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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

陽の出が 4時台になり、季節の早い移ろいを感じます。 

5月 12日(木)は終日、雲のない爽やかな快晴でしたが、 

なぜか太陽光発電発電量が期待外れの 22kWh(約 4kW仕様)でした。 

発電量に影響する全天日射量が何かに遮られた可能性が高く、 

近くの住宅解体塵埃が、太陽光パネル面に付着した影響と思います。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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 【 田植シーズン 】 

地元の田植えを取材しました。と言っても市民参加の 

手植えの「親子でお米づくり」(流山お田んぼクラブ主催)です。 

 

少し風はありましたが絶好の田植え日和に恵まれ、 

続々と小学生前後の子供が若いお父さんお母さんと集合です。 

主催の i さんによれば、田植え人気は高く相当断ったようです。 

 

場所は流山市南東部の前ヶ崎地区で松戸市との市境を流れる 

富士川沿い田んぼですが、駐車もできる小さな広場があり、 

なかなか周辺環境が良い感じです。 

 

始まるまで時間を持て余した子供たちは親の心配をよそに 

土手下の小川に近い富士川へ入り歓声を上げていました。 

整備すれば、田畑と一体の素晴らしい遊び場になりそうです。 

 

そのうち、近くでイチゴやトマトなどを栽培している 

Aさんが田植え用の稲苗を軽トラで運んできました。 

今年で 6回目とのこと、苗づくりは手間がかかると思います。 

 

だけど、田んぼに入って田植え作業する親子の歓声を聞くと 

その労苦はどこかへ飛んで行ってしまうのではないでしょうか。 
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田んぼでは、親子一列になり目印ある"ひも"の前に苗を植え、 

後ずさりして田植えは完了。後日の草取り・草刈り、案山子づくり、 

稲刈り、近くのキャンプ場での収穫祭など楽しそうです。 

 

自ら思い起こせば、霞ヶ浦、手賀沼、江戸川などの近くで、 

田植え、稲刈り、餅つきなどみんなで汗して良かった実感いっぱいです。 

子供も大人も農体験で、大事な農業を知るようにしたいものです。 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 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 ☆★ 2016.05.18号【環境全般･ｴﾈﾙｷﾞｰ･観察会･他】編 (更新:概ね 1回/月・不定期)     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 

5.19木･6.02木

14~16 全 2回 
プロが教える NPOのための講座 (有料) 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰに聞く〜DIY広報実践講座 

枝並和樹(株)日産社)〜 ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ／Web掲載の仕方｜

地域ﾒﾃﾞｨｱへの露出の仕方。参加費各回3,000円 

まちばｶﾚｯｼﾞｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 

(松戸市二十世紀が丘戸山町 53-1) 

(NPO)ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｽﾞ･ﾀﾝｸ CoCoT 

TEL:047-711-7445 要申込 

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 

5.20金〜22日 

9~16 

第 11回 ロハスデザイン大賞 新宿御苑展 

ﾃｰﾏ：ローカルデザインの未来 
http://www.lohasclub.jp/lda2016/shinjuku/ 

木のおもちゃ｢森のおもちゃ美術館｣･世代を超えて

みんなで食卓囲む｢隣人祭りLONG TABLE｣･心地よい

風と光を取込む体感ｴｺﾊｳｽ｢COOL CHOICE ﾊｳｽ｣・他 

国民公園 新宿御苑 

(新宿区内藤町 11) 

(一社)ﾛﾊｽｸﾗﾌﾞ 

TEL:03-3524-9757 

5.20金〜 

23月 

パレット柏 開設記念イベント 

〜 いいまちづくりふれあいフェスタ 
http://palettekashiwa.jp/event/541/ 

柏にみんなが集う 新しい場所が生まれました｡新

しいﾊﾟﾚｯﾄを使ってみんなで｢柏の未来｣の絵を描こ

う｡★文化･環境･こども･健康の各ﾊﾟﾚｯﾄｲﾍﾞﾝﾄ多数 

柏市文化･交流複合施設｢ﾊﾟﾚｯﾄ柏｣ 

(柏市柏 1-7-1-301 Day One 3F) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会･柏市  

TEL:04-7157-0280 

5.20金〜6.19日

の金土日 

南房総 蛍ファンタジア 

〜里のホタル･海のホタル特別観賞会〜 

白浜ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ大ﾄﾞｰﾑ内でｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙを鑑賞し､特設

ｺｰﾅｰではｳﾐﾎﾀﾙの紹介と発光ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽのひとときを 

白浜ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ 

(南房総市白浜町根本 1454) 

南房総市温泉組合 

TEL:0470-28-5307 宿泊者無料 

5.21土 

9:30~11:30 

名戸ヶ谷ビオトープ 春の生き物観察会 

 

田植えを終えたﾋﾞｵﾄｰﾌﾟで､ｻﾞﾘｶﾞﾆとりや昆虫採集､

湿地に咲く植物の観察をする｡楽しい解説あり 

同ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ 

(柏駅東口からﾊﾞｽ｢名戸ヶ谷｣すぐ) 

同ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟを育てる会 

TEL:04-7144-9855 

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 

5.21土 

13:30~16:30 

国際生物多様性の日ｼﾝﾎﾟ｢生物多様性の主

流化 人々と暮らしを支える森里川海｣ 
http://www.env.go.jp/press/102417.html 

講演:武内和彦(国連大)〜森里川海で開く成熟した

国づくり|対談(めぐりのﾗｲﾌｽﾀｲﾙ)･報告(環境省)･事例報

告(東近江市､ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ)･座談会(井上恭介(NHK)他) 

