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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

過日、流山橋を渡り三郷市内へ行く途中、流山市西沿いを流れる 

江戸川の水量が今まで見たことがないほど少なくびっくりしました。 

利根川上流の水資源異変によるもので、季節の降水量少なく、山の 

残雪が少ないのも原因で、雪は大切な「蓄エネ・蓄資源」です。 

雪を作る「冬」が気候変動で無くなれば大変なことになります。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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 【 東日本大震災から 5年 】 

熊本地震が収束に向かっていますが函館で震度 6強の地震。 

つくづく日本は地震の巣の上にある小さな列島群に思えます。 

 

震災後 5年を過ぎた 5 月末、宮城県南三陸町へ行きました。 

目的は、 

・同町の復旧復興状況を自分の目で確かめたかったこと。 

・今回のツアーを主催し、震災直後に 10tトラックを何便も出し、 

フットワーク抜群の救援活動した「名無しの震災救援団」の皆さんへのお礼と交流。 

・50年前の三陸海岸旅行の思い出を辿りたかったこと。 

・予想される首都圏直下型地震への具体的防災対応方法や 

被災時の心構えを被災者から直接聞きたかったことなどです。 

 

被災地を一望の志津川中学校校庭に隣接する仮設住宅集会室で 

若い Sさんからのお話しと質疑応答がありました。 

特に心に残ることとして、 

1.とにかく「生き残る」こと。(それに備えるための実践要) 

2.住宅が被災した場合に備え「家族が集まる所を決めておく」 

3.3 日間ぐらいは誰も助けに来られない。(消防も警察も) 

公助は期待できず自助しかない。最低、通信手段の確保は必要。 

 

前記 3に関連し質問しました。 

Q 通信のための電気ですが、学校などに太陽光発電はありましたか？ 
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A 今でこそ住宅用含め少しありますが当時はなく電池切れでした。 

 

これから強く思ったのですが、自助・公助とも、 

蓄電機能を持った太陽光発電設備は必須と確信します。 

非常時だけでなく普段も使って維持管理できるものが望ましいです。 

 

市民生活の復旧復興はその緒についたところと判断しましたが、 

前向きに取組んでいる方の紹介もあり、少し安心しました。 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 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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いつ?'15 年 

月.日.時 
何を? (表題) 

内容の一部(講師等)含む 

内容は?  登壇者[敬称略] (所属)  

注) 県:千葉県(他欄含)  NW:ﾈｯﾄﾜｰｸ 

どこで? (所在地､ｱｸｾｽ､宛先等)  
集･解:集合･解散 S:地下鉄 

主催､問合せ先など 
(NPO):NPO 法人 (一社):一般社団法人 

★☆          案内 ☆★ 2016.06.17 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 

6.18 土 

9~12:30 

(流山市内) 新川耕地ヨシゴイの里・ 

田んぼの生きもの観察会 
http://ungatone.blogspot.jp 

この時期ﾖｼｺﾞｲの繁殖期｡今年は飛ぶ姿が見られ

る?｡ﾒﾀﾞｶやｸｻｶﾞﾒ､子ｶﾞｴﾙになったばかりのﾄｳｷｮｳﾀﾞ

ﾙﾏｶﾞｴﾙ､ｱｶｶﾞｴﾙなど､田んぼの生きもの達も観察 

集：9 時､東武野田線運河駅改札前 
小雨でも中止 

解：におどり公園､12：30頃 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:090-2420-8420 

6.18 土 

9~12:30 

炭素市場(ｶｰﾎﾞﾝﾏｰｹｯﾄ)公開ｾﾐﾅｰ 

～ﾊﾟﾘ協定後の脱炭素社会に向けた世界動向 
http://www.env.go.jp/press/102517.html 

基調講演：ﾀﾞｰｸ･ﾌｫﾘｽﾀｰ(国際排出量取引協会) 

炭素市場＆ｶｰﾎﾞﾝﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ状況発表〜国際機関等 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：IGES・国・国際機関 

海運ｸﾗﾌﾞ 

(千代田区平河町2−6−4 海運ﾋﾞﾙ 2F) 

環境省 

TEL:03-5521-8246 

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 

10:30~11 放流 

ホタルの幼虫放流 
ホタルの観賞会は 7/23(土)予定 

新川耕地(流山市)の田んぼへ､ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙの幼虫を返す｡ 
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage5.htm 

集：現地(ほたる野田んぼ)10:30 

駐車場：流山北高校正門前 

流山ﾎﾀﾙ野 

TEL:090-2215-5670 

6.18 土 

13:30~15 

環境学習講座〜 電力の自由化って？ 

〜 どう選ぶ我が家の電気 

深山高男(東電ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ(株)〜電力自由化とは｡電力自

由化の仕組みやﾒﾘｯﾄ､ﾃﾞﾒﾘｯﾄなどをわかりやすく 

八千代市市民会館 第 3 会議室 

（同市 萱田町 728) 

八千代市環境政策室 

TEL:047-483-1151(代) 要申込 

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 

6.19 日までの 

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 

6.20 月 

14:30~17:30 

(ｾﾐﾅｰ) ご当地エネルギー､その次へ 
★ 地域分散ｴﾈﾙｷﾞｰ社会ﾃﾞﾝﾏｰｸの第 4世代 

地域熱供給からの示唆 
http://communitypower.jp/news/1914 

ﾎﾟｰﾙ･ｳｽﾀｺﾞｰ(ｵｰﾙﾎﾞｰ大)〜EU熱政策をﾘｰﾄﾞするﾃﾞﾝﾏｰｸ第 4世代地

域熱供給理論的支柱｜ﾊﾝﾈ･ｵｰﾊﾞｺﾞｰ(FleksEnergi)〜第 4世代地域

熱供給の産官学民ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾗｽﾀｰ｜ｲｪﾝｽ･ｲｪﾝｾﾝ(PlanEnergi)〜自

然ｴﾈ100%･ｻﾑｿ島の計画から実現牽引非営利地域ｴﾈ計画会社 他 

全日通霞ヶ関ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 8F 

(千代田区霞が関 3-3-3) 

