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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

天候不順な日が多く、昨 18日は暑さを感じました。 

今年のみかんは緑と黄色のまだら模様が多いようですが、 

中身の糖度？は大丈夫と店に掲示ありました。 

小粒が美味しいです。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[1] 主題案内を「文末の添付ファイル」でお届けします。 

引続き、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと 【 天候不順 】 

今まで曇りや雨天が多く洗濯物を干すのに除湿器が売れたそうです。 

8年過ぎた我が家の太陽光発電(約 4kW)も発電量が少なめで、 

昨年(2015年)同月の比較をしました。 

 

・暦月基準(1日から月末まで)では、 

昨年 9月：272kWh 同 10月：325kWh 

今年 9月：232kWh 同 10月：？？ 

 

・検針日基準では(30日換算) 

昨年 9月：223kWh 同 10月：324kWh 

今年 9月：320kWh 同 10月：194kWh ※1 

※1：昨年 10月比で 0.6 

 

なお、気象庁我孫子観測所「日照時間」は 

・暦月基準では 

昨年 9月：119.6時間   同 10月：190時間 

今年 9月：  82.6時間※ 同 10月：？？ 

 

・検針日基準では(30日換算) 

昨年 9月：  76時間 同 10月：173時間 

今年 9月：138時間 同 10月：  83時間 ※2 

※2：昨年 10月比で 0.48 ←←←←←←←← 

 

※印から判るように、9月～10月が影響しています。 
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早く自然エネルギーが普及し気候変動が納まるようにしたく、 

その加速度的反転時期はいつになるのでしょうか。 

省エネと自然エネの普及、市民ができることを実践しましょう。 

以上。 

 

＜追伸＞かまがやエネルギーフォーラム 2016 

(仮認定 NPO法人 太陽光発電所ネットワーク 千葉地域交流会主催) 

チラシに間に合いませんでしたが、当日ご参加の方へ、 

”快適リフォーム”「冬暖かい家」冊子プレゼントがあります。 

部数が限られ先着順になります。 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 環境と農の広場・・[発行責任]・新美 健一郎・ 

★ 発信地：千葉県 流山市 

＜明日への助け合い＝環境とエネルギーの保全・食農安全＞ 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

お願い：受信不要になりましたら返信願います。 
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★☆          案内  ☆★ 2016.10.19号 (更新:1回/月 程度・不定期)                             文責：環境と農の広場 ／ 新美

健一郎 

【環境全般･ｴﾈﾙｷﾞｰ･観察会･他】編 

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 

10.19水〜 

21金 10~17 

2016 土壌・地下水環境展 

｢大地とくらし､そして未来のために｣ 
http://biz.nikkan.co.jp/eve/dojyo/index.html 

土壌･地下水浄化に関する技術･製品を一堂に展示

し､関連ｾﾐﾅｰや併催企画を通じ､商談と販路拡大､情

報交流を図る｡｢Japan Robot Week 2016｣他 同時開催 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)土壌環境ｾﾝﾀｰ/日刊工業新聞社 

TEL:03-5614-3080 

10.20木 

9~ 

自然観察会 

〜 江川地区(千葉県野田市)探鳥会 

ｺｳﾉﾄﾘ､ﾉｽﾘなどに期待。 

持物：観察用具､弁当､飲み水､帽子､敷物､雨具 

集：東武線 馬込沢駅 9時 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

10.20木 

13~17 

第 11回「３Ｒ推進全国大会」in徳島 
日本初｢ごみゼロ｣宣言の上勝町見学会も 

http://www.env.go.jp/press/102579.html 

循環型社会形成推進功労者・3R促進ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ最

優秀賞表彰･授与､3Rの実践的取組み紹介等のｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ､3R活動ﾌﾞｰｽ展示、上勝町見学会等 

徳島文理大学｢ｱｶﾝｻｽﾎｰﾙ｣ 

(徳島市山城町西浜傍示 180) 

環境省・同中国四国地方環境事務所

高松事務所 他 

TEL:03-5521-8336 

10.20木〜 

21金 

9:30~17:30 

第 33回 太陽光発電シンポジウム (有料) 
～ 新 FIT制度を勝ち抜くビジネス展開と 

基幹電源への道筋 ～ 

★1≫太陽光発電を巡る国の政策最新動向* 
http://www.jpea.gr.jp/document/seminar/info_33rd.html 

*｜2≫新 FIT制度を勝ち抜く事業戦略とﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ｜

3≫技術開発最前線とﾋﾞｼﾞﾈｽへの展開｜4≫地域･市民が

主役の電力ﾋﾞｼﾞﾈｽと共に発展する太陽光発電｜5≫変革

が進む電力市場と共に発展する太陽光発電｜6≫脱炭素

社会の基幹電源として発展する太陽光発電／情報交換会 

ﾋｭｰﾘｯｸﾎｰﾙ 

(台東区浅草橋 1-22-16 ﾋｭｰﾘｯｸ浅

草橋ﾋﾞﾙ 2F) 

(一社)太陽光発電協会 

TEL：03-5657-0813 要申込 
jpea_sympo33@jtbcom.co.jp 

(株)JTB ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 

10.21 金 10時

〜22 土 13時 

地域が元気になる 脱温暖化 全国大会'16in小田原 

〜市民と経済界のつながりが地域を変える 
http://enekei.jp/global-data/20160914193637826.pdf 

P ｾｯｼｮﾝ(SS)|SS1:小田原･箱根ｴﾈﾙｷﾞｰｺﾝｿｰｼｱﾑは地域

を元気に|SS2:市民･地域のやる気を支える|全体

SS:環境･ｴﾈﾙｷﾞｰをどう地域づくりに活かすか|他 

小田原お堀端ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(小田原市栄町 1-14-48) 

科学技術振興機構･小田原市･他 

TEL:090-7008-4455 ※ 
※ http://ecoric.net から申込み 

10.21金 

13:30~15 

小水力発電入門セミナー (有料) 

コース(1)小水力発電ことはじめ 

同発電概要､技術的しくみ､河川流量と発電量,経済

性と FIT､事例(河川取水､農業用水､小規模発電)と特徴 

啓成会 314会議室 

(豊島区北大塚 1-13-8) 

全国小水力利用推進協議会 

TEL:03-5980-7880 

10.21金 

15:15~16:45 

小水力発電入門セミナー (有料) 

コース(2)小水力発電 設備のあらまし 

水車発電機その他同発電設備概要。年間発電量や

建設費など注意部分 開発ｽﾃｯﾌﾟ概略  

啓成会 314会議室 

(豊島区北大塚 1-13-8) 

全国小水力利用推進協議会 

TEL:03-5980-7880 

10.21金〜 

22土 

第 7回(市民電力)「連続講座」(有料) 

合宿講座@群馬県中之条町 中之条電力 
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

21日 13:30 講演会後 小水力､太陽光発電所見学 

22日 近隣施設見学(詳細不明) 

集：新宿駅西口工学院大前 8:30 

 

市民電力連絡会 ppn2014info@gmail.com 

左記 URL内から申込み 

10.21金〜 

23日 10~17 

東京湾大感謝祭 2016 

〜 海から見つめなおす 21世紀のﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 
http://tbsaisei.com/fes/ 

官民が東京湾再生のため協働するお祭り｡皆のｴｺ･

CSR活動や環境配慮製品･ｻｰﾋﾞｽ､ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ､自然の

恵みの飲料･食料､市民活動支援など紹介､体験の場 

横浜赤ﾚﾝｶﾞ倉庫と周辺海上 

(横浜市中区新港 1-1) 

同祭実行委員会 

TEL:03-5805-1059 事務局 

10.22土 

9:30~11:30 

大堀川で秋の野草をさがそう 
http://ooborimizube.cocolog-nifty.com 

大堀川ではどんな野草が咲いているのでしょうか？

一緒に地域の自然を観察しませんか？ 

集：大堀川水辺公園 遊具広場 

(流山市駒木 62) 

大堀川美しい水辺づくりの会 

TEL:04-7154-9366 

10.22土 

9:30~12 

県 環境講座 

森の観察会〜 なるほど！これが木の生命力 
http://kanpachiba.com/archives/2057 

森浩也(樹木医)〜森を歩き､木の生命力の不思議さ

など､発見･体験します｡ 対象：千葉県民等 18歳以上 
 

佐倉城址公園 (佐倉市城内町官有

無番地 JR･京成線佐倉駅徒歩 20分) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟちば 

TEL：090-8116-4633 10/8迄※ 
※申込み方法は左記 URL参照 

10.22土 

10~12 

ネイチャーイン      雨天中止 

「谷津の自然観察と谷津まつり」 

岡発戸･都部の谷津ﾐｭｰｼﾞｱﾑを散策｡秋の草花､木の

実､昆虫､野鳥など自然を観察｡谷津まつりに参加 

集:東我孫子駅南側広場(現地解散) 我孫子市 手賀沼課 

TEL:04-7185-1111内 468要申込 

http://biz.nikkan.co.jp/eve/dojyo/index.html
http://www.env.go.jp/press/102579.html
http://www.jpea.gr.jp/document/seminar/info_33rd.html
mailto:jpea_sympo33@jtbcom.co.jp
http://enekei.jp/global-data/20160914193637826.pdf
http://ecoric.net/
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://tbsaisei.com/fes/
http://ooborimizube.cocolog-nifty.com/
http://kanpachiba.com/archives/2057
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10.22土 