国連大学ｳﾀﾝﾄ国際会議場 

(渋谷区神宮前 5-53-70) 

環境省自然環境局自然環境計画課 

TEL:03-5521-8272 5/19迄 

5.21土・22日 

10~15 

ｶｼﾆﾜ･ﾌｪｽﾀ 2016参加ｲﾍﾞﾝﾄ 

〜 新緑の森へようこそ 
柏市北部大青田に大きな森が｡｢ちば里山ﾄﾗｽﾄ｣はこ

の森の整備を｡里山の風を感じ自然を見つめては 

東武野田線｢江戸川台駅｣東口徒歩

25分 (柏市大青田) 

(NPO)ちば里山ﾄﾗｽﾄ 

TEL:080-1179-0081 

5.22日 

9:30~ 

松戸のみどり再発見ツアー38 

〜案内人と巡るｵｰﾌﾟﾝﾌｫﾚｽﾄ in松戸の森 

松戸市金ヶ作･八ヶ崎のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが活動する新緑の

森を巡り､緑のﾊﾟﾜｰを感じては? 

集：新京成線常盤平駅改札口 9:30 
(雨天中止) 

緑のﾈｯﾄﾜｰｸ･まつど 

TEL:090-2935-9444 

5.22日 

9:30~ 

樹木観察会      (雨天中止) 清水公園の初夏の樹木を観察する。弁当持参。参

加費100円 

集：東武線 清水公園駅西口 野田の樹木を見て歩こう会 

TEL:04-7127-1687 

5.22日 

10:30~16 

第 16回 アースデイちば 
★熊本大地震・ネパール大地震募金も 

http://www.earthday-chiba.org 

ﾋﾟｸﾆｯｸ･ﾏｰｹｯﾄ[ﾌﾘﾏ]| ｱｰｽﾄｰｸﾃﾝﾄ(自然ｴﾈ･世界を知

ろう･他)| FOOD/Art&Craft/MUSIC/ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

/NPO/FAIR TRADE|自然ｴﾈで携帯無料充電ｺｰﾅｰも 

稲毛海浜公園 

(千葉市美浜区高浜 7-2-1) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL:080-3094-6488 
earthdaychiba@gmail.com 

5.22日まで カシニワフェスタ 2016 

〜はじまります!人と緑をつなぐまちめぐり 
http://k-midori.net/pages/3308 

新緑がまぶしい里山､開放感あふれる地域の庭､や

さしく香るｶﾞｰﾃﾞﾝ｡森の案内､ｸﾗﾌﾄづくり体験､森の

ｺﾝｻｰﾄ､ 自然観察会､ﾏﾙｼｪなど様々な催し 

各開催場所・時間、内容などは左

記 URL参照 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:04-7160-3120 
(一財)柏市みどりの基金 

5.22日他 1日 
10~12,13~15 

泉自然公園 野鳥観察ガイド 

5/29(日)も同じ時間帯・自由参加 

初夏になると鳥たちも繁殖期に入り､盛んにさえず

りが､公園のあちこちで聞こえます｡ 

集：同公園ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 各 5分前 

(千葉市若葉区野呂町 108) 

同公園 

TEL:043-228-0080 

http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
http://miyama-se.com/
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://www.lohasclub.jp/lda2016/shinjuku/
http://palettekashiwa.jp/event/541/
http://www.acc-c.com/culture/index.html
http://www.env.go.jp/press/102417.html
http://www.earthday-chiba.org/
mailto:earthdaychiba@gmail.com
http://k-midori.net/pages/3308
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5.23月まで 第 5回 オープンフォレスト in松戸 

貴重な森を､未来の子どもたちのために 
http://www.open-forest.org/OF5_goannai.html 

普段入れない個人樹林地を所有者の協力を得て公

開｡公開日は案内人がいて入れる｡各森は、活動日

にはﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが一緒に体験したり見学もできる 

各開催場所・時間、内容などは左

記 URL参照 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL:090-1209-2254 

5.24火 

9~ 

自然観察会 泉自然公園探鳥会〜 ｵｼﾄﾞﾘ･山野草等期待 

観察用具･弁当･飲み水･帽子･敷物･雨具等持参 

集：船橋駅さっちゃん像前 9時 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

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 3-11-1) 

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 

http://www.nippo.co.jp/n-expo016/index.htm 

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

生活の安定と環境･温暖化関連産業の発展を目的 

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 

5.26･6.09･
6.23 各木 14~16 

プロが教える NPOのための講座 (有料) 

〜 助成金のとり方講座(全 3回) 

小山淳子(CoCoT)〜助成金情報の検索方法｜提案企

画書/見積書の作成。参加費各回 2,000円 

まちばｶﾚｯｼﾞｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 

(松戸市二十世紀が丘戸山町 53-1) 

(NPO)ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｽﾞ･ﾀﾝｸ CoCoT 

TEL:047-711-7445 要申込 

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 

9:30~11:30 

大堀川で春の野鳥観察をしよう！ 
雨天中止 

大堀川では季節や時間によって様々な野鳥を身近

に観察できます。春はどんな野鳥を見られるか？ 

集：同川 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 

5.28土 

9:30~12 
春の自然観察会(雨天中止) 