(一社)全国ご当地ｴﾈﾙｷﾞｰ協会 

TEL:03-5942-4211 事務局 

左記 URL 内から申込み 

6.24 金 

13:30~15 

環境講座｢地球温暖化と私たちの暮らし｣ 

講師：ｱｰｽﾄﾞｸﾀｰふなばし〜1.講演｢COP21* 

*内容を解説､船橋市現状と計画｣ 2.体験｢電球型

蛍光灯､LED､白熱球の消費電力量を測定し比較 

船橋市 三咲公民館 第 1･2集会室 

(同市 三咲 3-5-10) 

同館 

TEL:047-448-3291 要申込 

6.25 土 

9:30~11:30 

大堀川と水辺公園周辺を きれいにしま

しょう! 〜 日頃お世話になっている* 

*水辺公園と上流周辺をみんなできれい｡同公園内

ごみ拾いと芝生広場の草取りも予定。 雨天中止 

集：大堀川水辺公園 遊具広場 9:30 

(流山市駒木 62) 

大堀川美しい水辺づくりの会 

TEL:04-7154-9366 

6.25 土 

13~14:30 

大人が楽しむ科学教室 千葉の自然シリーズ(1) 

〜 里山の楽しみ 
講師：金親博榮(ちば里山ｾﾝﾀｰ) 

〜 里山と人の深いつながり 

千葉市科学館 10F探求実験室 

(同市中央区中央 4-5-1 Qiball内) 

同館 

TEL:043-308-0519 要申込 

6.25 土 

13:30~ 

C.W.ニコル氏講演会 

「アファンの森づくりに学ぶ」 
http://www.chiba-satoyama.net 

同氏がﾗｲﾌﾜｰｸとして 30年来取り組んでいる長野県

黒姫における生態系回復目的のｱﾌ ﾝの森づくり 
※主な対象：首都圏在住の学生(優先) 

ﾌｸﾗｼｱ東京ｽﾃｰｼｮﾝ 朝日生命大手町 

ﾋﾞﾙ 5F 会議室 H 

(千代田区大手町 2-6-1) 

県/(NPO)ちば里山ｾﾝﾀｰ 

TEL:0438-62-8895 要申込 

6.25 土 

15~16:30 

第 82回 ドラムサロン／ 珈琲付き 500円 

「竹の不思議と時代に合った竹の利用」 

田代武男(竹文化振興協会)〜みずみずしいﾀｹﾉｺを食べ

ましたか。ﾀｹﾉｺもぐんぐん成長して竹の親に 

武蔵屋 まちかど博物館(印西市木下

1645 JR成田線木下駅北口徒歩 5分) 

CS もも 

TEL:090-2525-0559 同館 

6.26 日 

9:30~17 

ちば里山カレッジ 

第 1回 フォローアップ研修(有料) 
木村正敏(県森林組合)〜ﾁｪｰﾝｿｰの整備と目立て(実習)  

伊藤道男(ちば里山ｾﾝﾀｰ)〜里山活動相談＆情報交換会 

県 緑化推進拠点施設 

(袖ｹ浦市長浦拓 2-580-148) 

(NPO)ちば里山ｾﾝﾀｰ 

TEL:0438-62-8895 要申込 

http://ungatone.blogspot.jp/
http://www.env.go.jp/press/102517.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-nanbou/event/2016/kenminnohi0618.html
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage5.htm
http://communitypower.jp/news/1914
http://www.chiba-satoyama.net/
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http://www.chiba-satoyama.net 持物等：ﾁｪｰﾝｿｰ(あれば)､手袋､ｳｴｽ､弁当､作業着 

6.26 日 

13~14:30 

千葉のトキ(鴇､朱鷺)の話 〜 房総の豊か

な里山。かって多くのトキが生息していた 

講師：中村俊彦(日本自然保護協会)〜南北の＊ 

*動植物が出会う房総｡人の暮らしが自然と調和し

豊かな里山里海が育まれ､田で餌を､雑木林で巣作

りするﾄｷは人と共に生きる里山の鳥であった 

千葉市科学館 10F探求実験室 

(同市中央区中央 4-5-1 Qiball内) 

同館 

TEL:043-308-0519 要申込 

6.26 日 

13:30~17:30 

小笠原諸島世界自然遺産 

地域登録 5周年記念イベント 
http://www.env.go.jp/press/102573.html 

(1)同自然遺産の保全や地域振興の取り組み現状紹

介(2)国内 4 ｶ所の世界自然遺産地域の遺産価値を

守るため､地域との協働紹介(3)関連情報交流広場 

東京都議会議事堂 1F:都民ﾎｰﾙ､ 

都政ｷﾞｬﾗﾘｰ・議会ﾚｽﾄﾗﾝ  

(新宿区西新宿 2-8-1) 

環境省 TEL:048-600-0816 

申込先：(株)ﾌﾟﾚｯｸ研究所

TEL:03-5226-1106 6/23迄 

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 

6.28 火 

13~18:30 

PVJapan2016 直前セミナー 
http://www.solarjournal.jp/26597/sj-seminar/ 

講演：これから求められる最新の O&M･施工技術｜

世界の潮流に見る日本の PV業界の将来像とﾏｰｹｯﾄﾆ

ｰｽﾞ｜農村地域の太陽光発電ﾋﾞｼﾞﾈｽの在り方 

ﾈｸｼｨｰｽﾞｽｸｴｱﾋﾞﾙ (渋谷区桜丘町

20-4 JR渋谷駅徒歩 7分) 

(株)ｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(ｿｰﾗｰｼﾞｬｰﾅﾙ編

集部)  TEL:03-3403-3335 要申込 

左記 URLから申込み 

6.29 水〜 

7.01 金 10~17 

第 11回 再生可能エネルギー世界展示会 
http://www.renewableenergy.jp/2016/index.html 

再生ｴﾈはじめ､ｴﾈﾙｷﾞｰと環境の全分野で､地球環境

保全に貢献する製品･技術･ｻｰﾋﾞｽ･周辺機器･情報 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 ﾎｰﾙ C･D 

(横浜市西区みなとみらい 1-1-1) 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会 

TEL:03-5297-8855(株)ｼｰ･ｴﾇ･ﾃｨ 

6.29 水〜 

7.01 金 10~17 

PVJapan2016 
http://www.jpea.gr.jp/pvj2016/ 

新製品･新技術や市場動向､政策情報、次世代見す

えた情報交換で問題解決のﾋﾝﾄ得られる場を創造 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 

(横浜市西区みなとみらい 1-1-1) 

