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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

日の出がやや遅くなり、日の入りはやや早くなりました。 

暑さの戻りはまだあるでしょうが峠は越えた感じです。 

来年の夏はどのような気候になるのでしょうか。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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 【 "野菜炒め"から見えて来た 】 

我が家の組織？は縦割りで、3食は専任担当者です。 

ところが突如、担当者負傷でその食が作れなくなったのです。 

一番困ったのが、生食以外の野菜料理をどうするかです。 

 

日ごろ多かったのは、何種類かの野菜を使った野菜炒めです。 

健康に生きたいために必要に迫られ実践スタートでしたが、 

最近何とか食べられるものが出来るようになりました。 

 

以前から思っていたことですが、 

料理は幅が広く深みも底知れない感じのノウハウ固まりです。 

そんな恐れもあり、興味はあったのですが料理に手が出ませんでした。 

 

他にも気付いたことやお笑い事もあったのですが、 

エコ的に一番気になったのは便利な「冷凍食品」です。 

野菜炒めは生野菜がほとんどで、冷凍の肉類や野菜も使います。 

 

製造・保管・流通・販売・消費者保管・解凍と、 

マイナス何十(じゅう)度という温度を保持し解凍エネルギーも使います。 

「便利さ」や「快適」の陰では非エコな実体がありそうです。 

 

検索しましたら 15年前の関連資料や業界団体の資料もありました。 

https://gair.media.gunma-u.ac.jp/dspace/bitstream/10087/897/1/area037263.pdf 

http://www.reishokukyo.or.jp/wp-content/uploads/pdf/20150326_m.pdf 

 

上記資料によれば、家庭で「一ヶ月に使う冷凍食品の製造エネルギー」は、 

https://gair.media.gunma-u.ac.jp/dspace/bitstream/10087/897/1/area037263.pdf
http://www.reishokukyo.or.jp/wp-content/uploads/pdf/20150326_m.pdf
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原油 2リットル程度というのは驚きです。(物流や家庭保管エネルギーは別) 

 

最後に、8月 5日に船橋市地球温暖化対策地域協議会へ提出エコ川柳です。 

「妻骨折 エコクッキング 意味わかる」 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 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 ☆★ 2016.08.15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 

8.19金 

8:30~16 

夏休み自然環境学習バスツアー 

☆ 里山の生きものと会える日 
http://kanpachiba.com/archives/2032 

北総里山で夏の一日元気いっぱい｡ｻﾞﾘｶﾞﾆ釣り､竹

工作､湧き水探しなどの体験をご用意｡夏休み宿題

もできてしまう？ 講師：NPO冨里のﾎﾀﾙ 

集･解:千葉駅東口 NTT ﾋﾞﾙ前 

現地：富里市 天神谷津 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 8/5迄 
kenkouza@kanpachiba.com 

8.20土 

9:30~12:30 

三番瀬ひがた(干潟)散策会 
（夏休みの感動体験として最適） 

東京湾最奥部の三番瀬に広がる干潟で､小さな生き

物たちの息吹を感じてみませんか｡ 

集:ふなばし三番瀬海浜公園 ｺﾝｺｰｽ売店

前 9:30(京成船橋駅前からﾊﾞｽあり) 
印西ｳｴｯﾄﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 

TEL:0476-47-1455 要申込 

8.20土&21日 

10~、13:30~ 

子ども科学教室Ⅲ・集まれ科学大好きっこ 

8/20(土)〜ｲｶのからだのしくみ/講座(1) 10

〜12時:小学生低学年(1〜3年)/講座(2)＊ 

＊13:30〜15:30:小学生高学年(4〜6年)｜8/21(日)〜ｶﾀﾂﾑ

ﾘのふしぎ/講座(3)10〜12時:小学生低学年(1〜3年)/

講座(4)13:30〜15:30:小学生高学年(4〜6年)向け 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 3F生活実験室 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8615 8/2迄 

8.20土 

10:30~11:50 

集まれ､エコキッズ！ニッセイ『森の教室』 
https://www.nissay.co.jp/okofficial/transactions/kfecdirect._ZRF0

090_pso001?i_plaza_cd=891 小学生対象 

森のはたらきや守る活動を映像やｸｲｽﾞで楽しみな

がら学ぶ。夏休み自由研究にも活かせるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡ 

間伐材で作る"森の楽器(ｶﾘﾝﾊﾞ)"を持ち帰れる 

日本生命土浦ﾋﾞﾙ  

(土浦市中央 1-1-3)  

ﾆｯｾｲ･ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ柏 

TEL:0120-553-652  8/12迄 

8.20土 

13~15 

夏休み子ども環境フェスタ 温暖化ｸｲｽﾞ､展示等・対象：幼児〜中学生と保護者 ｲｵﾝﾓｰﾙ柏 1F ﾚｽﾄﾗﾝｺｰﾄ 

(柏市豊町 2-5-25) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090 平日 13〜17 http://www.kankyostation.org/wp/2016/07/こども環境フェスタ 2016/ 

8.20土 

16:30~19:30 

わくわく夕涼み★虫とコウモリ観察会 

〜 幼児から大人までファミリーで 

夏休み､昼から夜への自然の変化を感じながら､ﾊﾞｯ

ﾀやｺｵﾛｷﾞ､ｺｳﾓﾘを観察｡鳴く虫に詳しい講師も 

集：松戸駅西口 

現地：松戸市内江戸川土手 

東葛しぜん観察会 

TEL:047-344-8148 要申込 

8.20土 

19~20:30 

市野谷の森 観察会 

〜 ライトトラップ観察会 
市野谷の森で灯りに集まってくる甲虫や蛾などの

昆虫を観察します｡ 

集：おおたかの森駅南口階段下 (NPO)NPO さとやま 

TEL:04-7152-6856 要申込 

8.21日 

12:30~16:30 

出前発電所を作ろう！講座(有料) 

★独立型 PV(太陽光発電)システムの組立  
http://blog.livedoor.jp/pvkanagawa/PDF/20160821.pdf 

[講義]電気の基本･太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙの理解･蓄電池･

ﾊﾟﾜｺﾝ･電線･他 

[実習]端子の圧着･発電所の電気接続･動作確認 

厚木市文化会館 4F 集会室 B 

(神奈川県厚木市恩名 1-9-20) 

 

あつぎ環境市民の会 

TEL：046-241-7976要申込 
協力:(NPO)太陽光発電ﾈｯﾄﾜｰｸ 神奈川 

8.21日 

13~16 

夏休み子ども環境フェスタ 
http://www.kankyostation.org/wp/2016/07/こ

ども環境フェスタ 2016/ 

･昆虫の不思議の話･昆虫 ･生きものの紙芝居 

･昆虫･草花の顕微鏡観察 ･昆虫･草花のぬり絵 

･柏の生きものの写真展示 

ｲｵﾝﾓｰﾙ柏 1F ﾚｽﾄﾗﾝｺｰﾄ 

(柏市豊町 2-5-25) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090平日 13〜17 

8.25木 

9~12 

夏休み自由研究講座(2)／柏市内小学生高学年 

☆自然の中で生き物を研究してみよう 
https://www.palettekashiwa.jp/event/731/ 

野外にはどんな生き物がいるのかな? ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸで

興味を持った自然･生き物を調べよう! 