〜 集合場所を起点に、周辺の森林や＊ 

＊谷津を巡り､そこに生息する生き物たちを観察。 

歩きやすい靴､雨具､帽子､筆記具､飲物等持参 

集：手賀の丘公園どんぐりの家前 

(柏市片山 275) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ／平日 13〜17時 

TEL:04-7170-7090 要申込 

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 

10~14 

子育て交流フリーマーケット 

〜 子ども服､赤ちゃん用品､子育て＊ 

＊関連品のﾘｻｲｸﾙ･手作り品など｡他に､子育て中の

親子が楽しめる内容が盛りだくさん 

手賀沼公園 

(JR我孫子駅南口徒歩 10分) 

我孫子市 保育課 

TEL:04-7185-1490 
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event/matsuri/kosodatefleemarket.html 

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 

5.29日 

13:30~15:30 

宍塚の自然と歴史の会 

「里山・森林」の学習会 
http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

兒玉正人(同会)〜宍塚の里山保全活動における森

林･山村多面的機能発揮対策事業の取組み｜佐藤

和明(同)〜蝶の生態を活かした生物多様性の森づくり 

上高津貝塚ふるさと歴史の広場 
(考古資料館)2F 体験学習室 

(土浦市上高津 1843)  

同会 里山さわやか隊 

TEL:029-821-3519 
s-tetsumix@jcom.home.ne.jp 

5末〜6初旬 

19~21 

源氏ぼたる鑑賞の夕べ 

〜 蛍は自然環境の良い清流を好む昆虫 

いすみ市東地区の山田川周辺には、源氏ぼたるが

多く生息しその保護をしている。 
http://www.city.isumi.lg.jp/miryoku/shizen/hoshi/post_75.html 

源氏ぼたるの里 

(いすみ市東(山田)地区) 

いすみ市商工観光課 

TEL:0470-62-1243 

     

http://www.open-forest.org/OF5_goannai.html
http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka16/index.htm
http://www.nippo.co.jp/n-expo016/index.htm
http://www.wbgt.env.go.jp/sympo_1601.php
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event/matsuri/kosodatefleemarket.html
http://www.elfin-ee.com/
http://www.kasumigaura.net/ooike/
mailto:s-tetsumix@jcom.home.ne.jp
http://www.city.isumi.lg.jp/miryoku/shizen/hoshi/post_75.html
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6.01水〜 

03金 10~17 

第 21回 建築再生展 2016 R&R リフォーム＆
リニュアル http://rrshow.jp/index.php 

建築再生の要素技術に関する工法･製品･工具等の

展示･実演･ｾﾐﾅｰ(※下欄参照) 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

建築再生展組織委員会 

TEL:03-3228-3401事務局 

6.01水〜 

03金 

(※)前記ｲﾍﾞﾝﾄのセミナー抜粋 

6/01(水)11:30〜 (国交省)建築物の再生

～ 耐震･省ｴﾈ･環境対策への支援策｜ 

6/02(木)11:30〜伊香賀俊治(慶大)〜 健康長寿のｺ･

ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄをもたらす断熱改修｜6/03(金)15:15〜長

田克也(YKK AP(株))〜ﾏﾝｼｮﾝ大規模改修―窓･ｻｯｼ改修 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

建築再生展組織委員会 

TEL:03-3228-3401事務局 

6.01水･02木･

03金 19:30~1h 

ホタル観賞会 〜 21世紀の森と広場では

今年もホタル観賞会開催 
駐車場は東駐車場(有料)ご利用｡※当日は駐車場の

混雑予想。※中央口以外のｹﾞｰﾄからは入れません。 

集：21世紀の森と広場 中央口 

(松戸市千駄堀 269) 

同広場管理事務所 

TEL:047-345-8900 

6.02木 

9~ 

自然観察会 水元公園探鳥会〜花菖蒲･ｶﾜｾﾐ等期待 

観察用具･弁当･飲み水･帽子･敷物･雨具等持参 

集：船橋駅さっちゃん像前 9時 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

6.04土 

9:30~12:30 

かしわ市民大学公開講座 

手賀沼の奥座敷へようこそ 
teganuma my footpath tour 

同大学で学んだ市民が制作初ﾂｱｰ｡全国から参加を｡

ｺｰｽ抜粋:集合地〜谷津田んぼ〜長屋門〜雑木林〜

手賀沼遊歩道｡約 3時間､1万歩ﾌｯﾄﾊﾟｽﾙｰﾄ/ｶﾞｲﾄﾞ有 

集：道の駅しょうなん 

(柏市箕輪新田 59-2) 

柏市／柏観光ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 

TEL:04-7163-1143 要申込※ 

※ ﾊﾟﾚｯﾄ柏 市民活動ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾅｰ 

6.04土 

9:30~11:30 

緑の教室 鈴木弘行(緑の相談員) 

〜 大人のための「青葉の森 生きもの探検」 

青葉の森公園 緑の相談所 

(千葉市中央区青葉町 977-1) 

左同 

TEL:043-208-1510 要申込 

6.04土 

13~15 

公開シンポジウム 

〜 琉球に生きる植物たち 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2016/05ryukyus/ 

横田昌嗣(琉球大)〜琉球の植物相の概要｜阿部篤志

(沖縄美ら島財団)〜沖縄群島絶滅危惧種現状と新知見｜

保坂健太郎(科博)〜南の島の不思議なきのこ｜他 

集：筑波実験植物園 研修展示館 1F

ﾎｰﾙ 12:45 

(つくば市天久保 4-1-1) 

同園 

TEL:029-851-5159 予約不要 

6.04土 11~17 

05日 10~17 

エコライフ・フェア 2016 
http://www.ecolifefair.go.jp/2016/outline.html 

毎年 6月の環境月間に全国各地で展開する様々な

行事の中の主たる行事の一つ 

都立代々木公園 (渋谷区代々木神

園町､他｡ ｹﾔｷ並木･ｲﾍﾞﾝﾄ広場) 