10~ 

第 111回 省エネルギー学習会 

東大柏 ャン ス一般公開 2016見学 
http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/opc2016/ 

講演ﾃｰﾏ:｢ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨを支える社会ｲﾝﾌﾗを作る｣｢高

齢社会を豊かにする人間ｻﾎﾟｰﾄする技術｣｢新しい資

源開発:ﾒﾀﾝﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ｣｢社会の災害復興力を考える・ 

東大 柏ｷｬﾝﾊﾟｽ 新領域環境棟 1F 

FS ﾎｰﾙ 

(柏市柏の葉) 

温暖化防止ながれやま 

内容・問合せ：左記 URL参照 

10.22土 10~, 

13~,15~,全 3回 

ホタルの子どもを育ててくれる方の飼育説明会
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage8.html 

幼虫､飼育機材一式をお渡しします｡来年 6月流山

市内新川耕地の田んぼで幼虫放流会｡参加費無料｡ 

流山市民活動推進ｾﾝﾀｰ 3F 

(同市 中 110) 

流山ﾎﾀﾙ野 

TEL:090-1730-0243 10/16迄 

10.22土 

13:30~15 

｢海にいいこと､やさしいこと､考えよう！

WONDER ACTION CAFÉ 2016」 
http://www.env.go.jp/press/103066.html 

小学生､国交省､水産研究･教育機構､文科省､環境

省からﾌﾟﾚｾﾞﾝ､ｹﾞｽﾄｸﾛｽﾄｰｸ通じ､東京湾のため私た

ちでもできるﾜﾝﾀﾞｰ(素晴らしい･奇跡を生む)語り合う 

横浜赤ﾚﾝｶﾞ倉庫 1号 3F ﾎｰﾙ 

(横浜市中区新港 1-1) 

環境省､東京湾大感謝祭実行委員会 

TEL:03-5805-1059 

10.23日 

9~13:30 

第 14回 ふなばし三番瀬クリーンアップ

参加者大募集！ 

船橋の自然を代表する三番瀬の清掃活動や自然観

察で､秋の 1日､三番瀬の自然に触れてみませんか 

ふなばし三番瀬海浜公園 砂浜 

(船橋市潮見町 40) 

同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL:047-436-2450 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/002/p039009_d/fil/chirashi-14.pdf 

10.23日 

10~12 

わんぱく講座 第 11回「森で遊ぼう」 

対象：4歳以上の子と保護者 

木登りや長いﾛｰﾌﾟのﾌﾞﾗﾝｺ､ﾊﾝﾓｯｸ､木こり体験など

で自然の面白さを体験｡ 帽子･長袖･長ｽﾞﾎﾞﾝ着用 

ふなばし木の子の森 

(船橋市神保町 まこと保育園奥) 

同森の会 

TEL:080-6402-0555 要申込 

10.23日 

13:30~16:30 

手賀沼流域フォーラム講演会(2題) 
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event/

kyoshitsu/teganumaryuikiforum.html 

岸由二(慶大)〜｢流域思考の小網代(三浦半島先端)保

全｣奇跡の自然!｜長原邦子(大津川をきれいにする会)〜大

津川に再びﾎﾀﾙを夢みて 

ｱﾋﾞｽﾀﾎｰﾙ 

(我孫子市 若松 26-4) 

同ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:090-5217-6699 

10.24月 

14~15:30 

3R推進ﾏｲｽﾀｰ 和田由貴さんがやってくる！ 

〜今日から実践 3Rでくらし快適節約術 

10月はﾘﾃﾞｭｰｽ､ﾘﾕｰｽ､ﾘｻｲｸﾙといった環境行動を表す

ｷｰﾜｰﾄﾞ｢3R｣推進月間｡不要小型家電の臨時回収も 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 

(柏市柏 1-7-1 Day One 3F) 

柏市廃棄物政策課 

TEL:04-7167-1140 要申込 

10.25火 

10~11:30 

かしこい消費者の育成講座 

〜「機能性表示食品」ってなあに？ 

かしこい消費者になる第 1歩､機能性表示制度を学

ぶ｡食品をかしこく選ぶﾎﾟｲﾝﾄを考える｡ 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ A･B 

(柏市柏 1-7-1 Day One 3F) 

柏市消費生活ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7163-5853 要申込 

10.26水 

13:30~15:30 

地中熱住宅セミナー (有料) 

講師：笹田政克(地中熱利用促進協会) 
http://www.geohpaj.org/archives/6052 

積算資料ﾎﾟｹｯﾄ版住宅建築編 2016年度版(参加者に配

布)【特集地中熱利用】をﾃｷｽﾄに､近年設置が増えて

いる住宅の地中熱利用を基本的ｼｽﾃﾑを中心に解説 

経済調査会 会議室 

(港区新橋 6-17-15 菱進御成門ﾋﾞﾙ) 

(NPO)地中熱利用促進協会 

TEL:03-3391-7836 要申込 

10.26水〜 

28金 10~17 

スマートエンジニアリング TOKYO 2016 

第 2回 水素エネルギーテクノフェア 
http://www.jma.or.jp/set/outline/energy.html 

新ｴﾈﾙｷﾞｰとして期待される水素の製造､貯蔵､運搬､

供給､利用技術等のｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ全体に焦点

を当て､その技術革新と産業振興をはかる 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 3・4 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(公社)化学工学会・(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 
set@jma.or.jp 

10.26水〜 

28金 10~17 

第 38回 ジャ ンホームショー 
http://www.jma.or.jp/homeshow/index.html 

住まいの建材･部材･設備･ｻｰﾋﾞｽが一堂に会する日

本最大規模の専門展示会。断熱建材･ｼｽﾃﾑ特集も 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-1988 

10.27木 

13:30~15:35 

省エネ診断・技術事例発表会 

〜 事例:ﾋﾞﾙにおけるﾁｭｰﾆﾝｸﾞ事例＊ 
http://www.shoene-portal.jp/seminar/detail/3 

*|ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ吐出圧力低減等を推進|ﾎﾞｲﾗｰ空気比の

低減や高効率機器への更新|省ｴﾈ相談地域ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ

ｰﾑの支援活動の概要と支援事例／支援策|動向 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ B 

(江東区有明 3-11-1) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 

TEL:03-5439-9716 

10.28金 

13:30~16 

もったいないを見直そう 

～ 食品ロス削減シンポジウム 
http://www.env.go.jp/press/102981.html 

事例発表:福井県･長野県松本市･ｻﾄﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑｽﾞ

(株)･(株)ｲﾄｰﾖｰｶ堂･日本気象協会|事例発表者によ

る意見交換会ﾃｰﾏ｢地域で見直す"もったいない"｣ 

ｲｲﾉﾎｰﾙ&ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ Room A 

(千代田区内幸町 2−1−1) 

消費者庁･農水省･環境省 

TEL:03-3507-9187 10/21迄 

左記 URLから申込み可 

10.29土 

9:15~13 

手賀クリーン大作戦 
https://www.facebook.com/events/1785263721755510/ 

①ﾁｰﾑ対抗手賀ｸﾘｰﾝ大会ﾌﾟﾗﾝ： 1 ﾁｰﾑ 3-5名までの

ﾁｰﾑ別でｺﾞﾐ拾い ②きままに手賀ｸﾘｰﾝﾌﾟﾗﾝ 

集：道の駅しょうなん 脇 

(柏市箕輪新田 59-2) 

(株)JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ・他 

TEL:04-7163-6807 10/21迄 

10.29土 

13~14:30 

流山出身の自然写真家・大竹晃一さん

と身近な自然を楽しもう 

写真家の目で見た流山周辺の植物や自然の魅力を､

写真と共に紹介｡秋の散歩に出掛けたくなるかも 

流山市おおたかの森ｾﾝﾀｰ 

(同市 市野谷 621) 

同市立 木の図書館 

TEL:04-7145-8000 要申込 

http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/opc2016/
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage8.html
http://www.env.go.jp/press/103066.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/002/p039009_d/fil/chirashi-14.pdf
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event/kyoshitsu/teganumaryuikiforum.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event/kyoshitsu/teganumaryuikiforum.html
http://www.geohpaj.org/archives/6052
http://www.jma.or.jp/set/outline/energy.html
mailto:set@jma.or.jp
mailto:set@jma.or.jp
http://www.jma.or.jp/homeshow/index.html
http://www.shoene-portal.jp/seminar/detail/3
http://www.env.go.jp/press/102981.html
https://www.facebook.com/events/1785263721755510/
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10.29土 