 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

(柏市柏 1-7-1 Day One 3F) 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 

TEL:04-7157-0280 要申込 

8.25木 

13~15 

夏休み自由研究講座(1)／柏市内小学生高学年 

☆ソーラーカーで太陽光発電を理解しよう 
https://www.palettekashiwa.jp/event/729/ 

太陽光発電てなんだろう? ｿｰﾗｰ素子で発電実験(い

ろいろな光を当てて発電確認)やｿｰﾗｰｶｰｷｯﾄ組み立て､ﾐ

ﾆ講座も。講師･協力：柏環境ｽﾃｰｼｮﾝ温暖化対策部会 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

(柏市柏 1-7-1 Day One 3F) 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 

TEL:04-7157-0280 要申込 

8.26金 

14~16 

野田産研バイオテクノロジー教室 
http://www.nisr.or.jp/biokyoushitsu/biotech2016.html 

塩見和朗(北里大)〜微生物の贈り物〜熱帯病の制圧

に貢献する抗生物質ｴﾊﾞｰﾒｸﾁﾝの発見 

ｷｯｺｰﾏﾝ(株)野田本社 大会議室 

(野田市野田 250) 

(公財)野田産業科学研究所 

TEL:04-7123-5975 8/19迄 

8.26金･27土 

9:30~17･16 

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2016 

～Let's DIY～つくるよろこび･かわるよろこび 
http://www.diy-show.jp 

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰで取扱う約 20万ｱｲﾃﾑ商品の住生活総合展

示会。DIYを家族や友達と一緒に楽しんでつくるよ

ろこび楽しさと暮らしや生活が変わるよろこびを 

幕張ﾒｯｾ国際展示場 5〜8番ﾎｰﾙ 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

(一社)日本ﾄﾞｩ･ｲｯﾄ･ﾕｱｾﾙﾌ協会 

TEL:03-3256-4475同協会 

TEL:03-3263-6596本ｲﾍﾞﾝﾄ 

http://kanpachiba.com/archives/2032
mailto:kenkouza@kanpachiba.com
https://www.nissay.co.jp/okofficial/transactions/kfecdirect._ZRF0090_pso001?i_plaza_cd=891
https://www.nissay.co.jp/okofficial/transactions/kfecdirect._ZRF0090_pso001?i_plaza_cd=891
http://www.kankyostation.org/wp/2016/07/%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF2016/
http://blog.livedoor.jp/pvkanagawa/PDF/20160821.pdf
http://www.kankyostation.org/wp/2016/07/%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF2016/
http://www.kankyostation.org/wp/2016/07/%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF2016/
https://www.palettekashiwa.jp/event/731/
https://www.palettekashiwa.jp/event/729/
http://www.nisr.or.jp/biokyoushitsu/biotech2016.html
http://www.diy-show.jp/
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8.27土 

13~16:30 

自 で太陽光発電所を作ってみましょう 
PartⅢ 
http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20160827.pdf 

太陽光ﾊﾟﾈﾙで作った電気をﾊﾞｯﾃﾘｰに め､家庭で

使える独立型の太陽光発電ｼｽﾃﾑを講義と実習で楽

しみながら作ってみませんか｡ 

さいたま市 下落合公民館 創作室 

(同市 中央区下落合 5−4−17)  

(NPO)太陽光発電ﾈｯﾄﾜｰｸ 埼玉 

TEL:048-556-4188要申込 

8.27土 
13:30~16:30 

第 5回 市民電力連続講座 (有料) 

首都圏市民電力交流会 in川崎 
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

末吉竹二郎(自然ｴﾈ財団)〜再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの飛躍に

向け日本の金融界に伝えたいこと|SS1:市民電力と

小売電気事業者との連携可能性をさぐる｜SS2:略 

川崎国際交流ｾﾝﾀｰ ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ 

(川崎市中原区木月祗園町 2-2) 

市民電力連絡会 ppn2014info@gmail.com 

左記 URL内から申込み 

8.27土10~11:30 

9.03土13~14:30 

9.10 土 13~15 

DNAのナゾにせまる! 

〜 ゼロから学ぶ DNA 〜 

日大薬学部の協力で､DNAの基本や今後の展望につ

いて学ぶ。講師:大橋祥世･小林俊亮･草間國子 

8/27 船橋市 習志野台公民館 

9/03 同上(同市 習志野台 5-1-1) 
9/10日本大学薬学部(同市習志野台 7) 

船橋市東部公民館 

TEL:047-477-7171 要申込 
http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/toshokankominkan/0002/0005/0003/p046649.html 

8.28日 

13:30~15:30 

防災講座〜気象災害から身を守るために 
https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/muhitowcz-209/ 

銚子地方気象台職員による家庭や地域でできる防

災対策講座｡気象現象と災害特徴､気象情報利用、他 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 3F大研修室 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8615  8/20迄 

8.30火 

8:30~ 

自然観察会 

〜 東京港野鳥公園探鳥会 雨天中止 

南下するｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘなど｡また､ﾖｼｺﾞｲ､ｻｻｺﾞｲ､豊かな

自然の中で､ｾﾐやﾁｮｳも。交通費・入園料要 

集：船橋駅自由通路さっちゃん像前 

8:30 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

8.30火 

13:30~17 

気候変動適応情報プラットフォーム 

開設記念シンポジウム 
http://www.env.go.jp/press/102815.html 

｢適応｣が創造する未来〜気候変動にどう備える 

地方公共団体や事業者､国民など各主体の活動基盤

となる。基調講演 2､ 講演 4､ 総合討論 

ｲｲﾉﾎｰﾙ 

(千代田内幸町 2-1-1) 

環境省／国立環境研究所 

TEL:03-6777-3763 
左記 URL内から申込み 

9.02金 

14~16 

消費者講座 (船橋市民等対象) 

〜 住まいの安心リフォーム講座 

倉形幸男(消費者住宅ﾌｫｰﾗﾑ)〜省ｴﾈや耐震等､ﾘﾌｫｰﾑの際に

おける注意点をわかりやすく講義 

船橋市役所 11F 大会議室(託児あり) 

(同市湊町 2-10-25) 

同市消費生活ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-423-2852 要申込 

9.03土 

9:30~17 

森であそび木をつかう 

〜 親子でオリジナル枝イスづくり (有料)  

10〜12時:森あそび/12〜13時:休憩(昼食各自持参)/ 

13〜16時:枝ｲｽづくり体験  http://jimoto-b.com/8808 

集・解：JR青梅線東青梅駅 9:30 

現地：東京都青梅市成木 

地元びいき 

TEL:090-3420-6038 

9.03土 

13:20~ 

放射線に関する講習会 
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/press/2016/0805koushu.html 

高田純(札幌医大)〜世界の核災害現場と福島及び千葉

の放射線衛生｜小野田眞(QST)〜暮らしの中の放射線 
松戸商工会議所 5F 
(松戸市松戸1879-1JR松戸駅徒歩8 ) 

県 防災政策課 

TEL:043-223-3404 8/25迄 

9.04日 

9:30~ 

さとやま塾(講演会) 〜 ｢遺跡｣と｢地形｣

から見える 市野谷の森 の移りかわり 

北澤滋(流山市立博物館)〜県立公園予定地の同森(おおた

かの森)変遷を周辺の遺跡と地形から解き明かす 
流山ｴﾙｻﾞ[流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ] 1F 

(同市中 110) 