環境省 

TEL:03-6416-1141 事務局 

6.04土13:30~ 

05日 14:15 

一泊二日 

第 51回 やまね学校(有料) 

～ ヤマネの身体能力、大研究 ～ 
http://www.keep.or.jp/taiken/otona/yamane/ 

｢森の妖精｣小動物ﾔﾏﾈの生活や自然環境を知ること

ができるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡ﾔﾏﾈの観察や調査体験､最新研究

情報など､個人でもご家族でも楽しめる 

(公財)ｷｰﾌﾟ協会 清泉寮 

(山梨県北杜市高根町清里 3545) 

同協会 

TEL：0551-48-3795要申込 

6.05日 
10:30~, 13:30~ 

【あそぼう･まなぼう】環境の日記念 

｢水質調べ｣ 

6月 5日は｢環境の日｣､来館者に荒川等の水質調査

体験を http://www.river-museum.jp/event/event05/post-302.html 

埼玉県立 川の博物館 本館前 

(同県 大里郡寄居町小園 39) 

同館 

TEL:048-581-7333 

6.11土･12日 

11~17 

MOTTAINAIフェスタ 2016 at 秋葉原 UDX 
http://mottainai-fes.com 

〜 MOTTAINAI×(ｽﾃｰｼｮﾝ&ｴｺ輪投げ､まち＊ 

＊がい探しﾗﾘｰ)｡e-kids ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(MOTTAINAI×(ｷｯ

ｽﾞﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ､ｷｯｽﾞ★ﾄﾚｰﾄﾞなど)､MOTTAINAI×(てづ

くり市､てづくり教室､遊びﾊﾟﾌｫｰﾏｰ､ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 他 

秋葉原 UDX 1F ｱｷﾊﾞ広場､ｻﾎﾞﾆｳｽ広

場､2F ｱｷﾊﾞｽｸｴｱ・前広場､東側ﾃﾞｯｷ

(千代田区外神田 4−14−1)  

MOTTAINAI ｷｬﾍﾟｰﾝ事務局 

TEL:03-3384-6666(当日) 

6.12日 

9~12 

手賀沼探鳥会       雨天中止 
〜 1976年から定例毎月第 2日曜日実施。＊ 

http://abikoyacho.org 

＊午前 9時(7,8,9月は夏時間 8時)に集合地から会員の

車で手賀沼の南側(柏市)を探鳥､正午(7,8,9月は夏時間

11時)頃集合地解散。初心者歓迎。 

集：我孫子市役所前 

(同市 我孫子 1858) 

我孫子野鳥を守る会 柏支部 

TEL: 04-7163-7898 申込不要 

6.12日 

10~16 

市制施行 35周年記念第 19回 浦安市環境ﾌｪｱ 

未来を見つめて､今 行動しよう 

〜 my ECOCORO,my Action 

(1)市･市民団体･企業等によるﾌﾞｰｽ出展(展示･活動

報告･体験型ｲﾍﾞﾝﾄ等) (2)出展団体 びその他ﾊﾟﾌｫｰ

ﾏﾝｽ団体によるｽﾃｰｼﾞ上でのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 

JR新浦安駅前広場 

(浦安市入船 1-3) 

 

浦安市 都市環境部環境保全課

TEL:351-1111(内 2126)  

6.14･21･28 

各火 13:30~15:30 

電磁波と健康(全 3回講座) 

講師：大久保千代次(電磁界情報ｾﾝﾀｰ)〜＊ 

＊家電製品・携帯電話などの電磁波の健康影響ほ

か。船橋市民等対象。 

船橋市 中央公民館 

(同市 本町 2-2-5 (市民文化ﾎｰﾙ)) 

同館 

TEL:047-434-5551要申込 

6.15水〜17金

10~17 

 

スマートコミュニティ Japan 2016 
http://biz.nikkan.co.jp/eve/smart/ 

次世代ｴﾈﾙｷﾞｰと新産業創出のための総合展 

次世代自動車ｿﾞｰﾝ･ｴﾈﾙｷﾞｰ自由化ｿﾞｰﾝ｜水素社会

実現ｿﾘｭｰｼｮﾝ展｜ﾊﾞｲｵﾏｽｴｷｽﾎﾟ｜植物工場･ｽﾏｰﾄｱｸﾞ

ﾘ展｜ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙﾄﾞ展｜講演会｜他 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 2・3 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

日刊工業新聞社 

TEL：03-5644-7221 

     

http://rrshow.jp/index.php
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2016/05ryukyus/
http://www.ecolifefair.go.jp/2016/outline.html
http://www.keep.or.jp/taiken/otona/yamane/
http://www.river-museum.jp/event/event05/post-302.html
http://mottainai-fes.com/
http://abikoyacho.org/
http://biz.nikkan.co.jp/eve/smart/
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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 

募集中 

NEW 

お米づくりに挑戦 

〜 やってみよう！バケツ稲づくり 〜 
http://life.ja-group.jp/education/bucket 

種もみと肥料､栽培ﾏﾆｭｱﾙ､名前ｼｰﾙの｢ﾊﾞｹﾂ稲づくり

ｾｯﾄ｣は､家庭の食育体験ﾂｰﾙ､学校では稲作を学ぶ教

材として活用｡ 

申込みなど詳細は左記 URL参照 

[在庫僅少] 