13:45~15:45 

かずさ DNA研究所 開所祈念講演会 
https://event.starsphere.jp/kazusa/kaisyo/ 

中尾悠里(富士通研)〜日本の未来を変える!?-人工知

能とは-｜明石良(宮崎大)〜ｼﾊﾞの常緑性を科学する 

かずさｱｶﾃﾞﾐｱﾎｰﾙ 

(木更津市かずさ鎌足 2-3-9) 

(公財)かずさ DNA研究所 

TEL:0438-52-3930 10/7迄 

10.29土 

14~16:30 

三番瀬ミーティング〜 同瀬の再生を､県

民･地元･漁業者･環境団体の意見を聴く 

古川恵太(横浜国大)〜日本の沿岸域の現状と干潟・

藻場再生の意義｜参加者による意見交換 

船橋市中央公民館 

(JR船橋駅南口徒歩 7分) 

県 環境政策課 

TEL:043-223-2431 

10.29土・ 

30日 10:30~15 

エコカー試乗体験会 

10時から会場で整理券配布 

水素･電気･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ･ｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙなどのｴｺｶｰ試乗

体験｡運転免許証要｡関連展示やｸｲｽﾞも 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

柏市 環境政策課 

TEL:04-7167-1695 

10.29土 11~ 

30日 ~14 

第 14回 印旛沼流域 環境・体験フェア 

〜  水と食と発見のある印旛沼 
http://inba-numa.com/fair14/gaiyou14/ 

水･食･観光等の幅広い視点から印旛沼とその流域

の多彩な魅力を発信し､印旛沼流域圏の人々が集

い･遊び･学び･食べることができるｲﾍﾞﾝﾄ 

佐倉ふるさと広場 向い側 

(佐倉市臼井田 2714 京成線佐倉駅
北口から無料ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ運行) 

県･印旛沼流域水循環健全化会議 

TEL:043-223-3155 

10.30日 

9~12 
三番瀬探検隊 

〜 ♪鳥くんと野鳥を探そう！ 

三番瀬干潟で野鳥観察し､鳥の勉強しよう!ﾃｰﾏは｢ﾀ

ｲのｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘたち｣｡ｵﾘｼﾞﾅﾙ缶ﾊﾞｯｼﾞづくりも楽しむ 

ふなばし三番瀬海浜公園 

(船橋市潮見町 40) 

同公園 

TEL:047-435-0828 
10.30日 

9~14 
住宅用 省エネルギー設備で始めよう 

エコライフ！〜市民まつり会場内で 

太陽光発電の相談会 

流山市太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ活用ｾﾝﾀｰでは､市民まつり会場内

で太陽光発電設備の設置相談会。同市奨励金 URL: 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ内外 

(同市 中 110 TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅徒
歩 3分) 

同活用ｾﾝﾀｰ(流山商工会議所内) 

TEL:04-7158-6111 

10.30日 

9:30~14:30 
ケビンさんと歩く 亀成川流域里山散策 
〜〜秋の実と虫を探そう〜〜 

ｺｰｽ:別所谷津公園･池･湿地→亀成川→牧の原公

園｡対象:6kmを完歩出来る方｡黒色避けた服装。 
http://savejapan-pj.net/sj2016/chiba/event/post.html 

集：印西市 牧の原公園北側駐車場 
(北総線 印西牧の原駅北口徒歩 5分) 

亀成川を愛する会・他 

TEL:080-3594-6267 10/25迄 

左記 URLから申込み可 
10.30日 

13:30~16:30 

第 34回 我孫子サイエンスカフェ 

知ればもっと楽しくなる!植物たちの生きざま 
http://abikoscience.web.fc2.com 

詫摩雅子(科学ﾗｲﾀ)〜植物のことを知ってください｡

きっともっと好きになるはずです!合わせて､他県の

人に自慢できる千葉県の植物ﾄﾘﾋﾞｱ紹介 

我孫子市 湖北台近隣ｾﾝﾀｰ  

(同市 湖北台 8−2−1) 

同ｶﾌｪ 

TEL:0297−82−3070 

10.30日 

14~16 
サイエンス・カフェⅡ 

〜「生物の多様性を考える＊ 

＊〜遺伝子の多様性って何？〜」がテーマ。飲物

片手に専門家と気軽に語り合う 

県立 西部図書館 (松戸市千駄堀

657−7 JR新八柱駅徒歩 15分) 

同館 図書館連携課 

TEL:047-388-4043 
11.01､08､15､
22各火 9:20~16 

(柏市)里山ボランティア講座 2016 

対象：柏市民等(有料) 

▶柏市の緑､森を知ろう▶活動場所見学▶刈り払い機･

ﾁｪｰﾝｿｰ実習▶竹林の整備方法／詳細は右記 URL 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/

110600/p036980.html 
柏市公園緑政課 

TEL:04-7167-1148 要申込 

11.02水 

13:15~ 

地域・学校 防災教育セミナー 
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/kyouiku/event/localseminar28.html 

佐藤公治(南三陸町志津川中)〜地域と学校の連携による

防災教育｜防災教育先進事例報告｜他 

県 教育会館大ﾎｰﾙ 

(千葉市中央区中央 4-13-10) 

県防災政策課地域防災力向上班 

TEL:043-223-2176 

11.02水 

13:30~15:30 

緑の講習会 

〜 樹木ツアー・いろいろな木の実 

講師:八田洋章〜多くの樹木は春に花が咲き秋に実

る｡講師と園内を散策し木の実を探し説明を伺う 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園 公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015 要申込 

11.03木 
11:30,13:30, 

14:30(全 3回) 

アメリカ合衆国 国立公園局生誕100周年祈念 

＜特別上映作品＞アメリカ・ワイルド 
★江戸川大学 駒木祭にて特別上映★ 

地球が創り､人が守る｡これは未来への贈り物 

40分間でｱﾒﾘｶ国立公園の絶景をめぐる究極のｵﾌﾄﾚ

ｲﾙ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ! AMERICA WILD 

江戸川大学 B棟 1F ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙ 

(流山市駒木 474) 

同大 駒木学習ｾﾝﾀｰ 

stcenter@edogawa-u.ac.jp 

11.03木祝〜 

04金 

第1回 世界ご当地エネルギー会議〜日本と

世界の｢ご当地ｴﾈﾙｷﾞｰ｣のさらなる促進 
http://www.isep.or.jp/event/9629 

世界的な自然ｴﾈﾙｷﾞｰ転換の中でｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟﾜｰの果た

す役割を議論｡また､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟﾜｰの戦略や

国･自治体ﾚﾍﾞﾙでの方向性も議論 

ｺﾗｯｾふくしま 

(福島県福島市三河南町 1-20) 

同会議実行委員会 

TEL:024-522-5333 

11.04金 

13:30~15:30 

第 112回 省エネルギー学習会 

〜 海洋学(地球化学:海水の化学)の夜明け 
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h28/H281104No112.pdf 

鷺猛(地球化学研究協)〜気象研究所｢海洋･地球化学研究

部｣役割｜海洋の物質循環と気候変化の関係｜地

球温暖化による気候環境の長期変動｜他 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ(3F)大会議室 

(同市 中 110) 

温暖化防止ながれやま・ｴｺﾏｲﾝﾄﾞの会 

TEL:04-7155-1073 要申込 

11.05土 

10~16 

県環境講座 リーダー養成講座(第 2回) 

〜はじめの一歩 この指とまれ〜 
市野敬介(企業教育研究会)〜環境情報を取材しKP法(紙芝

居ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ法)で伝え SNSで情報発信しよう! 

千葉県青少年女性会館 

(千葉市稲毛区天台 6-5-2) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 要申込 

https://event.starsphere.jp/kazusa/kaisyo/
http://inba-numa.com/fair14/gaiyou14/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://savejapan-pj.net/sj2016/chiba/event/post.html
http://abikoscience.web.fc2.com/
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/110600/p036980.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/110600/p036980.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/kyouiku/event/localseminar28.html
mailto:stcenter@edogawa-u.ac.jp
http://www.isep.or.jp/event/9629
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h28/H281104No112.pdf
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11.05土 

11~16:30 

関東子ども健康調査支援基金 

甲状腺エコ-検査＠柏 
http://kankyoblog.seesaa.net 

担当医：田中優美子(がん研有明病院) 

対象：柏市(又は周辺地域)居住で原発事故時 0歳

〜18際以下の方。左記 URLなどから申込要 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 3F 多目的研

修室 (柏市柏の葉 4-3-1) 

同基金／環境とｴﾈﾙｷﾞｰ･柏の会 

TEL:070-6552-8838 
kikinchonazuka@gmail.com 

11.05土 

13~15 

市民環境講座 

〜 流山で 創れる・省けるエネルギー 
谷合哲行(千葉工大)〜日常で気づくと見える再生可能

ｴﾈﾙｷﾞｰ|浅井英明(ちば耕援隊)〜電気も栽培する農業 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 4F 大会議室 
(同市中 110 TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅徒歩 3分) 

