ 

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) 

上関どうするﾈｯﾄ FAX:03-3357-3801 
https://pro.form-mailer.jp/fms/a

1504d4b91742 要申込 

5.14 土〜 

7.09 土(全 8 回) 

獨協大学オープンカレッジ 2016 (有料) 

地域の環境を考える〜地域の地図を作る 
http://www.dokkyo.ac.jp/opencollege/pdf/2016_s/15_1.pdf 

身近な地域の環境を観察するとともに､それを地図

に表現する方法について学ぶ｡地図は､ﾊﾟ ｺﾝおよび

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等で作成｡ 

同大ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
(埼玉県草加市学園町 1-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:048-946-1678 
申込みは開講 3日前まで 

5.14 土〜 

7.16 土(全 4 回) 

獨協大学オープンカレッジ 2016 (有料) 

〜 身近にある自然科学の楽しみ 
http://www.dokkyo.ac.jp/opencollege/pdf/2016_s/15_2.pdf 

周りは自然科学であふれ､何気ないことも仕組みが分か

ると楽しく見える｡化学中心に､物理､生物､自然科学と人

文科学等､他学問の境界など考える  

同大ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
(埼玉県草加市学園町 1-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:048-946-1678 
申込みは開講 3日前まで 

5.15 日まで 企画展 ミュージアムキャラバン 

「昆虫の世界」×「化石の世界」 

 教室がミュージアムに早変わり？！ 
https://www.fujimu100.jp/exhibition/planning/ 

移動ﾐｭｰｼﾞｱﾑが小中学校などを巡回し戻りました｡

移動ﾐｭｰｼﾞｱﾑは H22年度からですが､ﾐｭｰｼﾞｱﾑ雰囲気

も一緒にという思いから､ﾃﾞｻﾞｲﾝや照明の空間演出

にこだわり誕生した｢ﾐｭｰｼﾞｱﾑｷｬﾗﾊﾞﾝ｣ 

ふじのくに地球環境史ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

(静岡市駿河区大谷 5762  
旧 県立静岡南高校) 

 

左同 

TEL：054-260-7111 

6.03 金まで 

NEW 

H28年度 動物愛護週間ポスターの 

デザイン絵画コンクール 
http://www.env.go.jp/press/102379.html 

ﾃｰﾏ:｢譲渡でつなごう!命のﾊﾞﾄﾝ ～新しい飼い主さ

んを探しています｣｜｢動物の愛護及び管理に関す

る法律｣で動物愛護週間(毎年 9月 20日～26日) 

応募参考情報含め詳細は左記 URL

参照 

環境省／日本動物愛護協会 

TEL：03-3478-1886 

6.05 日まで 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 

http://www.zenyukyo.or.jp/
http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000169.html
http://www.env.go.jp/press/102363.html
http://www.env.go.jp/press/files/jp/102484.pdf
http://www.aquaworld-oarai.com/news/17125
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.html
http://kaminoseki.blogspot.jp/2016/02/5142016.html
https://pro.form-mailer.jp/fms/a1504d4b91742
https://pro.form-mailer.jp/fms/a1504d4b91742
http://www.dokkyo.ac.jp/opencollege/pdf/2016_s/15_1.pdf
http://www.dokkyo.ac.jp/opencollege/pdf/2016_s/15_2.pdf
https://www.fujimu100.jp/exhibition/planning/
http://www.env.go.jp/press/102379.html
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6.10 金まで 

NEW 

H28年度 

ボランティア参加促進事業の企画提案 
実施期間：H28年 7月頃～翌年 3月 10日 

県民の地域活動･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進を目的として､市民活

動団体､社会福祉協議会､学校､企業などが実施する､地域

活動･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動への参加促進を狙いとした事業 

左記 URL参照 
事業説明会：4/26(火)&5/11(水)15時〜 

場所：県庁本庁舎 2F｢県民活動情

報ｵﾌｨｽ｣ 

県 環境生活部県民生活･文化課

県民活動推進班 

TEL:043-223-4133 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/nyuu-kei/buppin-itaku/nyuusatsukoukoku/sankasokushin-2016.html 