ﾊﾞｹﾂ稲づくり事務局 

TEL:03-5295-1323 

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 

5.20金まで 

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 参考情報 

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【満員】 

対象：柏市内の小学生とその保護者 
詳細は右記 URL参照 

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 
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/4528/ 

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 

6.17金 

16~,18:30~ 

第 3回 市民電力連絡会 連続講座 (有料) 

「オフグリッドビル見学」 
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

田丸雄一(株)ｸﾞﾘｰﾝ･ﾜｲｽﾞ)〜左記表題見学解説 

山川勇一郎(たまｴﾝﾊﾟﾜｰ(株)〜FITにたよらない市民発電

事業ﾓﾃﾞﾙとは 

ｺﾝﾃｨ多摩ｾﾝﾀｰ(NTT多摩ﾋﾞﾙ) 

(多摩市鶴牧 1-26-3 小田急･京王線
｢多摩ｾﾝﾀｰ｣駅徒歩 7分) 

市民電力連絡会 事務局 

ppn2014info@gmail.com 

左記 URL内から申込み 

6.18土 

9:30~16:30 

君津地域ふるさと探検ﾂｱｰ～みなとまち木更津

の文化･歴史探訪と昔ながらののり付け体験 

木更津まち歩き(木更津みち案内人)｜花柳界体験

｜海苔つけ体験(富津市『松本屋』)／昼食持参 

集：木更津駅みなと口 9:30 
解：同駅 16:30予定 

応募の詳細は左記 URL参照 

県 君津地域振興事務所 

TEL:0438-23-1111 5/22迄 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-nanbou/event/2016/kenminnohi0618.html 

6.18土･19日 

･25土 20~21:30 

ヒメボタルに愛隊〔夜の森の観察会〕 

 

漆黒の闇に光るﾋﾒﾎﾞﾀﾙ(ﾎﾀﾙ科)に会いに､夜の森を

歩く｡体長 7mm程の陸棲で､歯切れ良く明滅する 

集：内浦山県民の森 総合ｾﾝﾀｰ

19:50 (鴨川市内浦 3228) 

左同／開催日前日までに申込要 

TEL:04-7095-2821 

6.27月 

13:30~15:30 

緑の講習会〜 公園樹木ツアー 

・木の見方、楽しみ方 

講師:八田洋章〜樹種ごと､木肌､葉や花の形など特

徴が異なり､理解できると園内を歩くのが楽しく 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園管理事務所 

TEL:04-7134-2015 要申込 

http://life.ja-group.jp/education/bucket
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.ifiajapan.com/2016/jp/index.html
http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse32.pdf
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/4528/
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
mailto:ppn2014info@gmail.com
https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-nanbou/event/2016/kenminnohi0618.html
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5.21土 

10~15:30 

NEW 

｢来たいよ☆いち！に！さんぶ地域フェ

スタ 2016in横芝光｣ 

1.さんぶ NO.1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2016｜2.さんぶ“市”(いち)

｜3.横芝光町誕生 10周年記念特別企画ｽﾃｰｼﾞ 

横芝光町役場駐車場･体育館 

(山武郡横芝光町宮川 11902) 

山武地域振興事務所 

TEL：0475-54-0222 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-sanbu/event/2016/kenminnohi0521.html 

5.21土・22日 

10~15:30 NEW 

野菜とハーブのガーデン 

〜 ラディッシュの収穫体験会 
可愛いﾗﾃﾞｨｯｼｭの収穫でご家族一緒に楽しい一日

を｡運が良ければ他の野菜の収穫ができるかも! 

ｸﾘちゃん里畑(柏市増尾 2-21) 
両日とも雨天時は 5/25(水) 

柏市ｺﾐｭﾆﾃｨ植物医師の会 

TEl:04-7149-8671要申込 

5.24火 

13:30~15:30 

NEW 

緑の講習会 

〜 育てて楽しむパッションフルーツ 
〜 実つき改善や年越しポイント 

講師:三輪正幸〜ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝなどに利用されるﾊﾟｯｼｮ

ﾝﾌﾙｰﾂ｡実つき良くするﾃｸﾆｯｸや冬越しﾎﾟｲﾝﾄなど 
http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/koshu/midori.html 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園管理事務所 

TEL:04-7134-2015 要申込 

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要申込 

5.28土 

9:30~15 

NEW 

さんむ田んぼアート PROJECT 

はじめる田植え参加者募集 (有料) 

http://tamboart.blog.fc2.com 

今年のﾃｰﾏ｢浦島太郎｣! 2年目突入!色とりどりの稲

の苗を植え､さんむの田んぼｱｰﾄを作ろう!2020年 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ見据え素敵な作品を作ります 

山武市松尾町の水田 

(成田空港発着便航路直下) 

同 PROJECT 

TEL:080-9676-9996 
左記 URL内から申込み 5/22迄 

5.28土 

11~  NEW 

じねんじょづくりオーナー募集(有料) 
収穫は 11月末予定 

日本原産野生種じねんじょの植付けから収穫まで

体験｡ﾌﾟﾛ指導で小さな種芋を秋に長い自然薯掘り 

集:夢の島公園ﾜｲﾙﾄﾞﾌﾗﾜｰ花壇前 

(新木場駅 徒歩 15分) 

都立 夢の島熱帯植物館 

TEL:03-3522-0281 

5.28土･29日 

10~14  NEW 

そら豆の収穫体験(有料) 
※:天候による日程変更は事前に連絡 

料金：1,700円／袋(40〜50さや)。 

入場料：500円／組。長靴、手袋、作業服持参。 

小川農園 

(柏市金山地先) 