同市環境政策・放射線対策課 

TEL:04-7150-6083 

11.05土 

13:30~15 

第 26回 鳥学講座 

〜 コアジサシ保護活動の現場から 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/gyoji/event/index.html 

北村亘(ﾘﾄﾙﾀｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)〜浜でｷﾘｯｷﾘｯと海に急降下し魚

を捕るｺｱｼﾞｻｼは海辺の風物詩でした。現在は絶滅

危惧種に｡市民参加での保護活動の実際を 

ｱﾋﾞｽﾀ(我孫子市生涯学習ｾﾝﾀｰ)1F ﾎｰﾙ 

(我孫子市若松 26-4) 

我孫子市鳥の博物館 

TEL:04-7185-2212 申込不要 

11.05土 

13:30~16 

環境セミナー 

〜 八千代市の再生可能エネルギーを考える 
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/123508/page100062.html 

基調講演:馬上丈司(公共学博士)〜同市における自然ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ時代の可能性|事例発表:宮下朝光(市民ｴﾈﾙｷﾞｰちば)〜

営農型太陽光発電＋ﾊﾟﾈﾙｵｰﾅｰ制＋市民発電所 

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 

11.05土 9:30〜 

06日 15時まで 

ジャ ンバードフェスティバル 2016 

“人と鳥との共存をめざして” 
http://www.birdfesta.net 

我孫子市手賀沼周辺で行われ鳥ﾃｰﾏの日本最大級ｲﾍﾞﾝﾄ｡

行政･NPO･学生･市民団体などによる鳥･自然環境の研究･

活動発表､鳥の彫刻･絵画･写真展や子供工作教室､船上

ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞやｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰなど､子供から年配まで楽める 

第 1会場「我孫子市生涯学習ｾﾝﾀｰ｢ｱ

ﾋﾞｽﾀ｣」から第 6会場「山階鳥研」

まで、詳細は左記 URL参照 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞｰﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 

jbf@city.abiko.chiba.jp 

11.06日 

9:30~12 

ワクワク里山体験 

11月 月例テーマ観察会「アリ」 

阿部浩(筑波蟻類蜂類研)〜土の上にも､落ち葉の下にも､

枯れ木の中にも､いろいろなｱﾘたちがくらしている 

集：同会観察会用駐車場 

(土浦市宍塚 1887) 

(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会 

TEL:090-9640-7194 

11.06日 

10:30~11:30 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞｰﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2016 ゲストトーク 

はばたけ！しんはま！～ 行徳野鳥観察

舎と行徳鳥獣保護区のお仕事 ～ 

野長瀬雅樹(行徳野鳥観察舎友の会)〜野鳥保護区･観察施

設の行徳野鳥観察舎｡生活排水利用の湿地環境整

備･野鳥病院での傷病野鳥救護及び観察舎の現況 

鳥の博物館 2F多目的ﾎｰﾙ 

(我孫子市高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 申込不要 

11.08火〜 

09水 

エナジー・ストレージ・サミット・ジャ ン 2016 

〜 欧州､米国､ｲﾝﾄﾞ､中国はじめ世界と* 
https://essj.messe-dus.co.jp/jp/energy_stor

age_summit_japan/ 

*日本のｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵専門家､研究者､企業の意見交

換､ﾋﾞｼﾞﾈｽの最新情報収集｡ﾃｰﾏは､再生ｴﾈ貯蔵ｱﾌﾟﾘ

やｿﾘｭｰｼｮﾝ､電力自由化や送電配電､ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞとｽ

ﾏｰﾄｼﾃｨｰ､産業用蓄電池や燃料電池など 

ﾍﾞﾙｻｰﾙ渋谷ﾌｧｰｽﾄ 2F ﾎｰﾙ 

(渋谷区東 1-2-20 住友不動産渋谷

ﾌｧｰｽﾄﾀﾜｰ) 

ﾒｯｾ･ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

TEL:03-5210-9951 

11.09水 

14~16 

リサイクル講座 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8506/027739.html 

不用毛糸でﾌｪﾙﾄﾎﾞｰﾙｽﾄﾗｯﾌﾟづくり 

持参品:不用毛糸､ｽﾄﾗｯﾌﾟ｡無料｡ 

流山市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ館 

(同市 下花輪 191) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

11.11金 

13:30~16:30 

みんなで災害に強い地域をつくる！ 
募集終了 

山村武彦(防災･危機管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)〜最近の大規模災害に学

ぶ〜自助･近助･共助と男女共同参画｜他 

京葉銀行文化ﾌﾟﾗｻﾞ 3･4階音楽ﾎｰﾙ 

(千葉市中央区富士見 1-3-2) 

県 男女共同参画課 

TEL:043-223-2372 

11.12土 

10~12 

自然と歴史の教室 (雨天時は室内講義) 

自然観察会〜ケビンのネイチャーウォーク 
ﾅﾁｭﾗﾘｽﾄのｹﾋﾞﾝさんと緑の景 E ｿﾞｰﾝの雑木林や自然

生態園を中心に秋の実や昆虫を観察しながら散策 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

同園 

TEL:0476-47-4030 要申込 

11.12土 

11~15 

『虹いろフェスタ』in幕張メッセ 

生活ｸﾗﾌﾞ虹の街(千葉)は創立 40周年!! 
http://chiba.seikatsuclub.coop/news/2016/04/nijifes.html 

試食ｴﾘｱ･大試食会|中略|ｴﾅｼﾞｰｴﾘｱ･体験自分(自転車

こぎ)発電所､ｴｺ住宅ｺｰﾅｰ､風車の町にかほ市紹介と

特産品販売､実演ﾅﾁｭﾗﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ､NON-GMO｜他多数 

幕張ﾒｯｾ国際展示場 8 ﾎｰﾙ 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

生活ｸﾗﾌﾞ虹の街  

TEL:043-278-7172要申込 

11.13日 

9:30~13 

(柏市)リサイクルフェア 2016 

〜COOL CHOICEでエコと安心の町 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p037102.html 

ﾌﾘﾏ､ﾘｻｲｸﾙ作品展､ｿｰﾗｰ演奏､ｿｰﾗｰｸｯｷﾝｸﾞ､ﾘﾕｰｽ品･ﾘ

ﾒｲｸ品販売､牛乳ﾊﾟｯｸ工作､ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ､他、(上履要) 

別途 10/15まで、フリマ出店者募集(対象：柏市民等) 

柏の葉小学校・体育館、校庭 

(柏市十余二 348-51中央 404街区 1) 

柏市廃棄物政策課 

TEL:04-7167-1140 

11.13日 

13~16:55 

かまがや エネルギーフォーラム 2016 
☆みんなで始めよう！スマートエネルギー生活 

http://chiba-greenenergy.jimdo.com 

杉本完蔵(太陽光発電協会)〜電力自由化･再生ｴﾈ･太陽光

発電の未来/浅井英朗(ちば耕援隊)〜電気も栽培する農

業/鎌ｹ谷市環境課〜同市温暖化防止関連補助金/他 

鎌ｹ谷市総合福祉保健ｾﾝﾀｰ 6F大会議室 

(同市 新鎌ｹ谷 2-6-1 同市役所隣接) 

(NPO)太陽光発電所 NW(千葉) 
1tmiyashita1@jcom.zaq.ne.jp 

http://kankyoblog.seesaa.net/
mailto:kikinchonazuka@gmail.com
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/gyoji/event/index.html
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/123508/page100062.html
http://www.birdfesta.net/
mailto:jbf@city.abiko.chiba.jp
https://essj.messe-dus.co.jp/jp/energy_storage_summit_japan/
https://essj.messe-dus.co.jp/jp/energy_storage_summit_japan/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8506/027739.html
http://chiba.seikatsuclub.coop/news/2016/04/nijifes.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p037102.html
http://chiba-greenenergy.jimdo.com/
mailto:1tmiyashita1@jcom.zaq.ne.jp
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【農林水産・食・畜産・緑・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾊﾞｲｵﾏｽ・朝市】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 

10.21金〜 

23日※ 

棚田の夜祭り 
(※ 別途｢棚田のあかり｣10/24(月)〜1/04(水)) 

棚田に LED ｷｬﾝﾄﾞﾙ 10,000本､ｴｺｷｬﾝﾄﾞﾙ 3,000本の

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ｡ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄやｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ花火も 

大山千枚田 

(鴨川市 平塚 540) 

同夜祭り実行委員会 

TEL:04-7092-0086 

10.22土 

10~12 

柏の葉ｱｶﾃﾞﾐｱ講座Ⅳ〜 天気と大漁 〜 
〜気象変化が引き起こす海洋生態系の激変現象 

齊藤宏明(東大)〜ﾏｲﾜｼやﾏｻﾊﾞの大漁･不良が､気象の

変化が原因という研究成果をわかりやすく解説 

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 10/15迄 

10.22土まで 

 全 5日 

各 AM&PM 

濃厚｢紅はるか｣ いも掘り&その場で焼き

芋! かぼちゃのランタンづくり付き 

http://onionworld.jp/news/post/33047 (有料) 