(NPO)NPO さとやま 

TEL:04-7159-2526 

9.06火 

13~14:40 

H28年度「白書を読む会」 
http://www.geoc.jp/activity/epo/26664.html 

H28年版の環境･循環型社会･生物多様性の各白書

について､ﾃｰﾏやねらいなどを環境省担当者が解説 

東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ 1F 視聴覚室 

(渋谷区神宮前 5-53-67) 

関東地方環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｵﾌｨｽ 

TEL:03-3406-5180 

9.06火 

13~16 

｢省エネ住宅｣大討論会 (会員外有料) 
http://passivehouse-japan.org/area_seminar/

「省エネ住宅」大討論会/ 懇親会もあり 

松尾和也(ﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ)〜省ｴﾈ住宅をﾃｰﾏに募った質問等

を 析し答えを見つける｡講師と参加者との間にｺﾐｭﾆｹｰｼ

ｮﾝが活発に行われるよう質疑内容を事前に整理 

明治薬大 剛堂会館ﾋﾞﾙ 第 1会議室 

(千代田区紀尾井町 3−27) 

ﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(PHJ)関東支部 

phj@ta-k.jp 

9.06火&13火 

9:30~12:30/2回 

ワードで地図入りチラシ作成講座 

対象：柏市民等でワード使用者 

ﾁﾗｼ作りの要点やﾜｰﾄﾞの図形を利用した地図作成を

学ぶ｡ 参加費:100円 

柏市中央公民館 

(柏市柏 5-8-12) 

同館 

TEL:04-7164-1811 8/29迄 

9.08木 

10~18 

国際ワークショップ 

国際送電網の現状と今後の展望 

－アジアスーパーグリッド構想を受けて－ 

ﾄｰﾏｽ･ｺｰﾍﾞﾘｴﾙ(自然ｴﾈ財団)/SS1＞ﾎﾞｰ･ﾉｰﾏｰｸ(同)/ﾛﾆｰ･ﾍﾞ

ﾙﾏﾝｽ(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾏｰﾄ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ連盟)/ﾕｰﾝ･ｼﾞｪﾖﾝ(韓国電力技研)/他多 
http://www.renewable-ei.org/activities/events_20160908.php 

東京国際ﾌｫｰﾗﾑ ﾎｰﾙ D7 

(千代田区丸の内 3-5-1) 

(公財)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6895-1020 
左記 URL内から申込み 

9.08木 

14~17 

洋上風力発電所に係る環境影響評価に

関するシンポジウム 
http://www.env.go.jp/press/102838.html 

ｲｷﾞﾘｽやｵﾗﾝﾀﾞなど海外施策や､実証事業中の銚子沖

や北九州市沖事例を紹介し､専門家や実務者等と意

見交換により､関係者や国民の理解を深める 

中大後楽園ｷｬﾝﾊﾟｽ 5号館 5334教室 

(文京区春日 1-13-27) 

環境省／ｱｼﾞｱ航測(株)環境部 

symp.uketsuke@ajiko.co.jp 9/02迄 

9.09金 自然エネルギー財団 設立 5周年記念シンポジウム この5年の変化を明確に示し､COP21で世界が合意した脱 東京国際ﾌｫｰﾗﾑ ﾎｰﾙ B7 (公財)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

http://www.greenenergy.jp/guide/pdf/event20160827.pdf
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/toshokankominkan/0002/0005/0003/p046649.html
https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/muhitowcz-209/
http://www.env.go.jp/press/102815.html
http://jimoto-b.com/8808
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/press/2016/0805koushu.html
http://www.geoc.jp/activity/epo/26664.html
http://passivehouse-japan.org/area_seminar/%E3%80%8C%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%80%8D%E5%A4%A7%E8%A8%8E%E8%AB%96%E4%BC%9A/
http://passivehouse-japan.org/area_seminar/%E3%80%8C%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%80%8D%E5%A4%A7%E8%A8%8E%E8%AB%96%E4%BC%9A/
http://maps.google.com/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%94%B0%E5%8C%BA%E7%B4%80%E5%B0%BE%E4%BA%95%E7%94%BA3%E2%88%9227
mailto:phj@ta-k.jp
http://www.renewable-ei.org/activities/events_20160908.php
http://www.env.go.jp/press/102838.html
mailto:symp.uketsuke@ajiko.co.jp
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【農林水産・食・畜産・緑・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾊﾞｲｵﾏｽ・朝市】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 NW：ﾈｯﾄﾜｰｸ 

新規開園 

1次募集中 

NEW 

柏あけぼのファーム(有料) 

園主指導の農業体験農園 
http://www.sharebatake.com/farms/akebono 

①手ぶらで来園! ②未経験者も安心､充実ｻﾎﾟｰﾄ!  

③無農薬･有機質肥料による栽培! 利用料:7,871円/10

㎡～(税抜･月) ※お友達等と共同利用も可 

柏市あけぼの 3-8 

(畑は上記住所の南側) 

同ﾌｧｰﾑ 農園運営事務局 

TEL:0120-831-296 
左記 URL内からも問合せ可 

ご紹介 石岡市体験型観光施設「朝日里山学校」 

★ 筑波山麓の里山で自然体験 ★ 
http://ishioka-kankou.com/page/dir000042.html 

地元農産物や自然,山林,歴史などの地域資源を活かし

数々のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを用意｡｢田舎体験｣を通し｢食と農｣の大切

さ､自然教育の場､心のやすらぎを 

朝日里山学校 

(茨城県 石岡市柴内 630) 

同校／毎週月曜休校 

TEL:0299-51-3117 受付 9〜16時 

 

8.18木 

10~14 

仲良し親子でエコロジー体験 

〜 夏休み！エコ・クッキング教室 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p035236.html 

ｴｺ･ｸｯｷﾝｸﾞとは､環境を考え｢買い物｣､｢料理｣､｢片づけ｣す

ること｡柏市産食材をﾒｲﾝに使い｢新鮮ﾄﾏﾄのふんわりたま

ﾄﾏ丼｣､｢ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰの杏仁豆腐｣の 2品 

京葉ｶﾞｽ料理教室 My Leafs 柏の葉

(柏市若柴 175 ららぽｰと北館 3階) 

柏市役所 環境政策課 

TEL:04-7167-1695 7/31迄 

8.21日まで 

NEW 

第 16回 H28年 

� りんごの樹 収穫オーナー大募集(有料) 
品種:ｻﾝふじ 40kg(1〜2本の樹)/価格 23,000円 

平日ｺｰｽ 10口:11/11(金)･土日ｺｰｽ 90口:11/12(土)､13(日) 

集：千曲市観光協会駐車場 

農園：「中島農園」長野県千曲市 

(株)ﾏﾙｴﾂ／各店舗で受付け 
http://www.maruetsu.co.jp/cam/16ringo.html 

a8.21 日･b11.6

日･c12.4 日 

そば栽培とそば打ち体験 (有料※) 

a 種まき／b そば刈り／c そば打ち 

豊かな自然に囲まれた農場で､種を蒔き､食するま

で､そばの一生を体験してみませんか! 

a & b：手賀農園〜道の駅しょうなん

駐車場 9時(柏市箕輪新田 59-2) 

暮らしの支援・えんがわ 

TEL:04-7100-2839 7/20迄 

9:30~18 世界中の電力網に自然エネルギーをつなぐ－

｢脱炭素の時代｣へ急転換する世界のビジネス 
http://www.renewable-ei.org/activities/events_20160909.php 