(一社)太陽光発電協会 

TEL:03-5657-0763 事務局 

7.01 金 

13:30~16:30 

県民 環境講座 

〜 地球温暖化とどう向き合うか 
http://kanpachiba.com/archives/1975 

高橋潔(国立環境研)〜地球温暖化に関するﾘｽｸの最新

科学的知見｜広兼克憲(同)〜地球温暖化対策基本

的事項と COP21 を受け政府･企業･市民の施策展開 

きぼｰる ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ第 2会議室 

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 6/17迄 

申込みの詳細は左記 URL参照 

7.01 金 13〜 

02 土 16 

〜被災地の今を学び、未来へつなぐ〜 (有料) 

(岩手県)野田村自然エネルギー学校'16･夏 
http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20160701.pdf 

｢地域･人･想い｣つなぐ｢太陽光発電の屋根貸し制

度｣ﾌﾟﾗﾝつくり､災害に強い｢独立型太陽光発電&蓄

電池｣DIY ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｡ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所見学など 

だらすこ工房 

(岩手県九戸郡野田村大字野田

7-116) 

野田村自然ｴﾈﾙｷﾞｰ学校実行委員会 

TEL:03-5805-3577 6/24迄 

事務局:PV-Net市民ﾌ ﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

7.03 日 

9:30~12 

ワクワク里山体験／月例テーマ観察会 

★ 粘菌(変形菌)       小雨決行 
萩原博光(国立科博)〜ｱﾒｰﾊﾞのように這い回ったり、

きのこの形になる不思議な生物｡一緒にさがします 

集：同会観察用駐車場 

(土浦市宍塚 1814) 

(NPO)宍塚の自然と歴史の会 

TEL:090-9840-7194 

7.05 火 10~ 

06 木 ~15:35 

第 12回 地中熱基礎講座(有料) 
http://www.geohpaj.org/archives/5604 

地中熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ･熱交換器･冷暖房ｼｽﾃﾑ･導入

例･地中熱利用施設見学 ほか 

東亜道路工業㈱本社ﾋﾞﾙ 7F会議室

(港区六本木 7-3-7) 

(NPO)地中熱利用促進協会 

TEL:03-3391-7836  6/17迄 

7.07 木 

10~12 

みんなの環境セミナー／環境市民大学 

〜 谷仲山の水と緑を見る･知る･探る 
http://kankyo-hino.com/event/event.html 

小倉紀雄(東京農工大)他〜かわせみ館近くの谷仲山

の日野緑地は豊かな湧水と清流がある段丘の雑木

林､市内でも数少ないﾎﾀﾙ生息地の一つ 

集：かわせみ館[日野市環境情報ｾﾝﾀｰ] 

(日野市日野本町 1-6-3) 

同館 

TEL:042-581-1164 6/17〜受付け 

7.07 木 

13:30~16:55 

低炭素型 3R 技術・システム実証事業等の

成果報告会 
http://www.env.go.jp/press/102599.html 

自動車高度解体､事業者連携|自動車部品ﾘﾕｰｽ|家

電解体|太陽光ﾊﾟﾈﾙのﾘﾕｰｽ･ﾘｻｲｸﾙ|樹脂ﾘｻｲｸﾙ､ﾐｯｸｽ

ﾌﾟﾗの高度選別｜鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ高度利用 等の各社報告 

大手町ﾌ ｰｽﾄｽｸｴｱｶﾝﾌ ﾚﾝｽ 会議室

(B+C) (千代田区大手町 1-5-1 

ﾌ ｰｽﾄｽｸｴｱ ｲｰｽﾄﾀﾜｰ 2F) 

環境省／(株)三菱総合研究所 環

境･ｴﾈﾙｷﾞｰ研究本部 

TEL:03-6705-6194 要申込 

7.09 土 

13:30~15 

第 20回 歴史と文化のトーク＆トーク 

in ながれやま (資料・お茶代：500円) 

新保國弘(東葛自然と文化研)〜江戸川改修 144年史と江

戸川私史〜稚鮎救出作戦･ｱｵ取水調査などを通して 

流山市流山福祉会館[受付：見世蔵] 

(同市 流山 2-101) 

万華鏡ｷﾞｬﾗﾘｰ 見世蔵／月火 休館 

TEL:04-7190-5100 
7.09 土･10 日･16

土･17 日 19:30~21 
ほたる観察会 小雨決行 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p035603.html 

ほたるの生態や市街地に残る貴重な自然環境を考

えながら美しく光るほたるを見て涼みませんか 

増尾の森(柏市中原1821-1柏市立中

原小学校隣) 
増尾の森と水辺の会準備会 

TEL:04-7167-1695 事務局 

7.10 日 
9:30~11:30 

緑の教室        雨天中止 
対象：小学生以下の子どもと保護者 

鈴木弘行(緑の相談員) 

〜 子どものための「青葉の森 生き物探検」 

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 

7.10 日 緑の講習会〜 プロが勧める庭木や生垣 川原田邦彦〜花や実が楽しめ葉や樹形が美しく､手 県立 柏の葉公園 公園ｾﾝﾀｰ 同ｾﾝﾀｰ 

http://www.chiba-satoyama.net/
http://www.env.go.jp/press/102573.html
http://www.solarjournal.jp/26597/sj-seminar/
http://www.renewableenergy.jp/2016/index.html
http://www.jpea.gr.jp/pvj2016/
http://kanpachiba.com/archives/1975
http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20160701.pdf
http://www.geohpaj.org/archives/5604
http://kankyo-hino.com/event/event.html
http://www.env.go.jp/press/102599.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p035603.html
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13:30~15:30 〜 手入れ方法もアドバイス 入れがﾗｸで虫がつきにくいなど､ﾌﾟﾛお勧めの木を (柏市柏の葉 4-1)  TEL:04-7134-2015 要申込 

7.12 火･13 水 

10~17 

リフォーム産業フェア 2016 

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｪｱ･中古住宅ﾌｪｱ･工務店ﾌｪｱ 
http://www.the-bars.com/index.html 