秋の千葉の大地で“いも堀り”｡｢紅はるか｣は濃厚

な甘さのさつまいも｡自家製窯ですぐに焼きいも! ﾊ

ﾛｳｨﾝに合わせ､持帰り用ｶﾎﾞﾁｬ“ﾗﾝﾀﾝ作り”も 

横田ﾌｧｰﾑ 

(千葉市緑区平山町 1048) 

同ﾌｧｰﾑ 

TEL:080-3096-3944 要申込 

10.23日 いも掘り体験 料金：150円／kg。いもがなくなりしだい終了。 畑：前ヶ崎 385 流山市農業青少年ｸﾗﾌﾞ 

11.15火 10〜 

16水 16:30迄 

第 13回 地中熱 基礎講座(有料) 
http://www.geohpaj.org/archives/6065 

今後､業務で地中熱に関わる人を主対象に､基礎的

な知識を身につけていただく。講義と施設見学 

三多摩労働会館 

(立川市曙町 2-15-20) 

(NPO)地中熱利用促進協会 

TEL：03-3391-7836 

11.15火〜 

12.13火(4回) 

各 14~15:30 

江戸川大オープンカレッジ後期公開講座(有料) 

103講座〜電力供給システムの改革を議論

する 〜考えよう､自らのｴﾈﾙｷﾞｰﾗｲﾌを〜 

帆足興次(江戸川大)〜電力供給ｼｽﾃﾑの背景にある課

題を議論､今後の電力産業と電力供給の姿を考える 
http://blog.livedoor.jp/stcenter/ 

江戸川大学駒木学習ｾﾝﾀｰ 

(流山市駒木 474) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7156-7715 

11.17木 

9~ 

自然観察会 

〜 21世紀の森 探鳥会 

ｶﾜｾﾐ､ｵｵﾀｶ､ｶﾓ類など。 

持物：観察用具､弁当､飲み水､帽子､敷物､雨具 

集：東武線 馬込沢駅 9時 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

11.17木 

18~19:30 

茨城県における気象災害とその対策 
http://www.ibs-radio.com/event_bnr/危機管理学セミナー-参加者募集中！ 

縫村崇行(千葉科学大)〜茨城県の地理的特徴を踏まえ

た上で、気象災害に対する危機管理を紹介 

水戸ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

(水戸市千波町 2078-1) 

千葉科学大学・茨城放送後援  

TEL:029-244-3997 

11.19土 

13:30~16 

県 環境講座 

〜 太陽熱温水器をつくろう／体験活動 

春田育男(温暖化防止ながれやま)〜ﾐﾆ太陽熱温水器を作っ

て水温を測り､太陽熱ｴﾈﾙｷﾞｰを実感します 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 要申込 

11.21月 

11~12 

再生エネ最新事例報告 〜 匝瑳市の 

再生エネと農業の融合による地域再生計画 
宮下朝光(市民ｴﾈﾙｷﾞｰちば)〜ﾒｶﾞｿｰﾗｰというと発電事業に

目が向きがちですが／★当日先着 20名 

集:流山市民活動推進ｾﾝﾀｰ 3F事務所前 

(同市中 110 TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅徒歩 3分) 
温暖化防止ながれやま 再生ｴﾈ PJ 

TEL:04-7154-2327 申込不要 

11.22火 

13~18 

第 2回 広げよう｢野生動物の歩道橋｣ 
〜 コリドーでつなぐ森と命(講演会) 
http://kanpachiba.com/wp-content/uploads/AP

syp_catalog_Media.pdf 

ｲｰｱﾝﾎﾜｲﾄ(絶滅危惧種のための市民ﾄﾗｽﾄ)〜英国における樹上

性動物用ﾌﾞﾘｯｼﾞ|ﾛﾄﾞﾆｨｰ･ｳﾞｧﾝﾀﾞｰ･ﾘｰ(ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大)〜樹

上性野生動物のために樹 世界を再び ぐ|他多 

TEPIA ﾎｰﾙ 

(港区北青山 2-8-44) 

(一社)ｱﾆﾏﾙﾊﾟｽｳｪｲと野生動物の会  

info@animalpathway.com 

左記 URL内から申込要 

11.26土 

10~12 

緑の教室 

〜 晩秋の公園散策 
吉村孝(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)〜都市の景 B ｿﾞｰﾝを散策しながら

紅葉している樹木や木の実をわかりやすく説明 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

同園 

TEL:0476-47-4030 要申込 

11.26土 

10~16 

県 環境講座 リーダー養成講座(第 3回) 

〜 聞くことから始める団体運営 
講師：NPO団体〜団体から運営のｺﾂや苦労話を聞き､

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞについて学ぶ 

千葉県青少年女性会館 

(千葉市稲毛区天台 6-5-2) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 要申込 

11.27日 

10~14 

ガレージセール出店者募集(流山市民等対象) 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/025078.html 

出品可=書籍､衣類､玩具､電化製品など日常生活用

品｡不可:食料品､動物､危険物､植物。詳細左記 URL 

流山市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館内 2F 

(同市 下花輪 191 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内) 

流山市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

12.08木〜 

10土 10~18 

エコプロ 2016～環境とエネルギーの 

未来展［第 18回］ http://eco-pro.com/2016/ 

ｱｼﾞｱを代表する環境･ｴﾈﾙｷﾞｰの総合展示会｡持続可

能な社会づくりを提案 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ[東ﾎｰﾙ] 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)産業環境管理協会､日本経済

新聞社 TEL: 03-6256-7355 

12.14水〜 

16金 10~18 

第 1回 [国際] 照明 EXPO 
http://www.japan-light-expo.jp 

世界中から省ｴﾈ照明､ｽﾏｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ､ﾃﾞｻﾞｲﾝ照明な

どが出展する国際展 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ[東 7・8 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:03-3349-8502 

http://onionworld.jp/news/post/33047
http://www.geohpaj.org/archives/6065
http://blog.livedoor.jp/stcenter/
http://www.ibs-radio.com/event_bnr/%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AD%A6%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC-%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%E5%8B%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD%EF%BC%81
http://kanpachiba.com/wp-content/uploads/APsyp_catalog_Media.pdf
http://kanpachiba.com/wp-content/uploads/APsyp_catalog_Media.pdf
mailto:info@animalpathway.com
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/025078.html
http://eco-pro.com/2016/
http://www.japan-light-expo.jp/
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9:30~12 TEL:080-1282-7447 
     

10.23日 

10~15 

第 41回 生協まつり〜 私たちの"選ぶ"が

社会を変える「ほんもの実感」 

家庭で眠っている食品(常温品)大募集!ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸち

ばを通じ県内生活困窮者へ届ける｡一品でも大歓迎 

野田市文化会館 (同市 鶴奉 5-1) 

＜内容詳細は右記 URL内参照＞ 

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 http://www.palsystem-chiba.coop 

TEL:047-420-2605 

10.23日 NEW 

10:30~14 

食育＆料理講習 

〜 化学調味料を使わない薬膳料理 

誰でも簡単に美味しく､そして体に優しい調理法と 

旬の食材､体の調子を整える食材を選ぶ力を 

流山市東部公民館 

(同市名都借 756-4) 

きぃｷｯﾁﾝ 

TEL:090-6011-8950 

10.25火 NEW 

10~, 13:30~ 

千葉大主催講演会 

〜 千葉大 ャン スツアー 
同大柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ内ﾂｱｰ｡研究圃場(ほじょう)など普

段は見学できない施設を見学｡ 

集:柏の葉公園 公園ｾﾝﾀｰ2F会議室 

(柏市柏の葉 4-1) 

千葉大・同園 公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015 要申込 

10.28金 NEW 

10~, 13:30~ 

千葉大主催講演会 

〜 果物を試食しながら糖度を測ろう 

三輪正幸(千葉大)〜ご自身や大学で用意した果物を

食べながら糖度を測る実験の体験講演会。 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

千葉大・同園 公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015 要申込 

10.28金 

13:15~15 

森林講座 

〜 樹木も病気に悩まされる！ 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html 

窪野高徳(多摩森林科学園)〜樹木もﾋﾄや動物と同じよう

に病気に罹る｡樹木に病気を引き起こす病原菌や病

気が起こるしくみを紹介 

多摩森林科学園 森の科学館 

(八王子市廿里町 1833-81) 

同園 

TEL:042-661-1121要申込 

10.28金まで 

 

秋の収穫を満喫！ みかん狩り (有料) 

＆オリジナルトート作り体験 
http://onionworld.jp/news/post/33033 

みかん狩り農園で｢作ると食べる｣秋実感ﾌﾟﾗﾝ。型

紙で絵柄描く｢ｽﾃﾝｼﾙ｣ｵﾘｼﾞﾅﾙﾄｰﾄバッグ制作。その

後､木から温州みかんを自由にとって食べ放題 

集：房総十字園 

(市原市 海保 1084) 

(一社)市原市観光協会 

TEL:0436-22-8355 要申込 

10.29土 

10~12  

NEW 

秋のおいも掘り(流山市民等対象) 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8504/027016.html 

雨天時は翌 30日(日) 

秋の新鮮な空気を吸いながら土に触れ､収穫する喜

びを味わいません?ﾕﾆｰｸな形のお芋を掘った方に素

敵な景品を。収穫後は参加者全員で山分け!! 