炭素社会の実現に向け､自然ｴﾈが果たすべき役割を明ら

かに｡ また､本格的な自然ｴﾈ拡大が始まったｱｼﾞｱに焦点

をあて､国際的電力ﾈｯﾄﾜｰｸ構築の意義と実現の道筋を 

(千代田区丸の内 3-5-1) TEL:03-3504-2131 
左記 URL内から申込み 

9.10土 

10~12:30 

NPO・ボランティアグループ対象 

市民活動団体 支援講座シリーズ 
小山淳子(ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｽﾞ･ﾀﾝｸ) 

〜 失敗しないための 5つのｽﾃｯﾌﾟ｢資金を中心に｣ 

流山市民活動推進ｾﾝﾀｰ 大会議室 

(同市 中 110) 

同ｾﾝﾀｰ／http://www.na-shimin.org 

TEL:04-7150-4355 要申込 

9.10土 

14~15:30 

ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)講演会 
http://blog.canpan.info/shiroisaiene/ (参考 URL) 

この仕組みを発明し､市原市で実践されている長島

彬さんに､その仕組み･意義･実績を熱く語る 

白井市保健福祉ｾﾝﾀｰ 3F 団体活動室

(同市 復 1123 同市役所隣り) 

白井再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会 

TEL:047-491-8808 

9.11日 

10~16 

環境学習･環境保全活動ﾘｰﾀﾞｰ養成講座 

～はじめの一歩 この指とまれ～（第 1回） 

川嶋直(日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ)〜明日から使える KP法〜KP法を使っ

たｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手法｜対象:県在住ﾘｰﾀﾞｰ･今後のﾘｰﾀﾞｰ 

千葉県青少年女性会館 

(千葉市稲毛区天台 6-5-2) 

県 環境生活部環境研究ｾﾝﾀｰ/環境ﾊﾟ

ｰﾄﾅｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2016/kenkouza28-00-1.html 

9.15木 

9~ 

自然観察会 

〜 葛西臨海公園探鳥会 雨天中止 

ｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘなど期待｡ 

持物:観察用具､弁当､飲み物､帽子､敷物､雨具､ 

集：船橋駅自由通路さっちゃん像前 

9時 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

9.16金 

18:30~20:30 

第 6回 市民電力連続講座 (有料) 

http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 
峰淳二(自然ｴﾈﾙｷﾞｰ事業協同組合ﾚｸｽﾀ) 

〜 送電線への接続拒否?! 九州電力の現場から 

新宿区立環境学習情報ｾﾝﾀｰ ｴｺｷﾞｬ

ﾗﾘｰ新宿(同区 西新宿 2-11-4) 

市民電力連絡会 ppn2014info@gmail.com 

左記 URL内から申込み 

9.22木祝 

9~14 

目指せ！誰でも自然マイスター 
http://www.tega.jp/index.php?id=4 

対象:親子､20歳以上は一人で可｡ 

ｻﾂﾏｲﾓ収穫･調理･試食など。500円／人 

県立 手賀の丘少年自然の家 

(柏市片山 275) 

左同 

TEL:04-7191-1923 要申込 8/22〜 

9.22木祝 

10~14 

こども環境会議ちば (県環境講座) 
http://kanpachiba.com/archives/2022 

関隆嗣(国際青少年研修協)〜県内の｢こどもｴｺｸﾗﾌﾞ｣の子

どもたちとの交流､活動発表の場 

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 9/08迄 

9.22木祝 

10~16 

第 21回 エコメッセ 2016 in ちば 

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

出展 野:地球温暖化防止･循環型社会･環境教育&

学習･環境配慮ものづくり･生物多様性保全･その他 
★当日の各種ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集中 

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 

http://www.sharebatake.com/farms/akebono
http://ishioka-kankou.com/page/dir000042.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p035236.html
http://www.maruetsu.co.jp/cam/16ringo.html
http://www.renewable-ei.org/activities/events_20160909.php
http://www.na-shimin.org/
http://blog.canpan.info/shiroisaiene/
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2016/kenkouza28-00-1.html
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://www.tega.jp/index.php?id=4
http://kanpachiba.com/archives/2022
http://www.ecomesse.com/
mailto:info@ecomesse.com
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全 3回 ※：そば打ちのみも 2,000円 a & bの農園作業時間は 2時間位 C:ﾊﾟﾚｯﾄ柏(柏市柏 1-7-1)予定 (柏市柏の葉 1-8-21) 

8.22月〜26金 
10:20~13:30 ※ 

NEW 参考情報 

県立農業大学校 

●オープンキャンパス＆一日体験入学 
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/ 

講義室･体育館･食堂･学生寮･農場などの施設や授

業の様子を見学できる｡ 
※27日(土)10:30〜15､一日体験入学で実習体験も 

千葉県立農業大学校 

(東金市家之子 1059) 

同校 

TEL:0475-52-5122 8/12迄 

8.24水 

15~17 NEW 
第 160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/ 

坂本有希(地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ)〜合法木材推進法の成立に

よる木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電への影響～入念な確認の導入 

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)同 NW 

TEL:047-389-1552 要申込 

8.28日 
9:30~13:30 

NEW 

夏野菜収穫と せっつぇば料理教室(有料) 
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/p

df/setteba.pdf 

畑で収穫した夏野菜を使って地元せっつぇば工房

の方と冷たい支那そばをつくる料理教室。 

集：かたしなや 

(群馬県利根郡片品村鎌田 4085) 

片品村振興公社(株)尾瀬ﾂｰﾘｽﾄ 

TEL:0278-25-4644 8/22迄 

8.30火〜 

9.01木 

10~17 

外食ビジネスウィーク 2016 
http://gaisyokubusiness.jp 

あらゆる食材･飲料･設備が一堂に集結し､日本の外

食産業の発展と､新しい需要創造の足掛かりとなれ

ることを目指し開催 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

外食ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｨｰｸ 実行委員会 

TEL:03-6869-6353 
ﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰｽﾞ(株)内 

8.31水まで ｢農薬危害防止運動｣ 
http://www.env.go.jp/press/102447.html 

農薬使用に伴う事故･被害防止のため､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 

9.02金 NEW 

13:30~15:30 

特別講演会 5 

・一日樹木医体験〜 樹木の診断 

細野哲央(千葉大)〜樹木診断や安全点検などの業務

体験｡屋内で理論を学んだあと､屋外で実技を体験 

県立柏の葉公園 公園ｾﾝﾀｰ大会議室 

(柏市柏の葉 4-1)  

千葉大／同公園 

TEL:04-7134-2015 要申込 

9.08木 他 3日 
NEW 参考情報 

(船橋市)農業センター園芸講座 

〜 初心者の家庭菜園(秋野菜) 

対象：船橋市民 

内容：秋野菜の種まき、定植方法、収穫ほか。 

同ｾﾝﾀｰ 

(船橋市金堀町 522-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-457-7481 8/12迄 

9.10土 NEW 

13:30~15:30 

緑の教室 三輪正幸(千葉大) 

〜 果物の甘さの秘密〜 糖度を計ってみよう 

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 

9.10土 NEW 

14~15:30 

ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)講演会 
http://blog.canpan.info/shiroisaiene/(参考 URL) 

この仕組みを発明し､市原市で実践されている長島

彬さんが､その仕組み･意義･実績を熱く語る 

白井市保健福祉ｾﾝﾀｰ 3F 団体活動

室(同市 復 1123 同市役所隣り) 