6.10 金まで 

NEW 

ウォータープロジェクト ｢プロジェクトソング｣

～水をイメージした｢ソングコンテスト｣募集 

http://www.env.go.jp/press/102295.html 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを知ってもらい､｢水｣への関心､重要性など感じ

るきっかけ､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加企業等の売場で WaterStyle提

案､水環境の様々な活動に活用の共通ｲﾒｰｼﾞ ﾝｸﾞを募集 

左記 URL参照 環境省 水･大気環境局水環境課 

TEL：03-5521-8304 

6.12 日まで 

NEW 

トピックス展 

里山と林業〜 千葉の炭焼き 〜 
https://www.chiba-muse.or.jp/MURA/ 

千葉県内の炭焼きの歴史をたどるとともに､房総の

むらの｢炭焼き体験｣の様子を通して､現代に受け継

がれた炭焼きの技を写真やﾊﾟﾈﾙで紹介 

県立 房総のむら 

(印旛郡栄町龍角寺 1028) 

左同 

TEL:0476-95-3333 

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)・前記活動の苗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 

NEW 

今森光彦展 

〜 自然と暮らす切り紙の世界 
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2016021700018/ 

切り紙と写真の最新作品とともに､里山でのﾗｲﾌｽﾀｲ

ﾙを紹介｡自然と人間との上手な共生のﾃｰﾏは､私た

ちの生活にも何らかのﾋﾝﾄを与えてくれるのでは 

高崎市美術館 

(同市 八島町 110-27 JR高崎駅西口

徒歩 3分) 

同館 

TEL:027-324-6125 

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 

6.26 日まで 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 

柏市郷土資料展示室(柏市沼南庁舎 2F) 

(柏市大島田 48-1) 

左同 

TEL:04-7191-1450 
※ 前回案内では、この欄が記載漏れでした。お詫びいたします。 

6.30 木まで こだいらソーラー市民(太陽光)発電所むさし 

市民債と寄付の募集 

春望ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ六三四の屋根を借り 13.3kW 太陽光

発電を設置する資金 405万円を市民債と寄付で 

設置真所：東京都小平市内 (NPO)こだいら ｰﾗｰ 

TEL:042-467-2861 19 時〜21 時 

7.04 月まで 

NEW 

ながいきそばオーナー募集 

1 万円／口 

村役場隣接の畑で種まき(7/31)から収穫(10/23)ま

でを体験し､そば打ち(12/17,18)も楽しむ 
長生郡長生村本郷 長生村 産業振興課 

TEL：0475-32-2114 

7.04 月まで 

NEW 

第 5回 印旛沼・流域再生大賞 募集 
〜個人･団体問わず どなたでも応募可 

印旛沼とその流域で｢恵みの沼をふたたび｣取

り戻す活動に努力している個人や団体を表彰 

http://inba-numa.com/shimin/saise

itaisyou/taisyouseido/ ←詳細 

印旛沼流域水循環健全化会議 

TEL:043-223-3155 県河川環境課 

7.14 木〜 

7.29 金 

NEW 

Panasonic NPO サポート ファンド 
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainabi

lity/citizenship/pnsf/npo_summary.html - pro004 

対象:環境問題に取り組み､強い市民社会の創造を

目指す NPO/NGO|期間:'17.1.1～12.31|金額:総額

1,500 万円 個別上限 200万円/団体|事業細則あり 

詳細は左記 URL参照 ﾊﾟﾅ ﾆｯｸ(株) TEL:03-3574-5665 

(NPO)地球と未来の環境基金 

TEL：03-5298-6644 

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 

9.05 月まで 

NEW 

第 2回 学生住宅デザインコンテスト 

テーマ「都市のくつろげる家」 

審査基準:｢ﾃｰﾏ｣｢独自性｣｢実現可能性｣｢環境配慮｣

｢木材の活かし方｣考慮の総合判断｡ 但し HINOKIYA
詳細は左記 URL参照 毎日新聞社 

TEL:03-6265-6815 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/nyuu-kei/buppin-itaku/nyuusatsukoukoku/sankasokushin-2016.html
http://www.env.go.jp/press/102295.html
https://www.chiba-muse.or.jp/MURA/
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.takasaki.gunma.jp/docs/2016021700018/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/280400/p030233.html
http://inba-numa.com/shimin/saiseitaisyou/taisyouseido/
http://inba-numa.com/shimin/saiseitaisyou/taisyouseido/
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.html#pro004
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.html#pro004
http://www5f.biglobe.ne.jp/~gomizero/yotei.htm
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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 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 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 