集：流山市 東深井福祉会館 

(同市 東深井 498-30) 
現地：新川小学校近くの畑 

同館 

TEL:04-7155-3638 要申込 

10.30日 

9~13 NEW 

自遊体験農場「収穫まつり」 

 

さつまいもやｶﾎﾞﾁｬの収穫体験と昼食会やｹﾞｰﾑで楽

しい一日を｡汚れてもいい服装と靴･軍手持参 

野田市吉春自治会館と同農場 

(同市 吉春 423-2) 

(NPO)野田ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 

TEL:090-7822-8512 10/29迄 

11.03木祝 

9:30~15 

NEW 

しょうなんグリーンプロジェクト 

★秋の稲刈り体験参加者大募集(有料) 

http://www.okutega-tourism.jp/information/index.cgi?no=13 

鎌を使った手刈りにﾁｬﾚﾝｼﾞ! 稲刈り後は巨大羽釜

で新米ごはんをみんなでおにぎりに♪ 

ぜひご家族で遊びに 雨天中止 

集：Kingfisher Garden  

(柏市曙橋 1手賀沼ﾌｨｯｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内) 

Kingfisher Garden 

TEL：04-7157-0831    

11.03木祝 

10~14:30 NEW 

秋祭り ☆収穫に感謝！ 

〜  ノコ観察会 〜 (昼食持参) 

園内を巡って見つけたｷﾉｺを博士に聞いてみよう! 

ｷﾂﾈﾉﾀｲﾏﾂやﾂﾁｸﾞﾘなどを見ることができるかも!? 

佐倉草ぶえの丘＜研修棟で受付＞ 

(佐倉市飯野 820) 

同丘 

TEL:043-485-7821要申込 

11.03木祝 

11~, 14~NEW 

秋祭り ☆収穫に感謝！ 実りを味わおう！ 

〜 焼きイモ大会 〜 

焚き火で焼きｲﾓ! 焼けるまでの間､芋ｽﾞﾙﾘｰｽ作りや

ｻﾂﾏｲﾓ掘り体験を行う。会費 500円 

佐倉草ぶえの丘 ﾔｷﾞ舎奥 

(佐倉市飯野 820) 

同丘 

TEL:043-485-7821要申込 

11.05土NEW 
10:30~,13:30~ 

公開講座 

｢虫のお話〜家庭菜園での虫との付合い方｣ 
家庭菜園の虫の防ぎ方や安全･安心な農作物を生産

するための害中対策を紹介｡同ｾﾝﾀｰも公開 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ(〒266-0006 

千葉市緑区大膳野町 808) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-291-0151 10/26迄 

11.05土 

13~16 

食の安全･安心アカデミーシンポジウム 

〜 食は未来をつくる 
http://www.minpo.jp/ad/syokusympo/ 

高村昇(長崎大原爆後障害医療研)〜放射線被ばくと健康影

響／登壇者：辰巳琢郎(俳優)､大野 達弘(ゆうきの里東

和)､田崎由子(福島県消費者団体連絡協)、他 2名 

ﾎﾃﾙﾊﾏﾂ 3F 橘 

(郡山市 虎丸町 3-18) 

福島県生活環境部消費生活課 

TEL:024-531-4161 11/02迄 

11.06日 

9:30~15 

NEW 

焼き芋まつり 
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/161000/page100113.html 

さつまいもｽﾃｨｯｸ試食･もみ殻で焼き芋､つきたて餅､

源右衛門鍋の豚汁販売･農機具展示と写真撮影･産

業用ﾄﾞﾛｰﾝ飛行･牛糞堆肥配布･ﾊﾞﾝﾄﾞ､和太鼓演奏 

やちよ農業交流ｾﾝﾀｰ 

(八千代市 島田 2076) 

 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-406-4778 

11.10木まで 

全 6回 

野菜と料理をこよなく愛するオーナー監修！

採りたて野菜の試食& スタ作り体験(有料) 
http://onionworld.jp/news/post/33014 

広い畑､甘いﾅｽ､赤いｵｸﾗ､ｵｸﾗの花びらなど珍しい野

菜｡｢美味しさの秘密はｱｸのない野菜づくり｣とｵｰﾅｰ｡

その後“ﾊﾞﾀｰﾅｯﾂと野菜のﾊﾟｽﾀ”料理教室 

南部総合福祉ｾﾝﾀｰ ｢わろうべの里｣ 
正面玄関前 

(四街道市 和良比 635−4) 

 レド 

TEL:043-232-3470 要申込 

http://www.palsystem-chiba.coop/
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html
http://onionworld.jp/news/post/33033
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8504/027016.html
http://www.okutega-tourism.jp/information/index.cgi?no=13
http://www.minpo.jp/ad/syokusympo/
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/161000/page100113.html
http://onionworld.jp/news/post/33014
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11.12土･NEW 

13日 10~14 

サトイモ収穫体験 
(雨天中止) 

入場料:500円/組､ｻﾄｲﾓ 1,000円/3kg 

汚れてもよい服装､長靴､手袋 持参｡ 

林農園 

(柏市片山) 

農菜土(HPあり) 

TEL:04-7137-7318 要申込 

11.18金 

13:15~15 

NEW 

森林講座 

〜 木質バイオマス発電は儲かるのか？ 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html 

今､日本では木を燃料にして電気を作る木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

発電に期待が高まっています｡その特徴､利点､継続

性などの現状についてお話します｡  

多摩森林科学園 森の科学館 

(八王子市廿里町 1833-81) 

同園 

TEL:042-661-1121要申込 

11.19土 

10~12 

緑の教室 

プロが教える庭木の剪定(初級者向け) 

平川幸夫(平川園)〜植木屋さんの講座｡今さら聞け

ない剪定の疑問や質問､講師実演とﾐﾆ剪定体験 

県立 北総花の丘公園 

(印西市原山 1-12-1) 

同園 

TEL:0476-47-4030 要申込 

11.20日 NEW 

13:30~15:30 

県 環境講座 

〜 ローマ法王に米を食べさせた男 
高野誠鮮(羽咋市元職員)〜地域の宝に気づき､宝を活か

して地域の環境を守るﾋﾝﾄが見つかます 

県 教育会館新館 5F 501会議室 

(千葉市中央区中央 4-13-10) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 11/6迄 

11.24木 

15:30~18:30 
NEW 

合同セミナー 「バイオマス発電における

食用 ーム油の利用(仮題)」 
http://www.npobin.net/apply/ 

飯沼佐代子(地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ)〜ﾊﾟｰﾑ油生産概要とｲﾝﾊﾟ

ｸﾄ(仮題)｜川上豊幸(熱帯林行動 NW)〜ｱﾌﾞﾗﾔｼ農園開発現

場状況(仮題)｣｜泊みゆき(ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会 NW)〜FIT制度・  

地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ 

(渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学 1F) 

(NPO)ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会 NW・他 

TEL:047-389-1552  
左記 URLから要申込 

11.26土まで 

全 6回 

マイナス 45℃の超低温冷蔵庫に潜入！ 

ガイド付き卸売市場内ツアー 
http://onionworld.jp/news/post/33072 

なんとﾏｸﾞﾛなどの大型魚が冷凍保存されている超

低温冷蔵庫の中に入る｡ｼﾒは､市場の味覚たっぷり

のせた千葉あそび限定の海鮮丼 or天丼をいただく 

集：千葉市地方卸売市場管理棟前 

(千葉市美浜区高浜 2−2−1) 

同市場 

TEL:043-248-3200 要申込 

11.27日 

10~12 NEW 

第 2回 収穫祭〜 電気も栽培する新しい

農業『ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝグ』で体験しよう!! 