白井再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会 

TEL:047-491-8808 

9.11日 

10~12 NEW 

柏の葉アカデミア講座Ⅲ 

★家庭で楽しむ果樹栽培〜柑橘類の育て方 

三輪正幸(千葉大)〜温州みかんやﾕｽﾞ､ｷﾝｶﾝなど柑橘

類の管理作業ﾎﾟｲﾝﾄを解説。柑橘類以外の質問 OK 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 3F大研修室 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8615 9/3迄 

9.12月 

13:30~17 

NEW 

シンポジウム｢固体バイオマスの持続可能性確

保へ向けて〜英国の事例と日本の課題｣ 
http://www.npobin.net/apply/ (有料) 

すでに固体ﾊﾞｲｵﾏｽの持続可能性基準を導入･運用中

の英国専門家から､日本の木質ﾊﾞｲｵﾏｽの持続可能な

利用をいかに促進していくか議論し､課題解決へ 

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 

ｾﾝﾀｰ棟 310 

(渋谷区代々木神園町 3-1) 

(NPO)ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ・他 

TEL:047-389-1552 要申込 

左記 URL内から申込み 

9.14水 

13:30~15:30 

緑の講習会〜春まで楽しむベランダ野菜作り 

〜 イチゴ・ガーデンレタス 

高橋孝文〜この秋植え付けたﾍﾞﾗﾝﾀﾞ菜園の手入れ

と収穫を詳しく｡ｲﾁｺﾞ苗の植付け実習後持ち帰る 

県立 柏の葉公園 公園ｾﾝﾀｰ 

(柏市柏の葉 4-1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015 要申込 

9.15木 NEW 

13:30~15:30 

緑の教室 漆崎みゆき(緑の相談員) 

〜 種から育てる秋野菜〜 長く楽しむために 

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 

9.16金 

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 

9.17土 手賀の丘 稲刈り体験 費用：1組 4,000円(軽食 3人 、新米 5kg付き) 農場：山崎農園 農菜土 

https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/
http://www.npobin.net/apply/
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/pdf/setteba.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/pdf/setteba.pdf
http://gaisyokubusiness.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://blog.canpan.info/shiroisaiene/
http://www.npobin.net/apply/
http://www.tokyo-park.or.jp/college/pdf/collegeCourse32.pdf
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10~13雨天順延 http://no-side-kashiwa.com/harvest/1609_rice.html 持物：作業服、長靴、手袋、敷物 (柏市布瀬地区) TEL:04-7137-7318 要申込 

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 

8.27土 

9~11 NEW 

ふなばし朝市  小雨決行・荒天中止 

〜ふなばしセレクション 認証品も販売 

新鮮でおいしい船橋産野菜や､船橋漁港で水揚げさ

れた魚介類など販売｡品切れご容赦。次回 12/10(土) 

船橋大神宮駐車場(船橋市宮本

5-2-1 京成線大神宮下駅徒歩 3 ) 

ふなばし朝市委員会 

TEL:047-436-2473 

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  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、  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 ) 

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 

鎌ケ谷市役所駐車場 

(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 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 

http://no-side-kashiwa.com/harvest/1609_rice.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/10857/010860.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
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
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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 [  野は共通 ] NEW:新掲載 

いつ '15年 

月.日 
何を(表題) 内容 

県:千葉県 (他欄共通) 

どこで・どこへ (所在地、交通、

宛先、応募先等) 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO法人 

募集中 

NEW 

千葉県３Ｒ推進シンポジウム～取組等の事例

発表者募集／★9月 22日幕張ﾒｯｾで開催 

テーマ：(仮)大学生が取り組む３R活動 

左同ﾃｰﾏ報告等…など／発表者:大学内の活動ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ､ｻｰｸﾙ…など ※20～30 程度*2～3組 
http://www.ecomesse.com 

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 

(千葉市美浜区中瀬２-１) 

 

県環境生活部循環型社会推進課 

TEL：043-223-2760 
e-haiki@mz.pref.chiba.lg.jp 

募集中 
 

8.01確認 

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 

8.09火〜14日 

9~17 

手賀沼の春夏秋冬・熊谷正宏 写真展 

〜 豊かな自然が 豊かな心を育む 

普段あまり家から出掛けない方が、ご家族やお友達とご一緒に

足を運んでもらえたら〜皆さんとお話しする機会もできたら〜 

柏市中央公民館 かしわ市民美術ｻﾛﾝ 

(柏市柏 5-8-12 柏市役所ﾄﾅﾘ) 

介護･認知症の家族と歩む会 他 

TEL:090-5509-5398 

8.12金まで 

 

 

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､各地から

集う同世代と学ぶ 3日間(9/23金~25日) 

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 17時 

まで 

第 6回 ちばコラボ大賞 

☆市民活動団体との連携事例を募集 

県内に､福祉や環境､子育て､まちづくりなどで､地

縁団体､社協､学校､企業､行政等と市民団体が連携

し地域の課題解決の成果事例が多く､好事例を表彰 

応募の詳細は左記 URL参照 県環境生活部県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 
npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/h28/boshu.html 

8.19金 必着 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 

8.19金まで 

NEW 

下水道の日(9月 10日) 

小学生 絵画・書道・コンクール作品展 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/gesui/003/p046878.html 

絵画ﾃｰﾏ:水といきもの|書道題材:小学 1〜3 年生

｢さわ｣｡優秀作品各 50点展示 
応募総数：絵画 759点、書道 3,385点 

船橋市役所本庁舎 1F美術ｺｰﾅｰ 

(同市 湊町 2-10-25) 

同市役所 下水道建設課 

TEL:047-436-2655 

8.20土まで H28年度「自然に親しむ運動」 

｢山の日｣(8月 11日)には山に行こう！ 
http://www.env.go.jp/press/102777.html 

｢山に親しみ､山の恩恵に感謝する｣祝日｢山の日｣ 

松本市で『第 1回｢山の日｣記念全国大会』が開催

されるほか､全国で 57件の｢山の日｣関連行事 

行事の詳細は左記 URL参照 環境省自然環境局国立公園課 

TEL：03-5521-8271 

8.20土 

消印有効 

(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 

 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 

8.21日まで 

10~16 

夏休み自然発見！ﾄﾞﾝちゃん･ｸﾞﾘちゃんの自然展 
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_

ryokuka/top/yoteihyou/szn2016.html 

｢そら･もり･みずの仲間たち｣とした今年度､人気ｺｰ

ﾅｰに加え､野鳥や水中の生き物の展示も｡豊かな自

然の中で､多様な生きものの世界へ 

21世紀の森と広場 ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ 

(松戸市千駄堀 269) 

同広場 管理事務所 

TEL:047-345-8900 

8.24水まで 

NEW 

大昆虫展 in 東京スカイツリータウン(有料) 

〜 昆虫から人間は何を学ぶか 
http://www.tokyo-solamachi.jp/new/event/568/ 

150匹以上のｶﾌﾞﾄﾑｼに触れるｺｰﾅｰ､約 100 の世界

昆虫 本､専門家の昆虫教室など､自然環境の大切

同ﾀｳﾝ 東京ｿﾗﾏﾁ 5F ｽﾍﾟｰｽ 634 

(墨田区押上 1-1-2) 