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 

 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 

年間等 

春休みなど 

(松戸市) ２１世紀の森と広場 
〜 千駄堀の自然を守り育てる総合公園 
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-g

本広場は広さが東京ﾄﾞｰﾑ11個分(50.5ﾍｸﾀｰﾙ)もある大き

な公園｡緑豊かな園内は山､林､池､田園など様々な自然に

触れ合える環境｡★見どころ：千駄堀池･野草園･光と風の広

http://www.city.matsudo.chiba.jp/

shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/

yoteihyou/index.html 

松戸市街づくり部公園緑地課 

21世紀の森と広場管理事務所 

松戸市千駄堀 269 

http://www.mainichi-j-contest.jp/outline.html 賞は､桧家ｸﾞﾙｰﾌﾟ審査員が選出し商品化検討の場合も 平日 10時〜17時 

継続受付中 

NEW 

太陽光発電設備設置奨励金 

1kW あたり 3 万円(上限 12万円) 

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 
注：H28年度の申請書使用 

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 

'17.2.28 火 

まで 

NEW 

H28年度(我孫子市)住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ

設置費補助 

金額：2万円／kW・上限 7万円 

対象:太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ/架台/接続箱/直流側開閉器

/ｲﾝﾊﾞｰﾀ/保護装置/発生電力量計/配線･配線器具

の購入･据付/工事費用 

詳細は左記 URL 参照 

または右記宛問合せ 
 

我孫子市環境経済部手賀沼課 

TEL：04-7185-1484 

http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/taiyoukohatsuden.html 

'17.2.28 火 

まで 

NEW 

H28年度(我孫子市)住宅用省ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ 

設備設置費補助金〜対象と補助金額＊ 

＊家庭用燃料電池ｼｽﾃﾑ[ｴﾈﾌｧｰﾑ]･10万円/定置用ﾘﾁ

ｳﾑｲｵﾝ蓄電池ｼｽﾃﾑ･10万円/太陽熱利用ｼｽﾃﾑ･5万円 

詳細は左記 URL 参照 

または右記宛問合せ 
 

我孫子市環境経済部手賀沼課 

TEL：04-7185-1484 
http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/h27shoenergy_hojo.html  

随時 「まちをきれいに志隊」募集 
〜個人でも団体でも登録できます〜 

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

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

ife/34/275/013029.html ←詳細 

流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

貸出受付中 (放射線)積算線量計の貸出し 

〜 生活で受ける放射線量の目安に 

個人が携行する日常生活環境で､どの程度の 

放射線量を受けているか調べる測定器です 

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 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.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/index.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/yoteihyou/index.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/yoteihyou/index.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/yoteihyou/index.html
http://www.mainichi-j-contest.jp/outline.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875
http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/taiyoukohatsuden.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/h27shoenergy_hojo.html
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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uide/kouen_ryokuka/top/index.html 場･みどりの里･縄文の森･生命の森･親緑の丘・つどいの広場 TEL:047-345-8900 

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 
NEW 

2016 年前期 

 

緑と水の市民カレッジ 

(公財) 東京都公園協会 
http://www.tokyo-park.or.jp/profile/ 

｢緑の社会的役割を考える｣をﾃｰﾏに各分野で活躍中

専門家による講義､公園･庭園をﾌｨｰﾙﾄﾞにした実技

講習や観察会など､入門編から上級者向けまでの講

座。 参加資格：都民以外も OK 

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

ge/ 
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） 
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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://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