発電設備説明･野菜収穫など農業体験･生育中作物

の生育状況見学･採りたて野菜試食｡参加費 1,000円 

富里御料ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝグ 

(千葉県富里市御料 153近く) 

(一社)ちば耕援隊 

TEL:043-376-2466 要申込 

11.27日まで

全 6回 

秋の里山で「稲刈り」体験 or「さつま

いも」＆「落花生」掘り体験 (有料) 
http://onionworld.jp/news/post/33055 

ﾌﾟﾗﾝ A:本格的な稲刈り体験｡鎌を持ち､みんなで収

穫｡ﾌﾟﾗﾝ B:さつまいも掘りと落花生掘り｡収穫後は

工房石釜で焼き芋と茹で落花生にしていただく 

集：｢わたしの田舎｣谷当工房 

(千葉市若葉区谷当町 70) 

左同 

TEL:043-239-0645 要申込 

11.29火 

10~12 

いきいき健康ライフ講座(柏市民等対象) 

〜 自然の恵みを食する喜び 

ﾊﾞｽで農産物直売所｢かしわで｣や農家ﾚｽﾄﾗﾝ｢さんち

家｣を見学｡地産地消の取組みを学ぶ 

集：柏市中央公民館 

(柏市柏 5-8-12) 

同館 

TEL:04-7164-1811 10/30迄 

12.14水〜NEW 

16金 10~17 

アグロ・イノベーション 2016 
http://www.jma.or.jp/ai/ja/exhibitor/index.html 

青果物の生産から､加工･流通･販売用の技術､ｻｰﾋﾞ

ｽ･人が一堂に会する専門展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 3・4 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一社)日本能率協会 

TEL:03-3434-3453  

'17.3.10まで 

NEW 

｢農｣のある暮らしづくり 

アドバイザー派遣事業
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/index.html 

農業､福祉､まちづくり等の専門家が出向き､農業･

農地を活かした暮らしづくりの勉強会等での説明

やｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行う｡原則無料｡ 

詳細は左記 URL参照 (一財)都市農地活用支援ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-5823-4830 

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 

 

【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 

10.22土 

9~11 

ふなばし朝市  

〜 ふなっこ畑で出張開催 
http://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/shoukai/006/p016745.html 

地産地消に取組む飲食店が船橋産食材使用の創作

料理を販売し､船橋の味をその場で楽しんで｡新た

に選ばれたふなばしｾﾚｸｼｮﾝ認証品 8品も販売 

農産物直売所 ふなっこ畑 

(船橋市行田 3-7-1) 

ふなばし朝市委員会 

TEL:047-436-2473 
船橋市商工振興課 

12.10土 

9~11 

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 2/25(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分) 

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 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 

http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html
http://www.npobin.net/apply/
http://onionworld.jp/news/post/33072
http://onionworld.jp/news/post/33055
http://www.jma.or.jp/ai/ja/exhibitor/index.html
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/index.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.funabashi.lg.jp/shisei/shoukai/006/p016745.html
http://www.funaemon.com/products/
http://www.city.kashiwa.lg.jp/fanfun/bloghakunchu/bloghakunchu2/
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毎週 

火〜金 

印西市 ★ 農産物の移動販売 ★ 
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html 

｢とれたて産直館印西店｣が地元産お米や旬の

野菜･果物など移動販売車で各地巡回 

火：木下東集会所〜金：木刈 5

丁目集会所 詳細左記 URL参照 

JA西印旛 直販部店舗課 

TEL:0476−48−2218 

毎週土[通年]  

7:30〜8:30 

流山市農家生活研究会の朝市 野菜、 節の果物、花 など 流山市文化会館駐車場 
(同市加 1-16-2) 

同会 朝市部会

TEL:04-7158-1762 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html 
月〜土[通年] 

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 

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・自分でバーベ 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 

10月 

｢3R推進月間｣ 

3 つの｢R｣で､限りある資源を未来へつなぐ 

～2016年｢3R推進月間｣行事が全国 63

自治体で開催!! 

3R行動を日頃の生活で感じてもらう｢選ぼう!3R ｷｬ

ﾝﾍﾟｰﾝ｣や循環型社会推進｢応援ｿﾝｸﾞ｣制作など実施 
http://www.env.go.jp/press/103051.html 

内容詳細は左記 URL参照 環境省大臣官房廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ対策部 

TEL:03-5521-8336 

10.20木まで 

NEW 

手賀沼で冬に見られる 84種の鳥とスケ

ッチ展 

会員制作の手賀沼のｼﾞｵﾗﾏ(1.8×0.4m)､冬に見られ

る野鳥写真ﾊﾟﾈﾙ(3.7×1.2m)､野鳥ｽｹｯﾁを多数展示 

我孫子ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ｢ｱﾋﾞｼﾙﾍﾞ｣ 

(JR我孫子駅南口徒歩 1分) 

我孫子市鳥の博物館友の会 

TEL:04-7136-7027 

http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html
http://monzenichi.com/member/member.php
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
http://www.env.go.jp/press/103051.html
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10.20木まで 第６回 毎日地球未来賞 〜 地球規模の

緊急課題「食料」「水」「環境」分野 
http://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/ 

国内外の問題解決に取組む団体･個人で､主に市民･

草の根ﾚﾍﾞﾙの活動が対象｡東日本大震災の被災地､
被災者に対するこれら分野の復興支援活動も対象 

応募等の詳細は左記 URL参照 毎日新聞大阪本社毎日地球未来賞事

務局 

TEL:06-6346-8407 

10.22土まで 

 

11.05~07開催 

清里ミーティング 2016〜 環境教育の未来

を考える!あなたの次の一歩は？(有料) 
http://www.jeef.or.jp/activities/kiyosato/ 

全体会､160分＆80分ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ､10分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ､

当日募集ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ､環境教育ﾘｸﾙｰﾄｺｰﾅｰ､早朝ﾜｰｸｼｮ

ｯﾌﾟ､ﾌﾞｰｽ展示&ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ､情報交換会など 

(公財)ｷｰﾌﾟ協会 清泉寮 

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいｾﾝﾀｰ 

(山梨県北杜市高根町清里 3545) 

(公社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-5834-2897 

10.28金〜 

'17.2.16木 

全 5回 NEW 

GREEN POWER WORK SHOPまちエネ大学 

北陸・富山黒部スクール 
http://www.greenpower.ws/localschools/kurobe0919 

[1]地域資源の活かし方と地域可能性を探る[2]再

ｴﾈ活用した地域課題の解決[3]地域協働型事業の組

み立て[4]事業化ﾌｧｲﾅﾝｽ･事業ﾘｽｸ[5]成果発表 

内容詳細と応募は左記 URL参照 経産省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁／(株)TREE 

TEL:050-3736-8100 
http://tree.vc 

10.31月まで 

NEW 

第 33回 植物画コンクール 作品募集 

★植物画は誰でも描けます｡感動した＊ 

*植物あれば､よく観察し､素直に写しとればよい 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/education/contest/imgs/contest33.pdf 

応募の詳細は左記 URL参照  

10.31月まで 

NEW 

第 19回 日本水大賞募集 
http://www.japanriver.or.jp/taisyo/no19/dow

nload/no19_boshuyoukou.pdf 

21世紀の日本のみならず地球全体を視野に､水循

環の健全化を目指し､水が ぎ出す自然の豊かさの

中にも水災害に強靱な国土と社会実現に寄与する 

募集の詳細は左記 URL参照 日本水大賞委員会/日本河川協会 

TEL:03-3238-9771 

 

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 

10.31月まで 

 

環境保全プロジェクト助成 

〜 環境問題に取組む CSO(市民社会組織) 
http://www.sjnkef.org/project/index.html 

活動内容:地域の環境保全 or気候変動問題の普及

啓発･2016年度中開始 or開始予定･継続性､発展性

を持ち公益性ある｡総額 300万円､20万円/団体 

募集内容詳細は左記 URL参照 (公財)損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜環境財団 

TEL:03−3349−4614 
office@sjnkef.org 

10.31月まで 

NEW 

H28年度｢全国･自然歩道を歩こう月間｣ 

及び｢自然歩道関係功労者表彰｣ 
http://www.env.go.jp/press/103036.html 

多くの人々が全国の長距離自然歩道はじめ自然や

文化に恵まれた自然歩道を歩くことで､自然とふれ

あい､自然への理解を深めることを目的 

内容詳細は左記 URL参照 環境省自然環境局国立公園課 

TEL:03-5521-8271 

11.01火〜 

15火 NEW 

新宿御苑 菊花壇展 (期間中無休) 

☆日本庭園に上家(うわや)という建物を* 
http://www.env.go.jp/press/103056.html 

*設け､特色あふれる花々を､独自様式を基調に飾

る｡道順に回遊すると庭園と調和するよう 7上家花

壇と 2露地花壇を､最も美しく鑑賞 

同苑内 日本庭園 

(新宿区内藤町 11) 

環境省 同苑管理事務所 

TEL:03-3350-0152 

11.05土〜 

13日 9~16:30 

NEW 

鳥の眼で見る自然展〜 鳥との関わりか

ら知らなかった自然の姿が見えてくる 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2016/11birds/ 