農菜土 

TEL:04-7137-7318 要申込 

5.29日 NEW 

13:30~15:30 

緑の教室〜挿し木で増やしてみませんか！ 

お持帰り実習付 

白瀧嘉子(園芸ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)〜ｾｰｼﾞや多肉植物の挿し木｡

挿し穂の作り方から挿し木後の管理方法まで 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

左同 

TEL:0476-47-4030 要申込 

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 

6.01水〜 

8.31水 

NEW 

｢農薬危害防止運動｣ 
http://www.env.go.jp/press/102447.html 

農薬の使用に伴う事故･被害を防止するため､農薬

の安全かつ適正な使用や保管管理､環境への影響に

配慮した農薬の使用等を推進 

詳細は左記・下記 URL参照 

 

環境省 水･大気環境局土壌環境課 

TEL:03-5521-8311 

6.04土 NEW 
10~13:30 

野菜で元気いっぱい！ (有料) 

〜収穫体験＆バーベキューを楽しもう 

無農薬栽培野菜の収穫とﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ･流しそうめんを

楽しむ｡子供から高齢者まで大歓迎(流山市民等対象) 

えか自然農場 

(流山市西深井・浄観寺近く) 

流山市 東深井福祉会館 

TEL:04-7155-3638 

6.04土 
10~15 NEW 

ミルクフェスティバル 2016 

〜 6月 1日は「牛乳の日」 

搾乳模擬体験､ふれあい動物ｺｰﾅｰ(小動物との触れ

合い､ﾎﾟﾆｰやﾛﾊﾞの乗馬体験)､ﾊﾞﾀｰ作り体験など 

県立 北総花の丘公園 B ｿﾞｰﾝ 
(北総線千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ中央駅徒歩 10分) 

県 牛乳普 協会 

TEL:043-228-7570 

6.04土 

13:30~15:30 

NEW 

緑の講習会 

〜 家庭園芸の病害虫対策 

講師:望田明利〜 家庭園芸で問題となる病害虫の

種類や特徴､その対策をわかりやすく解説 
http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/koshu/midori.html 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園管理事務所 

TEL:04-7134-2015 要申込 

6.07火〜10金

10~17 NEW 
FOOMA JAPAN 2016 (国際食品工業展) 

https://www.foomajapan.jp/2016/ 

最先端の食品機械･関連機器が一堂に会するｱｼﾞｱ最

大級の食のﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1〜6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本食品機械工業会 

TEL:03-6809-3745 

6.23木･24金 

10~13 NEW 

食を楽しむ教室 

〜 野菜たっぷりヘルシー料理(有料) 
松本千恵子(料理研究家)〜地元の旬の野菜を使って、

簡単！お手軽！美味しい！料理を作る 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

左同 

TEL:0476-47-4030 要申込 

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/

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 

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 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-sanbu/event/2016/gp2016.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-sanbu/event/2016/ichi2016.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-sanbu/event/2016/ichi2016.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-sanbu/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-sanbu/event/2016/kenminnohi0521.html
http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/koshu/midori.html
http://www.npobin.net/apply/
http://tamboart.blog.fc2.com/
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/kyuhukin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/kyuhukin.html
http://www.env.go.jp/press/102447.html
http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/koshu/midori.html
https://www.foomajapan.jp/2016/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/shikaku/chouri/shiken.html
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chouri/shiken.html 受験手数料：6,100円 

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 

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 

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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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 

'17.2.28火まで 

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 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 

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 

5.22日まで 

NEW 

日本の主食「熱帯の穀物お米展」 お米はｲﾈ科の植物から採れる穀物｡稲のﾙｰﾂは本熱

帯園にあり､(中略)､農耕の歴史と文化を紹介 

都立 夢の島熱帯植物館 

(江東区夢の島 2-1-2) 

同館 

TEL:03-3522-0281 

5.28土〜 

6.05日NEW 

南国に生きる植物たち 

〜 琉球の植物展 〜 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2016/05ryukyus/ 

琉球列島には乾燥した海岸の岩場､雨による湿潤な

渓流沿い､ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞなど様々な環境があり､それに

適応した植物が生きる｡ただ最も絶滅危惧種が集中 

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 

TEL:029-851-5159 

5月末まで 

NEW 

ソーラークッカー全国大会･山梨(ｱﾂｱﾂ) 

太陽熱ｴﾈﾙｷﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ／エントリー 

開催日時：7月 16日(土)10〜15時 

熱ｴﾈﾙｷﾞｰを電気等で賄わず､日照時間に恵まれた山

梨県甲府市において､太陽熱ｴﾈﾙｷﾞｰ を最大限に利

用することの普 啓発ｲﾍﾞﾝﾄ 

甲府市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 屋内外 

(同市 上町 601−2)  

(NPO)みどりの学校･同市地球温暖化対

策地域協議会 TEL:055-241-4312 
kankyohozen@city.kofu.lg.jp 

6.03金まで 

NEW 

九都県市エコドライブ講習会(千葉県会場) 

実施日時：6月 14日(火)13時〜17時 

｢ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞってなぁに?｣｢どうしたらできるの?｣｢ど

れくらい燃費が良くなるの?｣という方 

千葉県自動車練習所 

（千葉市若葉区坂月町 308） 

JAF(一社)日本自動車連盟) 

TEL:03-6833-9130 

6.03金まで 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 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 

6.06月まで 

NEW 

第 11期生募集／ 期間:6月 22日〜8月 4日 

エコハウスマイスター養成講座 in東京(有料) 
http://ecohouse.ac/common/ecohouse/meister/course-11.asp 