大昆虫展実行委員会 

TEL:0570-55-0102 

https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
http://www.ecomesse.com/
mailto:e-haiki@mz.pref.chiba.lg.jp
http://www.fukushimafund.or.jp/
http://furano-shizenjuku.com/pdf/senior2016.pdf
mailto:shizenjuku@furano.ne.jp
mailto:npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/h28/boshu.html
http://mainichi.jp/articles/20160616/ddm/012/040/046000c
mailto:myeco@mainichi.co.jp
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/gesui/003/p046878.html
http://www.env.go.jp/press/102777.html
https://www2.aeon.info/josei/
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/yoteihyou/szn2016.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/yoteihyou/szn2016.html
http://www.tokyo-solamachi.jp/new/event/568/
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さや昆虫の特別な能力など親子で楽しく学べる  

8.25木まで 第 9回(流山市)緑のカーテン写真コンテスト 

☆ 同時にｺﾞｰﾔﾚｼﾋﾟｺﾝﾃｽﾄも実施中 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html 

今年､緑のｶｰﾃﾝを作った方は､ぜひ写真に撮ってｺﾝﾃ

ｽﾄに応募を｡A4 ｻｲｽﾞまたは A4の台紙に写真貼付 

対象: 市内の家庭･店舗･事業所･学校など 

応募の詳細は左記 URL参照 流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

8.25木 まで 

NEW 

第 7回 ゴーヤレシピ募集 

〜 家庭で作っているゴーヤのレシピ募集 
・入賞者には賞状と ながぽんポイント贈呈！！ 

今年は大瀬由生子氏(料理研究家)選ぶ特別賞を新設｡

対象は､作りやすい､ｴｺである､子供が喜ぶ､ならび

に同氏評価を加味｡ 応募の詳細は右記 URL参照 

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

ps_data/_material_/_files/000/000/008/

260/h28resipicontestkaitei.pdf 

流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 
事業受託:流山ｺﾞｰﾔｸﾗﾌﾞ 

8.28日まで 

NEW 

これでわかった！未来の技術 2016 
最先端テクノロジーにふれてみよう 

http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/ 

同館展示･運営協力会の企業･大学･研究所が,各専

門 野の新技術をさまざまな形で紹介｡千葉大:自然

に学ぶ材料設計/双葉電子:ﾎﾋﾞｰが育てる未来技術 

県立 現代産業科学館 

(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL:047-379-2005 

8.31水まで 生物多様性アクション大賞 2016募集 
http://www.env.go.jp/press/102713.html 

部門:《たべよう》《ふれよう》《つたえよう》《まも

ろう》《えらぼう》→ http://5actions.jp/award2016/ 

応募の詳細は左記 URL参照 国連生物多様性の 10年日本委員会 

同大賞事務局 TEL:03-5256-6770 

8.31水まで 夏休みイベント「鳥の科学作品展」と

「夏の遊びと研究大集合 2016」 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html 

自由研究用に､昨年の小･中学生の研究作品展示。 

8月の土日祝日｢夏の遊びと研究大集合 2016｣開催 
(夏休みｲﾍﾞﾝﾄ大学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ募集中) 

我孫子市 鳥の博物館 

(同市 高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 

8.31水まで 

NEW 

あおばの四 "春夏編"写真展 2016 

青葉の森の"春から夏の写真"を募集 

9月 10日から公園ｾﾝﾀｰに展示 
http://www.cue-net.or.jp/kouen/aoba/event/syasinten_20160623.html 

応募の詳細は左記 URL参照 青葉の森公園 管理事務所 

TEL:043-208-1500 

8.31水まで 収蔵資料展 

〜 海の絶 滅 危 惧 種 ・ ・ ・ 

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60 

海の生きものの中に､かつては普通に生息していた

のに､絶滅したり､絶滅の危機にある種類があり、

本展示では､その現状や絶滅の要因などを紹介 

県立中央博物館 館 海の博物館 

(千葉県 勝浦市吉尾 123) 

同館／会期中休館:7/19(火)､25(月) 

TEL:0470-76-1133 

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 

9.04日まで 未来の農村を創(つく)る研究 特別展示 
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_repor

t/press/laboratory/nire/063541.html 

ﾊﾟﾈﾙ展示に加え､実験･体験､ﾐﾆ講演や展示などによ

り､農村工学研究部門の研究を紹介 

つくばｴｷｽﾎﾟｾﾝﾀｰ 1F ｻｲｴﾝｽｼﾃｨつくば

再発見ｺｰﾅｰ (つくば市吾妻 2-9) 

農研機構 

TEL:029-838-7677 

9.04日まで 
9~16:30 

(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) 

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 

9.06火まで 『ドイツ再生エネ視察ツアー』(有料) 

'16年 10月 24日(月)～30日(日)5泊 7日 

http://www.jrri.jp/20161024 doitsu tour.pdf 

★ 再生ｴﾈで700%発電と地域熱供給を行い＊ 

＊｢ﾖｰﾛｯﾊﾟｴﾈﾙｷﾞｰ賞｣自治体ｳﾞｨﾙﾄﾎﾟﾙｽﾞﾘｰﾄ｜経産&総務

省が｢日本の地域ｴﾈﾙｷﾞｰ供給事業｣ﾓﾃﾞﾙ都市公社『ｼｭﾀｯﾄ

ｳﾞｪﾙｹ』｜市民が作る民間の再生ｴﾈ専門事業会社､ｿｰﾗｰｺﾝ

ﾌﾟﾚｯｸｽ社｜地域ｴﾈﾙｷﾞｰ会社支援の最先端新ﾋﾞｼﾞﾈｽ 

ﾂｱｰの詳細は左記 URL参照 企画:日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ総合研究所 

kitamura@jrri.jp 

実施:近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ(株)ECC営業本部  

TEL:03-6730-3220 

9.08木まで 

NEW 

H28年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費

等補助金(地方公共団体と連携した CO2排

出削減促進事業)三次公募 

市町村長等が先頭に立ち､国民運動｢COOL CHOICE｣

(賢い選択)を踏まえた地球温暖化対策を住民や団体

と協力し継続実施する普及啓発事業を支援 

詳細は以下 URL参照 
http://www.env.go.jp/press/102863.html 

環境省／(一財)環境ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ情報機構 

TEL:03-5209-7104 

9.09金まで H27年度補正 中小企業等の省エネ･生産性 省ｴﾈ性能高い機器及び設備導入により事業活動の省ｴﾈ推 応募の詳細は左記 URL参照 (一社)環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/008260.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/260/h28resipicontestkaitei.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/260/h28resipicontestkaitei.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/260/h28resipicontestkaitei.pdf
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/
http://www.env.go.jp/press/102713.html
http://5actions.jp/award2016/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://www.cue-net.or.jp/kouen/aoba/event/syasinten_20160623.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60
http://mainichi.jp/articles/20160423/ddm/010/040/013000c
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/063541.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/063541.html
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/eco_park/2016nest/index.htm
http://www.mainichi-j-contest.jp/outline.html
http://www.jrri.jp/20161024%20doitsu%20tour.pdf
mailto:kitamura@jrri.jp
http://www.env.go.jp/press/102863.html
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NEW 革命投資促進事業費補助金 3次公募 
https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html 