今後の住宅市場は先進欧米諸国同様ﾌﾛｰからｽﾄｯｸ重

視への変化を予想｡当ﾌｪｱは､住宅ﾘﾌｫｰﾑをﾒｲﾝﾃｰﾏに､

ｽﾄｯｸ住宅市場ﾄﾚﾝﾄﾞとﾉｳﾊｳの最新情報を提供 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(株)ﾘﾌｫｰﾑ産業新聞社 

TEL:03-6252-3450 

7.12 火･8.02

火･9.27 火 

朝日カルチャーセンター千葉 講座 (有料) 

里山の自然を楽しむ 
http://www.acc-c.com/outside/index.html 

大内尚樹(登山家)〜里山は原風景｡炭や蒔が電気､ｶﾞ

ｽに"兎追いし彼の山"は荒廃｡ところが近年､限界が

見えた浪費を考え直し疲れを癒す里山が再評価 

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 要申込 

7.13 水 

8:30~17 

県民 環境講座〜 大人の施設見学(ﾊﾞｽﾂｱｰ) 

〜 産廃ごみを宝にする 
http://kanpachiba.com/archives/1990 

産業廃棄物処理を先進的取組みでｺﾞﾐにしない技術

現場の見学(再資源化率 95％)｡ 見学場所:石坂産業

(株)[埼玉県入間郡三芳町上富緑 1589-2] 参加費無料 

集・解：JR 津田沼駅南口 県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 6/29迄 

申込みの詳細は左記 URL参照 

7.13 水〜 

15 金 10~18 

第 7回 省エネ・節電 EXPO 
(総務・人事・経理ワールド 2016内) 

http://www.eco-expo.jp/tokyo/ 

ｵﾌｨｽ･工場･ﾋﾞﾙ向けのあらゆる省ｴﾈ製品･ｻｰﾋﾞｽが一

堂に出展し､企業･自治体･学校･病院などの総務･施

設管理担当者と活発な商談が 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 1-4 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-5324-1312 

7.14 木 

18:30~20:40 

8 月 11日 ｢山の日｣ 制定記念 

語り合おう 自然を楽しみ 山から学ぼう 
https://www.mainichi-ks.jp/form/yama1606/ 

講演:皆川芳嗣(元林野庁)〜日本の森林と山岳のいま 

山のなんでも相談所：猪熊隆之(株)ﾔﾏﾃﾝ)×鈴木とも

こ(ﾏﾝｶﾞ家)ﾄｰｸﾗｲﾌﾞ 

毎日ﾎｰﾙ 

(千代田区一ﾂ橋 1-1-1 ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ
地下 1F) 

毎日新聞社 

TEL:03-6265-6813 6/24迄※ 

※左記 URL内から申込み 

7.15 金 

18:30~20:30 

第 4回 市民電力連絡会 連続講座 (有料) 
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

吉田幸司(自然ｴﾈﾙｷﾞｰﾌ ﾝﾄﾞ) 

〜 これからの資金調達モデルを考える 

ｴｺギｬﾗﾘｰ新宿  
(新宿区西新宿 2-11-4 新宿中央公園内) 

市民電力連絡会 ppn2014info@gmail.com 

左記 URL内から申込み 

7.16 土 

10~15 

第 2回 ソーラークッカー全国大会 

･山梨太陽熱エネルギーフェスティバル 
http://www.geocities.jp/kankyo_greenschool/ 

様々なｿｰﾗｰｸｯｶｰが集まり､太陽熱のおもしろい使い

方や調理方法を紹介と試食｡実用的太陽熱給湯器､

温水器等の紹介も｡雨天時は屋内の工作教室･展示等のみ 

甲府市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 
http://r-kofu.com/access/index.html 

(同市上町 601-2) 

甲府市地球温暖化対策地域協議会･他 

TEL:055-241-4312 

 

7.16 土 

13~17:10 

｢浄化槽フォーラム in 霞ヶ浦｣ 

～遊べる河川､泳げる霞ヶ浦を目指して 
http://www.env.go.jp/press/102668.html 

ﾃｰﾏ:｢浄化槽による公衆衛生向上と生態系保全｣ 

私たちが出す生活排水と､河川や湖沼に棲む生き物

との関係､ｳｨﾙｽの話。内容の詳細は左記 URL参照 

つくば国際会議場｢多目的ﾎｰﾙ｣ 

(同市 竹園 2-20-3 TX つくば駅徒歩

10分) 

環境省･浄化槽ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-5501-3155 予約不要 

7.20 水〜 

22 金 10~17 

気象・環境テクノロジー展 
http://www.jma.or.jp/meteo/ 

気象情報が産業界の実際のﾆｰｽﾞに即し､より迅速､

正確､かつ利用し易い形で提供されることを目的 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 2 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 

7.20 水〜 

22 金 10~17 

第 2 回 猛暑対策展 
http://www.jma.or.jp/mente/mousyo/index.html 

ｷｰﾝと冷える商品･設備が勢ぞろい! 

・暑熱対策･熱中症対策･汗･ﾆｵｲ対策･紫外線対策 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 3 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 

7.21 木 

18~19:30 

セミナー 地震災害への備えと心構え 

〜 地震災害に対する人間の心理と行動 
https://www.mainichi-ks.jp/form/riskc1607/ 

粕川正光(千葉科学大)～災害ﾘｽｸ認知の特徴､被災後の

心理変化など､災害前後の心理や人間行動の話題を

取り上げ､今後の災害にどう立ち向かうか考える 

毎日ﾎｰﾙ 

(千代田区一ﾂ橋 1−1−1) 

千葉科学大学 

TEL:03-3212-0850(平日 10～17) 

左記 URL内から申込み要(7/12迄) 

7.24 日･31 日 

13:30~15:30 

親子で体験しよう！ 

〜 STOP地球温暖化と電子チャイム作り 

地球温暖化の仕組みを理解､その原因が生活との関

わりに気づき､家庭で出来ることを体験的に考える 

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 

(同市中央区弁天 3-7-7) 

同ｾﾝﾀｰ TEL:043-207-5820 要申込 
kouza@chiba-gakushu.jp 

企画･運営:ｽﾄｯﾌﾟ地球温暖化千葉推進会議 http://chiba-gakushu.jp/event_kouza/index.php?cat=kodomo&id=28-25-01-07 

7.29 金 

13~17 

第 13回 地球環境シリーズ講演会 

〜 渦に満ちた海洋を知る 
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/earth-env2016/index.html 