通気工法改善呼吸する家･人間と家の健康の調湿力

ある家･遮熱含めた総合的断熱工法･自然ｴﾈ活用の

総合的熱交換換気･空気使わない輻射式冷暖房 

受講資格､講座内容､会場の詳細は

左記 URL参照 

(一社)エコハウス研究会 

TEL:080-5643-0005 

info@ecohouse.ac 

6.10金まで 

NEW 

H28年度 エネルギー教育モデル校募集 

38(万円/年)の教育活動費で実践サポート 

課題>A:ｴﾈﾙｷﾞｰの安定供給の確保 |B:地球温暖化

問題とｴﾈﾙｷﾞｰ問題 |C:多様なｴﾈﾙｷﾞｰ源とその特徴

応募の詳細は左記 URL参照 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁/(公財)日本科学技

術振興財団 

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/
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.tbg.kahaku.go.jp/event/2016/05ryukyus/
mailto:kankyohozen@city.kofu.lg.jp
http://www.env.go.jp/press/102379.html
http://ecohouse.ac/common/ecohouse/meister/course-11.asp
mailto:info@ecohouse.ac
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http://www.energy-modelschool.jp/entry/ |D:省ｴﾈﾙｷﾞｰに向けた取組 TEL:03-3212-8489 

6.10金まで H28年度 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加促進事業企画提案 
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のため､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 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ｿﾝｸﾞを募集 

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 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 

6.12日まで 

NEW 

もっと知りたい!｢飛ぶひみつ｣春の特別展 
http://www.expocenter.or.jp/?page_id=21456 

〜鳥や飛行機はどうして飛べる? ﾂﾊﾞﾒは＊ 

＊1日 300㎞飛行､ｼﾞｪｯﾄ機は人や物を載せ 400 ﾄﾝで飛ぶ｡

飛ぶ生き物や植物をﾋﾝﾄに飛行機やﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ､ﾛｹｯﾄを生み

出した｡飛ぶひみつを体験し､未来の"飛ぶ姿"まで想像 

つくばｴｷｽﾎﾟｾﾝﾀｰ 2F多目的ﾎｰﾙ 他 

(つくば市吾妻 2-9 TX つくば駅 A2出口

徒歩 5分)  

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:029-858-1100 

6.12日まで 

NEW 
eco 検定(※)受験対策講座 (有料) 

試験日:7月 24日(日)｜講座日程:右記 
http://ecchiba.sakura.ne.jp/ecokentei/index.html 

一日ｺｰｽ:6/18(土)or19(日)9:30〜16:30 

直前ｺｰｽ:7/09(土)13〜16:30 

(※)多様化する問題を体系的に身につける入門編 

千葉市文化ｾﾝﾀｰ 会議室 

(千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央
ﾂｲﾝﾋﾞﾙ 2号館 9F) 

(NPO)環境ｶｳﾝｾﾗｰ千葉県協議会 

TEL:043-276-7300 要申込 
eco-kentei@ecchiba.sakura.ne.jp 

6.14火まで 

NEW 

第 38回 エネルギー管理士試験(有料) 

試験日：8月 7日(日)／受験資格なし 
http://www.eccj.or.jp/mgr1/test_guide/chap_02.html - ex07 

科目>必須:ｴﾈﾙｷﾞｰ総合管理と法規|熱分野:燃料と

燃焼･熱利用設備と管理･熱と流体の流れの基礎|電

気分野:電気の基礎･電気設備と管理･電力応用 

応募の詳細などは左記 URL参照 (一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 

TEL:03-5439-4970 

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 

6.19日まで 

NEW 

平成 28年度 特別展「都幾川・槻川」 
5/22(日)､29(日)に関連ｲﾍﾞﾝﾄ 

http://www.river-museum.jp/exhibition/plan/28.html 

ｶｼﾞｶｶﾞｴﾙが鳴き､ﾎﾀﾙが舞う荒川水系屈指の清流誇

る｢都幾川･槻川｣｡絶滅危惧種指定生物が数多く生

息し､細川紙など有数の文化財が存在する地域 

埼玉県立 川の博物館 本館第 2展示

室&ｽﾛｰﾌﾟ 

(同県 大里郡寄居町小園 39) 

同館 

TEL:048-581-7333 

6.26日まで 

 

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。 

     

http://www.energy-modelschool.jp/entry/
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.expocenter.or.jp/?page_id=21456
http://ecchiba.sakura.ne.jp/ecokentei/index.html
mailto:eco-kentei@ecchiba.sakura.ne.jp
http://www.eccj.or.jp/mgr1/test_guide/chap_02.html#ex07
http://www.chibadoren.or.jp/photo/reaf_22.pdf
http://www.env.go.jp/press/102085.html
mailto:greenwavenet.com@gmail.com
http://www.river-museum.jp/exhibition/plan/28.html
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
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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)こだいらｿｰﾗｰ 

TEL:042-467-2861 19時〜21時 

7.04月まで 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 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 

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 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(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 

7.31日まで 

NEW 

第 21回 エコメッセ 2016inちば出展案内 

開催日時：9月 22日(木祝)10〜16時 
http://www.ecomesse.com/recruit 

ﾃｰﾏ:みつけよう私の COOL CHO ICE(ｸｰﾙ ﾁｮｲｽ) 

目的：環境保全の輪を広げ､異なる主体間のﾊﾟｰﾄﾅｰ

ｼｯﾌﾟを推進。募集：200区画。早期申込割引あり 

幕張ﾒｯｾ国際会議場 

(千葉市美浜区中瀬 2−1) 