進することで､事業活動の生産性を高めるとともに省ｴﾈ

を促進し､中小企業等の競争力強化することを目的 

(公募説明会は終了) TEL:0570-783-755 

9.09金まで (船橋市)緑のカーテンコンクール参加者募集 
☆ ｺﾝｸｰﾙに参加しない方も緑のｶｰﾃﾝを育て

た感想や経験談募集／何れも船橋市内対象 

写真：全体とお気に入り角度からの 2枚 

観察記録：所定の様式に記入 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p041610.html 

応募の詳細は左記 URL参照 船橋市役所 環境政策課 

TEL:047-436-2465 

9.09金まで かまがや みどりのカーテンコレクション 2016 
鎌ヶ谷市民や市内団体等対象 

今年､市内でみどりのｶｰﾃﾝに取り組まれた方々の作

品や楽しく設置に取組んでいる様子の写真を募集 

応募の詳細は鎌ケ谷市HPの該当項

目を参照 

鎌ケ谷市 市民生活部 環境課 

TEL:047-445-1227 

9.09金まで 

申請 

H28年度 臭気判定士(国家資格)試験 

試験日：H28年 11月 12日(土) 

http://www.env.go.jp/press/102742.html 

試験内容：嗅覚概論､悪臭防止行政､悪臭測定概論､

 析統計概論､臭気指数等の測定実務｜試験地：東

京・名古屋・大阪｜受験料：18,000円 

申請の詳細は左記 URL参照 環境省 水･大気環境局 大気生活

環境室 

TEL：03-5521-8299 

9.09金まで 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･ﾌｧｰｽﾄ推進協議会 
https://www.eco1st.jp/ 

TEL:0587-24-7272 

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 

9.11日まで 

NEW 

くらしの植物苑特別企画展   の伝統植物 

☆伝統の朝顔☆ 
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/project/ 

内容:●変化朝顔 正木系 40系統､出物系 25系統 

●明治時代以降の大輪朝顔 25系統程度 ●ﾖｰﾛｯﾊﾟ･

北米産の近縁の朝顔 10系統程度。計約 700鉢 

国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑 

(佐倉市城内町 117) 

同館 

TEL:03-5777-8600 

9.12月 17時 

まで  

NEW 

低炭素杯 2017／対象:低炭素社会づくり

活動や地球温暖化防止に取り組む団体 
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai/entry.php 

部門:市民(非営利団体､地縁団体､管理組合､商工会､協

議会､大学､高専､専門校)･企業(企業､営利団体､事業

所)･学校(幼稚園､小中高校)･自治体(約 20万人未満) 

応募の詳細は左記 URL参照 同杯実行委員会・地球温暖化防止

全国ﾈｯﾄ 

TEL：03-6273-7785 

9.13火 

消印有効 

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 

9.16金まで 

NEW 

(船橋市)省エネ 語を大募集！ 

対象：船橋市内在住、在勤、在学の方 

船橋市役所壁面に大きく掲示する省ｴﾈ 語を募集｡

親しみやすく､覚えやすい愛称をお待ちしています! 

http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/

kankyou/004/p046051.html 
同市環境部環境政策課温暖化対策係 

TEL:047-436-2465 

9.19月祝まで 

 

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｡最新研究を踏まえ､実物 

本･画像･映像などでその魅力に迫る｡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) 

9.19月祝まで 

NEW 

2016夏期特別企画 アマゾン 

〜 集まれ！ジャングルの仲間たち(有料) 
http://www.aquaworld-oarai.com/event-program/schedule/18916 

生体や 本展示を通してｱﾏｿﾞﾝに生息する魚類､両

生類､爬虫類そして昆虫など多種多様な生き物を紹

介。遊べる展示物も取り入れ､お子様も楽しめる 

ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ 茨城県大洗水族館 

(東茨城郡大洗町磯浜町 8252-3) 

同館 

TEL:029-267-5151 

9.19月祝まで 第 115回 企画展 〜 日光の昆虫 〜 
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/exhibiti

on/kikaku/160716nikkomushi/mushi.html 

日光戦場ヶ原から千手ヶ原の観察ｽﾎﾟｯﾄ紹介｡ﾁｮｳやｶﾞ､ｸﾜ

ｶﾞﾀ､ｶﾐｷﾘﾑｼ､ﾊﾁ､ﾊﾞｯﾀ､ｼﾘｱｹﾞﾑｼ､ｶﾞﾛｱﾑｼなど様々な昆虫を

展示･解説｡ｲｷﾞﾘｽ人昆虫学者､ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾙｲｽも紹介 

栃木県立博物館 

(同県 宇都宮市 睦町 2-2) 

同館 

TEL:028-634-1311 

9.28水まで 第 60回 全国 学芸･サイエンスコンクール 

小中高生 得意なジャンルでチャレンジ 
http://www.obunsha.co.jp/news_release/428.html 

ｼﾞｬﾝﾙ別:ｻｲｴﾝｽ･学芸|ｻｲｴﾝｽｼﾞｬﾝﾙ区 :理科自由研

究(小･中)･自然科学研究(高)･社会科自由研究(小･

中)･人文社会科学研究(高)｜学芸ｼﾞｬﾝﾙ区 (略) 

応募の詳細は左記 URL参照 旺文社｢全国学芸ｻｲｴﾝｽｺﾝｸｰﾙ｣事

務局 TEL:03-3266-8002 
gakkon@obunsha.co.jp 

9.30金まで 第５回 エコワングランプリ 地域を特定しないで取り組むことができる普及性 内容と応募の詳細は左記 URL参照 毎日新聞社/毎日企画ｻｰﾋﾞｽ 

https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p041610.html
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/kakuka/kankyo/kankyo.html
http://www.env.go.jp/press/102742.html
https://www.eco1st.jp/info.html?kind=1&company_id=1&author_id=77&id=141
https://www.eco1st.jp/
http://mainichi.jp/sp/ryokuchi2016/entry.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/project/
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai/entry.php
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.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p046051.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p046051.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/index.php?page_id=1008
http://www.aquaworld-oarai.com/event-program/schedule/18916
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/exhibition/kikaku/160716nikkomushi/mushi.html
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/exhibition/kikaku/160716nikkomushi/mushi.html
http://www.obunsha.co.jp/news_release/428.html
mailto:gakkon@obunsha.co.jp
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対象：国内高校生で学校単位応募 

http://www.eco-1-gp.jp 
の高い｢普及･啓発部門｣と審査無し簡単ｴｺ実践｢ｴｺ

の環｣ｽｸｰﾙ登録制度も｡ 

TEL:03-6265-6813 10〜17時 

9.30金まで 緑のカーテン体験談 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/toshikou

en/curtain/jouhou.html 

自慢のｶｰﾃﾝをﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに｡説明:約 400字|植物名･

植付け時期と場所､方角･地植え､鉢､ﾌﾟﾗﾝﾀｰか･苦労

や注意したこと･栽培者へ伝えたいこと 

応募の詳細は左記 URL参照 県 公園緑地課 

TEL:043-223-3996 
kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp. 