細田滋毅(海洋研究開発機構)〜海洋観測ﾌﾛｰﾄで渦の中を

測る｜佐々木英治(同)〜冬に満ちる小さな渦｜五十

嵐弘道(同)〜ｱｶｲｶは渦が好き｜ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ｜他 

ﾔｸﾙﾄﾎｰﾙ 

(港区東新橋 1-1-19) 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

TEL:046-867-9603 
左記 URL内から申込要 

7.30 土 

9:30~12:30 

ソーラークッキング 

(小学生対象､3年生以下は保護者同伴) 

持ち物：工作ばさみ､ものさし(50cm)､軍手､ｻﾝｸﾞﾗｽ､

帽子､洗濯ばさみ 2 個､筆記用具､飲み物(水筒) 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 

(柏市十余二 348-202) 

同館 

TEL:04-7199-5082 要申込 

http://www.the-bars.com/index.html
http://www.acc-c.com/outside/index.html
http://kanpachiba.com/archives/1990
http://www.eco-expo.jp/tokyo/
https://www.mainichi-ks.jp/form/yama1606/
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://www.geocities.jp/kankyo_greenschool/
http://r-kofu.com/access/index.html
http://www.env.go.jp/press/102668.html
http://www.jma.or.jp/meteo/
http://www.jma.or.jp/mente/mousyo/index.html
https://www.mainichi-ks.jp/form/riskc1607/
mailto:kouza@chiba-gakushu.jp
http://chiba-gakushu.jp/event_kouza/index.php?cat=kodomo&id=28-25-01-07
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/earth-env2016/index.html
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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 

6.11 土から 

オープン
NEW 

今採り農産物直売所「かしわで」直営 

☆農家レストラン「さんち家(や)」☆ 
http://www.kasiwade.com/2016/06/02/農家レストラン「さん

ち家」が 6月１１日にオープ/ 

生産者と消費者がつながり､地域農業の未来と食の

大切さを育む､生産者直営ﾚｽﾄﾗﾝです ! 

★ﾋﾞｭｯﾌｪｽﾀｲﾙお食事★お弁当･お惣菜★ｽｲｰﾂ･ﾄﾞﾘﾝｸ 

農産物直売所｢かしわで｣隣接 

(柏市高田 100) 

さんち家／毎週水曜日休み 

TEL:04-7199-3364 

配布終了 

2017 年は 3 月

下旬予定 

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 ﾊﾞｹﾂ稲づくり事務局 

TEL:03-5295-1323 

6.19 日 

9~14:30 NEW 

富里市すいかまつり 
http://www.city.tomisato.lg.jp/0000002422.html 

すいかを使ったｹﾞｰﾑやｲﾍﾞﾝﾄ､地元採れたて野菜の

即売、｢すいか共進会｣出品すいか即売も 

富里中央公民館前駐車場 

(同市 七栄 652-1 同市役所敷地内) 

同市農政課 

TEL:0476-93-4943 

6.20 月〜24 金 

9~17  NEW 
★食事で豊かな心と身体を 

〜 ふなばし健やかプラン 21 食育展 

船橋特産品を使ったﾚｼﾋﾟや離乳食､小中学校で人気

のﾒﾆｭｰ､健康に役立つ食生活のﾎﾟｲﾝﾄをﾊﾟﾈﾙ展示 

船橋市 保健福祉ｾﾝﾀｰ 

(同市 北本町 1-16-55) 

同市健康政策課 

TEL:047-436-2413 

6.21 火〜9.23 金 

(全 4回)NEW 

梅干しクラブ／ 有料・柏市民対象 
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/information/4832/ 

3種類の梅干し作り｡完成品(生梅 5kg分)は分配時に

持ち帰り。下漬け･本漬け･天日干し･分配の全 4 回 

あけぼの山農業公園 

(柏市布施 2005-2) 

同公園 

TEL:04-7133-8877 要申込 

6.23 木･24 金 

10~13 

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 

6.25 土・26 日 

10~14 NEW 
カレー畑(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ･ﾆﾝｼﾞﾝ)の収穫体験 

http://no-side-kashiwa.com/harvest/1606_curry.html 

1 ｾｯﾄ内容>ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 1 ｶｺﾞ(約 10kg)､たまねぎ 4玉､人

参 5本｡ 入場料(1組)500円 体験料(1 ｾｯﾄ)2,000 円 

山崎農園 

(柏市布瀬) 

(株)農菜土 

TEL:04-7137-7318 

7.01 金 
13:15~15 NEW 

満席※ 

森林講座〜 冬虫夏草 〜 

〜 昆虫をえさにする不思議な菌類 
※ 7/02(土)追加開催 

佐藤大樹(同研森林昆虫研究)〜昆虫を病気にして生えて

くるｷﾉｺ冬虫夏草､多様性･生態･殺虫剤利用を紹介 
https://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html 

多摩森林科学園 森の科学館 2F (八王子市

廿里町 1833-81 高尾駅 徒歩 10分) 

国立研究開発法人 森林総研 同学園 

TEL:042-661-0200 要申込 

7.02 土・03 日 

10~14 NEW 

枝豆の収穫体験 
http://no-side-kashiwa.com/harvest/1607_edamame.html 

募集は 1 区画(12株)｜入場料(1組)500円｜ 

体験料(1区画:12株) 1,500円 

鹿倉農園 

(柏市金山) 

(株)農菜土 

TEL:04-7137-7318 

7.04 月 締切 

NEW 

ベルクの食育イベント(6種) 
7/29 夏の高原 川上村で高原ﾚﾀｽ収穫体験!他 

http://www.belc.jp/event/syokuikuevent.html 

8/02(火) ｶﾞﾘｶﾞﾘ君工場見学&こんにゃくﾊﾟｰｸ 

8/09(火) 鎌倉ﾊﾑ工場見学と手作りｿｰｾｰｼﾞ教室 

8/10(水) しょうゆ工場見学と清水公園でｱｽﾚﾁｯｸ｜他 

集合場所など詳細は左記 URL 参照 

 