応募の詳細は左記 URL参照 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会 

TEL:080-5374-0019 
info@ecomesse.com 

8.12金まで 

NEW 

9/23金~25日 

シニアのための 自然・環境研修会(有料) 

〜 倉本聰主宰富良野自然塾で、日本各

地から集う同世代と学ぶ 3日間 

地球環境問題の基礎を体感的に学べるチャンス。 

●塾長講義●農業研修●植樹体験・講義・実習他 

http://furano-shizenjuku.com/pdf/senior2016.pdf 

現地:富良野自然塾ﾌｨｰﾙﾄﾞ 

集:富良野ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

(北海道富良野市北の峰町 18-6) 

同塾 

TEL:0167-22-4019 
shizenjuku@furano.ne.jp 

9.01木まで 

NEW 

第 44回 農 and食･毎日農業記録賞募集 
｢農｣｢食｣に携わる人､これから携わろうとする人を応援 

http://mainichi.jp/articles/20160423/ddm/010/040/013000c 

内容：｢農｣や｢食｣､｢農に関わる環境｣への思い､記

録､提言(A4用紙で 4,000字程度｡ﾊﾟｿｺﾝ等から印刷

可)｡部門：一般、高校生(何れもｸﾞﾙｰﾌﾟ応募可) 

応募の詳細は左記 URL参照 毎日新聞社 

TEL:03-3212-0188 平日 10〜18時 

9.05月まで 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」 
http://www.mainichi-j-contest.jp/outline.html 

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

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 

詳細は左記 URL参照 毎日新聞社 

TEL:03-6265-6815 
平日 10時〜17時 

9.10土まで 

NEW 

こんな公園あったらいいな(絵画)コンクール 

〜未来の公園やみんなで遊びたい公園 
http://mainichi.jp/sp/ryokuchi2016/entry.html 

対象：小学 6年生まで。次世代担う子どもたちが､

公園緑地の将来像を想像して描いた作品｡子どもが

豊かな創造力の翼を広げ描き上げた夢ある作品 

応募の詳細は左記 URL参照 毎日新聞社・他 

TEL:03-3518-9755 事務局 

継続受付中 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 

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 

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://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
http://www.ecomesse.com/recruit
mailto:info@ecomesse.com
http://furano-shizenjuku.com/pdf/senior2016.pdf
mailto:shizenjuku@furano.ne.jp
http://mainichi.jp/articles/20160423/ddm/010/040/013000c
http://www.mainichi-j-contest.jp/outline.html
http://mainichi.jp/sp/ryokuchi2016/entry.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
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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 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 ぎても掲載する場合あります｡ 

 

年間・定期・募集＆    コーナー／年間や半期など長期スケジュールイベントです。随時チェックしてください。NEW:新掲載 

いつ？ 主催者・イベント名・HP等 概要 イベント等の一覧 URL 所在地・問合せ 

年間 
NEW 

国立歴史民俗博物館 

くらしの植物苑 観察会 
http://www.rekihaku.ac.jp/index.html 

毎月講師を交えて､｢観察会｣を実施｡申し込み不要. 

参加無料。時間:13:30～15:30(8月:10時～12時) 

集合:苑内の東屋前 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions

/plant/observation/index.html 
佐倉市城内町 117 

TEL：03-5777-8600 

年間 
NEW 

(認定 NPO)宍塚(ししつか)の自然と歴史の会 
http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

〜 土浦市宍塚に､ため池を中心に雑木林＊ 

＊などが囲むように100 ﾍｸﾀｰﾙ､つくば市側の天王池を含

めると約 200 ﾍｸﾀｰﾙの里山がある｡東京から筑波山の麓ま

でで最も広い里山｡ ★2016年･宍塚米ｵｰﾅｰ募集中 

http://sisitsukakouhou.blogspot.jp 同会 

TEL/FAX：029-857-1555 
sisitsuka@muf.biglobe.ne.jp 

再生ｴﾈ･省ｴﾈ

関連支援 
2016.4.25確認 

県／窓口：千葉県内各市町村 
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

uide/kouen_ryokuka/top/index.html 

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

場･みどりの里･縄文の森･生命の森･親緑の丘・つどいの広場 

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 

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

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

html 
同会事務局 
jimukyoku@nposatoyama.com 

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 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 出量など数 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.rekihaku.ac.jp/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
http://www.kasumigaura.net/ooike/
http://sisitsukakouhou.blogspot.jp/
mailto:sisitsuka@muf.biglobe.ne.jp
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/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.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://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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たも私たちとさとやまの自然とふれあってみませんか 

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 

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 

体験教室やおまつり､親子で楽しめる工作､ｳｫｰｷﾝｸﾞ

など様々なｲﾍﾞﾝﾄ 

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） 

年間 

 

流山おもちゃ病院〜 おもちゃの診察･治療 
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/ 

皆さんの家に壊れたおもちゃはありませんか?  

子どもたちの物を大切にする心を育てる 

http://schedule49.blog.fc2.com 同病院 

TEL:04-7158-4407 

毎月 
いろいろ開催 

流山市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館 

リサイクル講座等 

同市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/271/001404.html 

同館 
(同市下花輪 191) 

同市環境部 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

毎月 
いろいろ開催 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 

リサイクル教室等 

同市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 

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

同館  
(柏市十余二 348-202) 

同館  

TEL:04-7199-5082 

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜★〜☆〜 
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