9.30金 正午 

まで 

｢君たちの動画を待っている!藤岡弘､ 

地球温暖化防止道場｣ 
http://www.env.go.jp/press/102681.html 

作品にふれた人が地球温暖化問題を意識し､自 ご

ととして具体的対策の実践に取り組むことを決意

するような素晴らしい 3 以内の動画 

応募の詳細は左記 URL参照 環境省／同道場事務局 
info@ondankaboushi-dojo.jp 

TEL:03-5521-8341 

9.30金まで 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 

10.01土〜 

11.26土 全 5回 

14~16 

東京理科大学サイエンス夢工房･公開講座
(抜粋) (有料) ＞右記は 10月 29日内容＞ 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8998/021988.html 

川村康文(理学部)〜地球環境問題の解決を考える科

学実験｜[当講座は市民の学習ﾆｰｽﾞに応えるため､

大学の専門的な指導内容を皆さんに提供] 

同学野田ｷｬﾝﾊﾟｽ 講義棟 K401･

K405教室 

(野田市山崎 2641) 

流山市文化会館 

TEL:04-7158-3462 8/31迄 

10.02日まで 

NEW 

開館 90周年記念企画展 

木々との対話─再生をめぐる 5つの風景 
http://www.tobikan.jp/exhibition/h28_treesofllife.html 

｢再生｣をｷｰﾜｰﾄﾞに､永遠と瞬間､生と死という要素を複雑

に包含する作品構成｡木の素材を活かし大規模なｲﾝｽﾀﾚｰｼ

ｮﾝや彫刻で現代日本を代表する作家の世界を体感 

東京都美術館 ｷﾞｬﾗﾘｰ A･B･C 

(台東区上野公園 8-36) 

同館 

TEL：03-3823-6921 

10.02日まで 

9~17 

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 〜 

★最大の見所は、初公開の全長 3.2m＊ 
http://umi.exhn.jp 

＊ｵｽのﾎﾎｼﾞﾛｻﾞﾒ成魚の全身液浸 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

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 

国立科学博物館 

(東京･上野公園 台東区上野公園

7−20) 

同館 

TEL:03-5777-8600(ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

10.07金まで 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 

10.14金まで 近隣騒音防止(※)ポスター･カレンダー 

デザイン募集 
http://www.env.go.jp/press/102628.html 

※�拡声機音等の町中の音､日常生活の様々な音(電気機

器や楽器･音響機器の音､階上の足音､給排水音､ﾍﾟｯﾄの

声､室外機や屋外給湯機の音､自動車のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞや空ぶか

し音など)で不快に感じる音。縦長で図中の文字不要 

応募の詳細は左記 URL参照 環境省 水･大気環境局 大気生活環境室 

TEL:03-5521-8299 

10.14金まで 

NEW 

H28年度 わたしたちのくらしとエネルギー 

みんなでつくろう ☆ かべ新聞コンテスト 
http://www.energy-modelschool.jp/kabeshinbun/ 

対象:全国の小学 4〜6年生|内容:左記ﾃｰﾏを調べ・

取材したことをかべ新聞形式にする｡話し合って､

調べ､記事を書く｡個人不可｡纏め方は左記 URL参照 

応募の詳細は左記 URL参照 (公財)日本科学技術振興財団 

TEL:03-3212-8489 

10.14金まで 

NEW 

水環境保全活動 

｢こどもホタレンジャー2016｣参加団体募集 
http://www.env.go.jp/press/102772.html 

水辺のいきもの観察などを通じ、こどもたち中心

とした水環境保全活動を公募､優秀な取組を表彰。 

水循環保全を目的の山や海での活動も対象 

応募の詳細は左記 URL参照 環境省 水･大気環境局水環境課 

TEL:03−5521−8312 
Water-Cycle@env.go.jp 

10.15土まで 

NEW 

リサイクルフェア 2016(11月 13日開催) 

リサイクル作品コンテスト作品募集 

ｿｰﾗｰ発電(熱)による工作品または不用品を利用し

た自作のｵﾘジﾅﾙﾘｻｲｸﾙ作品(但し布製品を除く)募集  

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 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/reborn-letter16_d/fil/1608.pdf 

10.31月まで
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 

http://www.eco-1-gp.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/toshikouen/curtain/jouhou.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/toshikouen/curtain/jouhou.html
mailto:kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp.
http://www.env.go.jp/press/102681.html
mailto:info@ondankaboushi-dojo.jp
http://www.env.go.jp/press/102561.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8998/021988.html
http://www.tobikan.jp/exhibition/h28_treesofllife.html
http://umi.exhn.jp/
http://www.env.go.jp/press/102603.html
http://www.env.go.jp/press/102628.html
http://www.energy-modelschool.jp/kabeshinbun/
http://www.env.go.jp/press/102772.html
mailto:Water-Cycle@env.go.jp
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/reborn-letter16_d/fil/1608.pdf
https://www.shizecon.net/news/page_01.html
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11.06日まで 第 76回 企画展〜 我孫子の鳥図鑑 

- 市内で見られる全種の 本 - 

★ この地域で記録鳥類 275種､＊ 

＊ 本と生態写真で展示｡我孫子市内と手賀沼で収

集鳥類 本を中心に､水辺･農地･林･台地の環境ご

とにどのような鳥類が見られるのかを展示 

我孫子市 鳥の博物館 

(同市 高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 

11.27日まで 

H28年  ※ 

NEW 

ぐるっと！手賀沼めぐり 

〜 水上遊覧船から見る手賀沼は別世界 〜 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090300/p035847.html 

週末､船頭さんの話に耳を傾けながら手賀大橋やﾊｽ

の群生､遠くの町を眺めると､いつもの景色が全く

違うように｡※開催日等は左記 URLで確認を 

道の駅しょうなん(柏市箕輪新田 59-2)

及び手賀沼ﾌｨｯｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(柏市曙橋 1) 

＜柏駅西口からシャトルバスあり＞ 

柏市役所農政課 

TEL:04-7167-1143 

11.30水 

必着 NEW 

H29年度｢瀬戸内海環境保全月間｣ポスター募集 

毎年６月は｢瀬戸内海環境保全月間｣ 
http://www.env.go.jp/press/102719.html 

ﾃｰﾏ:こんな瀬戸内海にしたい/瀬戸内海から得られる恵

み/瀬戸内海らしい風景/瀬戸内海を通じた交流/瀬戸内

海での楽しい思い出/生活の中の瀬戸内海｣など 

応募の詳細は左記 URL参照 環境省／(公社)瀬戸内海環境保

全協会 

TEL：078-241-7720 

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

 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 

*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★ 

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 

'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://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/h27shoenergy_hojo.html  

'17.3.10金 

まで 

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 

工事完了後 

3ヶ月以内 
 

7.12確認 

(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 

継続受付中 

 
7.04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 

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･ 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 で 

わかり 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.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090300/p035847.html
http://www.env.go.jp/press/102719.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.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/12/121/7704/000650.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875
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 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 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 
2016.8.10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 (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 (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 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

http://www.isumi-sato.com/program

/h27program.pdf(9月まで) 
千葉県いすみ市万木 2050 

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
http://www.isumi-sato.com/
http://www.isumi-sato.com/program/h27program.pdf
http://www.isumi-sato.com/program/h27program.pdf
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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

/h27program2.pdf(10月〜3月) 
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 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 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｡ 

 

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜★〜☆〜 

http://www.isumi-sato.com/program/h27program2.pdf
http://www.isumi-sato.com/program/h27program2.pdf
http://www.tokyo-park.or.jp/profile/
http://www.tokyo-park.or.jp/college/
http://www.tokyo-park.or.jp/college/
http://www.river-museum.jp/index.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php
http://www.maff.go.jp/j/heya/
http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html
http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/
http://schedule49.blog.fc2.com/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/271/001404.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p002488.html