(株)ﾍﾞﾙｸ本社食品管理室食育担当 

TEL:049-287-0111 

7.10 日ほか 

11~  

NEW 

木更津ナチュラルバル 〜 安心･安全･無添

加食材にこだわったﾒﾆｭｰが楽しめる 
http://kisacon.com/archives/event/木更津ナ

チュラルバル 6月より毎月開催＠ちばぎん/ 

食は生きることに直結｡今の世の中､いろいろ物が

あふれ、添加物､化学調味料もいっぱい｡その中で 1

日だけほっこりと安心でおいしくたべる日になる

ように。「今日はﾅﾁｭﾊﾞへ行こう!」を合言葉に 

ちばぎんひまわり憩いの広場 

(木更津市中央 2−1−21) 

みなとまち木更津推進協議会 

TEL:0438-23-8079 

7.15 金・ 

9.16 金 

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 
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

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 

     

7.30 土 

10~15 

子ども科学教室Ⅱ(中学生科学講座) 

1)中学生の科学研究 ポスター発表会 

2)東大教授から科学の講義 

1)発表者募集は 5/15(日)で終了 

2)大島義人(東大)〜水と環境／ 参加申込は 7/23(土)迄 
(詳細は追って公開 HPの該当項目参照)  

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 
1F[ｱｺﾞﾗ]& 3F[大研修室] 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8615 要申込 

http://www.kasiwade.com/2016/06/02/%E8%BE%B2%E5%AE%B6%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%80%8C%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%A1%E5%AE%B6%E3%80%8D%E3%81%8C6%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97/
http://www.kasiwade.com/2016/06/02/%E8%BE%B2%E5%AE%B6%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%80%8C%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%A1%E5%AE%B6%E3%80%8D%E3%81%8C6%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97/
http://life.ja-group.jp/education/bucket
http://www.city.tomisato.lg.jp/0000002422.html
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/information/4832/
http://no-side-kashiwa.com/harvest/1606_curry.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html
http://no-side-kashiwa.com/harvest/1607_edamame.html
http://www.belc.jp/event/syokuikuevent.html
http://kisacon.com/archives/event/%E6%9C%A8%E6%9B%B4%E6%B4%A5%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%AB6%E6%9C%88%E3%82%88%E3%82%8A%E6%AF%8E%E6%9C%88%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%A0%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%81%8E%E3%82%93/
http://kisacon.com/archives/event/%E6%9C%A8%E6%9B%B4%E6%B4%A5%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%AB6%E6%9C%88%E3%82%88%E3%82%8A%E6%AF%8E%E6%9C%88%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%A0%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%81%8E%E3%82%93/
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各 13:30~16 〜 害虫と病気への予防と対処(全 3回) ｼ･ﾅﾒｸｼﾞなどの食害性害虫(7月)､病気(9月)を学ぶ http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse32.pdf 

7.23 土 

10~(12) NEW 

収穫祭 

〜 ソーラーシェアリングを体感しよう!! 

ｿｰﾗｰ発電設備説明〜草取り･収穫体験(ﾄｳﾓﾛｺｼ･ｼﾞｬｶﾞ

ｲﾓなど)〜昼食･交流会(希望者のみ)｜参加費：500円 

富里御料ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ[農園] 

(千葉県 富里市御料 153 近く) 

(一社)ちば耕援隊 

TEL:043-376-2466/080-5423-9049 

7.27 水〜 

29 金 10~17 

NEW 

GPEC 施設園芸・植物工場展 
http://www.gpec.jp 

『農業の現実と理想』を一度に体感･共有できる機

会｡意欲の高い生産者と活発な商談､情報交流を 

ｾﾐﾅｰ多数: http://www.gpec.jp/seminar/index.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 5・6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本施設園芸協会 

TEL:03-3503-7703 ｱﾃｯｸｽ(株) 

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 

8.31 水まで ｢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 

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 

随時募集 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 

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 

※ 6 月号 

農体験特集 

4 ﾍﾟｰｼﾞ NEW 

※ My Funa(ふなばし再発見マガジン) 

特集 1 船橋市内＆近郊で農業を体験しよう 
http://myfuna.net/reg/press/myfuna/ 

船橋市｢ふるさと農園｣(一般的な市民農園)｜体験農

園(農園の園主指導農園)｜各種農業体験ｲﾍﾞﾝﾄ 
http://myfuna.net/reg/press/myfuna/2016/06/01210001.html 

詳細は左記 URL 参照 左記 URL 内記事参照 

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 ､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 

http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse32.pdf
http://www.gpec.jp/
http://www.gpec.jp/seminar/index.html
http://www.h.chiba-u.jp/news.html?id=92
mailto:t.ishida@chiba-u.jp
http://www.env.go.jp/press/102447.html
http://www.nodai.ac.jp/extension/
http://d-book.meclib.jp/nodai/book/index.html#target/page_no=1
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
http://myfuna.net/reg/press/myfuna/
http://myfuna.net/reg/press/myfuna/2016/06/01210001.html
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
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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 

工事完了後 

3 ヶ月以内 

NEW 

(流山市)省エネ改修された家屋の固定資

産税減額措置(該当期間:H20.4.1〜H28.3.31) 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12

/121/7704/000650.html 

1.窓の改修工事(二重ｻｯｼ･複層ｶﾞﾗｽ化など) 2.窓の改

修とあわせて行う､床･天井･壁の断熱改修工事  

3.当該改修費用が 50万円超であること 
注：これ以外に各種要件あり 

詳細は左記 URL 参照 流山市 資産税課 

TEL:04-7150-6074 

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 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 

右月第 4 日 

10~15 

にぎわいフリーマーケット出店者募集 

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 

6.17 金まで 

NEW(参考) 

東京湾環境一斉調査(東京湾流域及び海

域の環境一斉調査)～参加機関･実施予定

内容：①水質調査 ②生物調査 ③環境啓発活動等 

対象：企業､NPO 等の市民団体､大学･研究機関 他 

応募先：海上保安庁海洋情報部技

術･国際課海洋研究室 

東京湾再生推進会議ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ分科会 

TEL: 03-3595-3604 事務局 

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://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.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/
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/
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関連ｲﾍﾞﾝﾄ等募集 【実施日：8/3(水)】 http://www.env.go.jp/press/102578.html 詳細は左記 URL参照 