植物園に生きる鳥の生活をのぞいてみよう｡ 

｢へぇｰ｣と驚き､納得することは確実｡あなたも鳥の

眼で自然を､そして植物園を見てみよう｡ 

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  

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標本 - 

★ この地域で記録鳥類 275種､＊ 

＊標本と生態写真で展示｡我孫子市内と手賀沼で収

集鳥類標本を中心に､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 

11.08火まで 

NEW 

第 20回 環境コミュニケーション大賞 募集 
http://www.env.go.jp/press/103079.html 

優れた環境報告書等を表彰することで､事業者を取

り巻く関係者との環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを促進することに

より環境への取組が一層活性化することを目的 

詳細は左記 URL参照 環境省／ﾀﾞｲﾅｯｸｽ都市環境研究所 

TEL:03-3580-8221 

11.11金まで 

NEW 

第 2回 全国ユース環境活動発表大会 募集 
http://www.env.go.jp/press/103004.html 

ﾕｰｽ(高校生･青年)が創造力を働かせ自らの環境活動

発表を通じ､相互研鑽の場を提供することを目的 

詳細は左記 URL参照 全国ﾕｰｽ環境活動発表大会実行委員会

TEL:044-520-9505 

11.25金まで 

NEW 

第 12回 エコツーリズム大賞 募集 
http://www.env.go.jp/press/103003.html 

1.地域の自然環境や歴史文化を保全し体験する｢ｴｺ

ﾂｰﾘｽﾞﾑ｣関連の環境保全活動や自然体験取組｡ 

詳細は左記 URL参照 環境省／日本ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ協会 

TEL:03-5437-3088  

http://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/
http://www.jeef.or.jp/activities/kiyosato/
http://www.greenpower.ws/localschools/kurobe0919
http://tree.vc/
http://www.tbg.kahaku.go.jp/education/contest/imgs/contest33.pdf
http://www.japanriver.or.jp/taisyo/no19/download/no19_boshuyoukou.pdf
http://www.japanriver.or.jp/taisyo/no19/download/no19_boshuyoukou.pdf
https://www.shizecon.net/news/page_01.html
http://www.sjnkef.org/project/index.html
mailto:office@sjnkef.org
http://www.env.go.jp/press/103036.html
http://www.env.go.jp/press/103056.html
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2016/11birds/
http://www.env.go.jp/press/103079.html
http://www.env.go.jp/press/103004.html
http://www.env.go.jp/press/103003.html
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2.環境保全､地域活性化､自然体験提供等活動 

11.26土まで 

(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 

11.27日まで 

NEW 

企画展「つながる 川と海と人」 

〜あそぶ・親しむ・守る〜(会期中無休) 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=563 

川と海への関わりをとおして､いかに､それらが人々

にとって大切で親しみのあるものであったかを伝

える展示。解説会：11/3(木祝)、11/23(水祝) 

県立 関宿城博物館 

(野田市関宿三軒家 143-4) 

同館 

TEL:04-7196-1400 

11.27日まで 

H28年分 ※ 

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 

11.27日まで 

10~16 NEW 

たん Qひろば 

〜 秋のたからものさがし 
http://www.kagakukanq.com 

未就学児とその保護者の｢ひろば｣。 絵本･図鑑･ﾊﾟ

ｽﾞﾙなどで科学するこころを育くみませんか? 

飛ぶ種の模型作り(23日迄)/どんぐりを観察(11/23迄) 

千葉市科学館 

(千葉市中央区中央4-5-1 きぼｰる内) 

同館 

TEL:043-308-0511 

11.30水 

必着 

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 

12.04日まで 

NEW 

特別展｢出発進行〜もっと･ずっと･ちばの鉄道｣
https://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/kan/disp/exhibition-1.html 

県内鉄道路線の歴史とその魅力,鉄道の安全性や信

頼性を支える高い技術について,わかりやすく紹介 

現代産業科学館 

(市川市鬼高 1-1-3) 

同館 

TEL:047-379-2005 

12.17土まで 
NEW 

H28年度特別展 農業と教育の理想を目指して 

★染谷亮作(生誕 140年)と川間村 
http://noda-muse.or.jp/4611 

何事によらず､すべて こ を行うに当たっては､計画を綿密に

周到にそして慎重を期して りかからねば達成できるも でな

い｡ 農業と教育の理想を実現するために奔走した一人の男と､

彼を取り巻く様々な人々の物語 

野田市郷土博物館 1F展示室 

(同市 野田 370-8) 

同館・市民会館 

TEL:04-7124-6851 

'17.1.29日 

まで 

NEW 

企画展 外から運ばれてきた生き物たち 
Youはどうして日本へ 

https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/119/index.html 

個々の外来種の持ち込まれた経緯や問題点,茨城県

の外来種最新の知見や対策を紹介｡また、外来生物

法による外来種や取扱い,市民で行っている活動 

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾊﾟｰｸ 茨城県自然博物館 

(坂東市大崎 700) 

同館 

TEL:0297(38)2000 

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 

*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 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8998/021988.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=563
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090300/p035847.html
http://www.kagakukanq.com/
http://www.env.go.jp/press/102719.html
https://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/kan/disp/exhibition-1.html
http://noda-muse.or.jp/4611
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/119/index.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
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年間・定期・募集＆    コーナー／年間や半期などのスケジュールイベントです。該当 URLが変更される場合もあります。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 主催・問合せ 

年間 

 

市民のための環境公開講座 
http://www.sjnkef.org/kouza/index.html 

環境教育を総合的に推進する(公社)日本環境教育ﾌｫ

ｰﾗﾑ､(公財)損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜環境財団､損害保険

ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)が共同開催する環境問題につい

て考える公開講座 

http://www.sjnkef.org/kouza/kouza

2016/ 
左記各団／新宿区西新宿 1-26-1

損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)CSR

室内｢市民のための環境公開講

座｣事務局 TEL:03-3349-9598  

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 

＊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

http://www.wildbirdpark.jp/event_

info.html 
大田区東海 3-1 

同公園管理事務所 

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･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 で 

わかり節電が実感できる｡(流山市内対象) 

流山市環境政策･放射能対策課 同課 TEL:04-7150-6083 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html 

実施中 廃食油の回収・利用にご協力願います 

〜 石油由来の CO2削減、環境保全へ 
回収対象油種､回収団体･場所､他詳細 URL： 
http://www.ckz.jp/onndannka/consortium.html 

左記 URL参照 ちば廃食油燃料利用促進ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

TEL:043-246-2184(幹事団体) 

http://www.sjnkef.org/kouza/index.html
http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2016/
http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2016/
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.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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〜 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＊ 

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 
TEL:03-3799-5031 

年間 (NPO)NPOさとやま観察会  
http://www.nposatoyama.com 

人と自然のふれあいをﾃｰﾏに､流山市｢市野谷の森｣中心に

活動｡毎月第 1日曜に野鳥･野草･昆虫の自然観察会｡あな

たも私たちとさとやまの自然とふれあってみませんか 

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

html 
同会事務局 
jimukyoku@nposatoyama.com 

年間 東葛しぜん観察会 

http://blog.canpan.info/tok-sizen/ 

千葉県東葛飾地区で身近な自然の観察をしている自然観

察指導員の集まり｡自然に親しみ､自然の中での体験を通

じて自然から様々なことを学ぶ｡ 

左記 URLに同じ 同会事務局 

TEL/FAX：047-343-8041 
mishima-h@titan.ocn.ne.jp 

年間 

 

てがたん(手賀沼の自然観察会) 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mu

s/info2/tegatan/index.html 

鳥の博物館前にひろがる手賀沼の自然の中で､鳥と

それにかかわり合う生き物たちを観察する散歩感

覚の自然観察会｡ 

左記 URLに同じ 我孫子市 鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212 

年間 千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

http://chibawildbird.web.fc2.com 

昭和 49年に自然保護運動を進めて来た人たちにより誕

生｡会員は 200人程で､鳥を見て楽しむこと､鳥や自然を

知ること､守ることの 3つが活動の柱｡ 

http://chibawildbird.web.fc2.com 左記 URL参照 
scene.sato@jcom.home.ne.jp 

年間 日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

http://www.chibawbsj.com/ 

探鳥会は初心者中心の野鳥観察会｡県内七ｶ所で定例探

鳥会､そのほか県内で四 折々に鳥や植物などの観察会

を行っている｡ 

http://www.chibawbsj.com 左記 URL参照 

TEL:047-431-3511(土･15〜18時) 

年間 行徳野鳥観察舎および行徳保護区で行

なわれる定例行事 

県 行徳野鳥観察舎(友の会含む)定例行事 

･定例園内観察会：毎週日曜･祝日(休館日除く) 

http://homepage2.nifty.com/suzuga

mo/gyouji.html 
同観察舎 

TEL:047-397-9046 

年間 千葉県いすみ環境と文化のさとセンター 
http://www.isumi-sato.com 

ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ(生態園･昆虫広場･ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場･湿性生態園)

中心に､小動物の広場(松丸)､ふるさとの森(松丸)､万木

の丘(万木)､ﾄﾝﾎﾞ沼(高谷)､ﾎﾀﾙの里(山田)､照葉樹の森

(鴨根)､昆虫広場(細尾) など 

 いすみ市万木 2050 

TEL:0470-86-5251 

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

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.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
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ただく場合あります｡ 注6:主催者と問合せ･申込み先が なる場合があります｡ 注7:参加費1,000 円程度まで｢有料｣記載しませんが､それ以上は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 〜★〜☆〜 