6.19 日まで 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 

6.21 火  

17 まで 

NEW 

中小水力発電技術分野における実証試験対

象技術の募集 H28年度環境技術実証事業 
http://www.env.go.jp/press/102630.html 

｢水の位置ｴﾈﾙｷﾞｰ等を活用､渓流､河川部､排水路な

どの流量と落差を利用し､小規模･小出力の発電を

行う技術等｣とし､概ね出力 100kW 未満のもの 

応募の詳細は左記 URL 参照 環境省／(一社)小水力開発支援協会 

TEL: 03-5980-7820 

6.25 土〜 

7.18月祝NEW 

第 32回 植物画コンクール入選作品展 
http://www.kahaku.go.jp/event/2016/06botanical/index.html 

全国 2,352点応募から 106点､文部科学大臣賞など

に選ばれ、本展は､これらの作品を部門別に展示 

(独行)国立科学博物館 上野本館 

(台東区上野公園 7-20) 

同館 

(ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ)TEL:03-5777-8600 

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。 

6.30 木まで 

NEW 
早期割引期限 

｢エコメッセ 2016in ちば｣出展者募集(有料) 

〜 みつけよう私の COOL CHOICE(賢い選択) 
http://www.ecomesse.com/recruit 

持続可能社会の実現めざし､市民･企業･学校･行政

による連携･協働の取組みを促進し､活動の普及･啓

発及び団体同士の交流の場｡会期：9月 22日(木祝) 

応募とその詳細は左記 URL参照 

会場：幕張ﾒｯｾ国際会議場 
(千葉市美浜区中瀬 2−1) 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会 

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

6.30 木 

17 時まで 

NEW 

H28年度 地域循環共生圏構築にむけた 

実証地域における活動団体公募 
http://www.env.go.jp/press/102595.html 

森里川海の適正管理と活用による地域循環共生圏

構築を｢多様な主体のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑづくり｣､｢自立経済

的仕組みづくり｣､｢人材育成｣を実証地域で実施 

応募の詳細は左記 URL 参照 環境省 自然環境局 自然環境計画課 

TEL:03-5521-8343(内線)6493 

6.30 木まで 

NEW 

山菜として食される植物たち 
〜映画｢植物図鑑 運命の恋､ひろいました｣

の植物たちに会いに行こう!!  

同映画に登場植物を含む山菜として食される植物

とﾍｸｿｶｽﾞﾗやｼﾛﾂﾒｸｻなど身の回りで見かける約 60

種の生きた植物､その生物学的特長解説ﾊﾟﾈﾙ 

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 

7.01 金〜 

9.09 金 

第 7回 エコとわざコンクール 
〜 エコなこ わざ大募集！ 

対象：全国の小・中学生 

ﾃｰﾏ：美しい地球を未来につなぐために､私たちは

何をしたらよいのか 
https://www.eco1st.jp/info.html?kind=1&company_id=1&author_id=77&id=141 

応募の詳細は左記 URL 参照 ｴｺ･ﾌ ｰｽﾄ推進協議会 
https://www.eco1st.jp/ 

TEL:0587-24-7272 

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 

7.05 火〜 

9.04 日 

9~16:30 NEW 

(県立中央博物館)生態園トピックス展 

☆ 蜂の巣いろいろ 

小さなﾄｯｸﾘﾊﾞﾁから巨大なｽｽﾞﾒﾊﾞﾁまで､いろいろな

蜂の巣を実物と写真で｡珍しい外国産の蜂の巣も 
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/eco_park/2016nest/index.htm 

県立中央博物館 生態園ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

ﾊｳｽ 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111(代表) 

7.08 金〜 

10.02 日 

海のハンター展〜 恵み豊かな地球の未来 

〜 この夏、ホホジロザメに遭遇する 〜 

＊ｵｽのﾎﾎｼﾞﾛｻﾞﾒ成魚の全身液浸標本。私たちを取り囲む

海｡この瞬間にもそこに暮らす生物は“食うか･食われる
国立科学博物館 

(東京･上野公園 台東区上野公園

同館 

TEL:03-5777-8600(ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

http://www.env.go.jp/press/102578.html
http://www.river-museum.jp/exhibition/plan/28.html
http://www.env.go.jp/press/102630.html
http://www.kahaku.go.jp/event/2016/06botanical/index.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
http://www.ecomesse.com/recruit
mailto:info@ecomesse.com
http://www.env.go.jp/press/102595.html
https://www.eco1st.jp/info.html?kind=1&company_id=1&author_id=77&id=141
https://www.eco1st.jp/
http://inba-numa.com/shimin/saiseitaisyou/taisyouseido/
http://inba-numa.com/shimin/saiseitaisyou/taisyouseido/
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/eco_park/2016nest/index.htm
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9~17  NEW ★最大の見所は、初公開の全長 3.2m＊ 
http://umi.exhn.jp 

か”を繰り広げている。それは生物が生きていくために

必要な｢ｴﾈﾙｷﾞｰ獲得の手段｣だから 
7−20) 

7.09 土〜 

9.19 月祝 

 

H28年度 企画展 

驚異の深海生物 

〜 新たなる深世界へ 〜 
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1008 

多くの人を魅了する深海生物｡最新の研究を踏ま

え､実物標本･画像･映像などによりその魅力に迫

る｡世界の深海生物が大集合､未知の“深”世界が

目の前に｡ 関連ｲﾍﾞﾝﾄ多数 

県立 中央博物館 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111(代表) 

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 

7.20 水まで 

NEW 

シニア自然大学 専門コース＞募集中！ 

A-①富士山と房総の自然のかかわりを

学ぶ＆ A-②自然誌研究の現場に学ぶ 

日程：A-①ｺｰｽ 8/31(水)〜1/11(水)全 4 日 

A-②ｺｰｽ 11/2(水)〜1/11(水)全 3 日 
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=381 

応募や内容詳細は左記 URL参照 (NPO)千葉自然学校 

TEL:043-227-7103 
senior@chiba-ns.net 

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 

 

第 21回 エコメッセ 2016in ちば出展募集 

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 CHOICE(賢い選択) 

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 

8.03 水 必着 

NEW 

H28年度 地球温暖化防止活動 

環境大臣表彰募集 
http://www.env.go.jp/press/102647.html 

部門:技術開発･製品化/対策技術先進導入/対策活

動実践･普及/環境教育活動/国際貢献｜対象：個人･

団体(自治体､企業､NPO/NGO､学校等｡共同実施含)等 

応募の詳細は左記 URL 参照 環境省／地球温暖化防止全国ﾈｯﾄ 

TEL:03-6273-7785 
daijin-hyosyo@jccca.org 

8.12 金まで 

 

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 

8.19 金 必着 

NEW 

第 22回 日韓国際環境賞の募集 

<対象>(1)日本､韓国､中国､北朝鮮､極

東ﾛｼｱ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝなど東ｱｼﾞｱ地域＊ 

＊の環境保全貢献の個人､団体 (2)日本､韓国の個

人､団体に限定せず､両国以外の個人､団体も対象 
http://mainichi.jp/articles/20160616/ddm/012/040/046000c 

応募の詳細は左記 URL 参照 毎日新聞社｢健康医療･環境本部｣ 

TEL:03-3212-0724 
myeco@mainichi.co.jp 

8.20 土 

消印有効 

NEW 

(公財)イオン環境財団 2016年度 

第 26回 環境活動助成先公募/総額 1億円 
https://www2.aeon.info/josei/ 

ﾃｰﾏ:生物多様性の保全と持続可能な利用のために 

分野:植樹/森林整備/砂漠化防止/里地､里山､里海保全/

湖沼･河川浄化/野生生物保護/絶滅危惧生物保護 

応募の詳細は左記 URL 参照 同財団 

TEL:043-212-6022 

9.01 木まで 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 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 

http://umi.exhn.jp/
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1008
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://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=381
mailto:senior@chiba-ns.net
http://www5f.biglobe.ne.jp/~gomizero/yotei.htm
http://www.ecomesse.com/recruit
mailto:info@ecomesse.com
http://www.env.go.jp/press/102647.html
mailto:daijin-hyosyo@jccca.org
http://furano-shizenjuku.com/pdf/senior2016.pdf
mailto:shizenjuku@furano.ne.jp
http://mainichi.jp/articles/20160616/ddm/012/040/046000c
mailto:myeco@mainichi.co.jp
https://www2.aeon.info/josei/
http://mainichi.jp/articles/20160423/ddm/010/040/013000c
http://www.mainichi-j-contest.jp/outline.html
http://mainichi.jp/sp/ryokuchi2016/entry.html
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9.13 火 

消印有効 

NEW 

第 41回｢みどりの絵コンクール｣作品募集 
https://www.muef.or.jp/muef/images/pdffile/

midorinoe/midoriyoukou-syou41.pdf 

選択ﾃｰﾏ:(1)みどりの絵 (2)わたしが守りたい身近

な自然／画材:四つ切画用紙(約 40cm×55cm)にｸﾚﾖ

ﾝ､水彩画､版画､貼り絵などなんでも自由 

応募の詳細は左記 URL 参照 (公財)三菱 UFJ 環境財団 

TEL:03-5730-0337 

9.30 金まで 

NEW 

今年も応援します "環境と社会によい暮らし" 

「第４回 グッドライフアワード」募集 
http://www.env.go.jp/press/102561.html 

持続可能社会実現と､一人一人がﾗｲﾌｽﾀｲﾙを見つめ

直すため､"環境と社会によい暮らし"と、これを支

えるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動､ｻｰﾋﾞｽ･技術など募集･応援 

応募の詳細は左記 URL 参照 環境省 

TEL:03-3581-3351 内線 7228 

10.07 金まで 

NEW 

第 11回｢みどり香るまちづくり｣企画コンテスト 

～植物のかおりをまちづくりに活かす企画 
http://www.env.go.jp/press/102603.html 

住みよいかおり環境を創出しようとする地域の取

組を支援するため､｢かおりの樹木･草花｣を用いた､

優れたまちづくり企画を選定 

応募の詳細は左記 URL 参照 環境省 TEL:03-5521-8299 
応募先:(公社)におい･かおり環境協会 

TEL:03-6233-9011 

10.31 月まで 
NEW 消印または

宅配便受付印有効 

第 57回 ｢自然科学観察コンクール｣ 

全国の小･中学生対象の理科自由研究ｺﾝｸｰﾙ 

https://www.shizecon.net/news/page_01.html 

ﾃｰﾏ：動･植物の生態･成長記録､鉱物､地質､天文気

象の観測など自由｡ ｸﾞﾙｰﾌﾟやｸﾗｽ単位での研究作品

も可。〜小さな発見が世界をおもしろくする〜 

応募の詳細は左記 URL 参照 自然科学観察研究会 

TEL:03-6265-6817 平日 10〜17時 

継続受付中 

 
6.03 確認 

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 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  

'17.3.10 金 

まで NEW 

H28年度 流山市住宅用省エネルギー設備

設置補助金 

設備/補助上限額：燃料電池ｼｽﾃﾑ/10万円|定置用ﾘ

ﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電ｼｽﾃﾑ/10 万円|ｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ/1 万円

|EV充給電設備/5万円|太陽熱利用ｼｽﾃﾑ/5 万円 

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 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.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ｿｰｼｱﾑ 

TEL:043-246-2184(幹事団体) 

https://www.muef.or.jp/muef/images/pdffile/midorinoe/midoriyoukou-syou41.pdf
https://www.muef.or.jp/muef/images/pdffile/midorinoe/midoriyoukou-syou41.pdf
http://www.env.go.jp/press/102561.html
http://www.env.go.jp/press/102603.html
https://www.shizecon.net/news/page_01.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/34/273/018498.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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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 

県民 環境講座 
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouz

aikeika.html 

1.子ども向け(一般参加可)・7/28〜11/19(5回) 

2.一般県民向け・7/1〜1/19(9 回) 

3.環境活動に取り組んでいる県民向け 

左記 URLに同じ 
 

※:http://kanpachiba.com/archives/1972 

県 環境研究ｾﾝﾀｰ 

TEL:0436-24-5309 

※申込みは左記 URL 

年間 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 (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 
2016.6.09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

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 

http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouzaikeika.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouzaikeika.html
http://kanpachiba.com/archives/1972
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://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
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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 

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､それ以上は極力記載するようにします｡参加の

場合ご確認ください｡ 注 8:締切日が過ぎても参加可能な場合あります｡ 注 9:注目情報は受付期限を過ぎても掲載する場合あります｡ 

 

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜★〜☆〜 
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