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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

不安定な気候の中、短い秋が通り過ぎました。 

朝の外気温が一桁台になり寒さを感じる季節ですが、 

今年も朝、暖房 ONする前の屋外と屋内の温度を測り始めました。 

住まいの省エネ化を進めていて、その効果を見るためです。 

今朝 5:46の屋外は 7℃、屋内は 18℃、その差は 11deg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 【 実践するメリット 】 

現役時代のサラリーマン根性を捨てられないのでしょう、 

何事も自分で確かめないと気が済まないのです。 

今それが「実践」に繋がっています。 

人の思考や行動に完璧はありえず補足が必要ですが、 

その方法の一つが実際にやってみる「実践」です。 

実際にやってみると、机上の考えだけでは見えなかった 

「思わぬ」ことを発見・遭遇し「どうしよう」となり、 

それを解決するため多面的に「考える必要」が出てきます。 

経験的に、その「考える」幅も深さも積み重ねが大事で、 

今後も、教えられること多く、理解力も深まる実践重視になりそうです。 

右か左かの分かれ道の、より正しい判断の助けにもなります。 

何事も「出来ない理由」より「どうしたら実現出来るか」を 

求め続けたく思います。 

 

＜追伸＞ 

本案内、受信不要になりましたら返信願います。 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 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＞ 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
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★☆          案内 ☆★ 2016.11.19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 

11.20日 

10~12 

自然ウォッチング 

〜 森のランチプレート 

講師:県森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会〜森のめぐみを集めてﾗﾝﾁﾌﾟ

ﾚｰﾄを作ってみよう｡小学生以上対象 

県立 船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL:047-457-4094 

11.20日 

13~15 

被曝問題学習講演会（市民公開講座） 
http://www.chiba-hok.com/ippannkoukai.html 

種市靖行(福島県県民健康調査｢甲状腺超音波検査｣認定検査者)〜東京

電力原発事故後の小児甲状腺ｴｺｰ検診／左記 URL参照 

県 保険医協会 会議室 (千葉市中央

区新千葉 2-7-2 大宗ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 4F) 

同協会 

TEL:043-248-1617 要申込 

11.20日 

13~16 

ちば生きもの科学クラブ 2016発表会 

〜 サルの仲間と私たち 〜 
http://www.kagakukanq.com/sp_data/tt_0000308526.pdf 

生きものを科学的に観て楽しみ､体験を通じ考える

連続講座｡講座受講ｸﾗﾌﾞ生が自身でﾃｰﾏを決め､調査

に取り組んだ作品を紹介 

千葉市科学館 7F 企画展示室 

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

同館 

TEL:043- 308-0511 

11.20日 

13:20~ 
(参考情報) 

放射線のギモンにお答えします!(講演会) 

https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/press/

2016/documents/chirashi.pdf 

根井充(放射線医学総研)〜放射線の基礎知識と原発事故の影

響｜緑川早苗(福島県立医科大)〜甲状腺に関する基礎知識と

甲状腺検査の概要 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ(きぼｰる内)13F 

(京成線 千葉中央駅徒歩 5分) 

県 防災政策課 

TEL:043-223-3404 11/10迄 

11.21月 

10:45~17 

第 51回 全国野生生物保護実績発表大会 
http://www.env.go.jp/press/103229.html 

各都道府県知事から推薦の学校等から､審査会で選考さ

れた学校等の児童､生徒等が､自ら取り組んでいる野生生

物の保護活動について､ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ形式にて発表 

中央合同庁舎第 5号館 講堂(2F) 

(千代田区霞が関 1−2−2) 

環境省自然環境局野生生物課 

TEL:03-5521-8282 

11.21月 

11~12 

再生エネ最新事例報告 〜 千葉県 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   を再 繋ぐ|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 

11.22火 

13:30~16:30 

自然エネルギーと社会的合意 国際フォーラム

2016 
http://www.isep.or.jp/event/9656 

<基調講演>自然ｴﾈﾙｷﾞｰと社会的応答〜英国の自然ｴﾈ

ﾙｷﾞｰと社会的応答/ﾄﾞｲﾂの自然ｴﾈﾙｷﾞｰと自然保護/

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ巡る空間･土地利用ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･･ 

東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ ﾎｰﾙ 

(渋谷区神宮前 5-53-67) 

持続可能な社会と自然ｴﾈﾙｷﾞｰ研究会 

TEL:03-5942-8937 
左記 URL内から申込 

11.22火 

14:30~17:30 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 

調査発表会 2016 
https://sii.or.jp/zeh28/conference.html 

内容抜粋/ZEH ﾋﾞﾙﾀﾞｰ･ﾏｰｸ/ZEH ﾋﾞﾙﾀﾞｰ連絡会 2016/

日本建材･住宅設備産業協会〜住宅業 の ZEH普及

への取組み紹介/ZEH支援事業/事業者ｱﾝｹｰﾄ/他 

ﾍﾞﾙｻｰﾙ汐留 

(中央区銀座 8-21-1 住友不動産汐
留浜離宮ﾋﾞﾙ B1) 

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁／環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 

TEL:03-5565-4081 

11.23水祝 

10~16 

柏市民活動フェスタ＆ぽかぽか市 2016 
柏の市民活動の秋祭り 

http://kca-festa2016.blog.jp/archives/8739931.html 

70の市民公益活動団体が 4会場に。柏駅東口ｻﾝｻﾝ

広場(ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｯｷ)･ﾌｧﾐﾘかしわ前広場･柏駅前通りﾊｳ

ﾃﾞｨﾓｰﾙ(歩行者天国)･ﾊﾟﾚｯﾄ柏 

左記の会場と URL参照 同ﾌｪｽﾀ実行委員会･柏市 

TEL:04-7163-1143 
ﾊﾟﾚｯﾄ柏 市民活動ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾅｰ  

11.25金 

13~17:30 

PV(太陽光発電)ビジネスセミナー 

『FIT新時代の“質”の高い事業』 
https://journalnews.jp/solar/sj-market/5024/ 

ﾃｰﾏ:O&M/住宅用ｿｰﾗｰ/蓄電池/改正 FIT法/未稼働案

件/営農型ｿｰﾗｰ|対象:販売･施工店､EPC企業およ 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀｰ｜別途ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨ(食事会)あり 

AP西新宿 

(新宿区西新宿 7-2-4 新宿喜楓ﾋﾞﾙ
6F JR新宿駅中央西口徒歩 6分) 

(株)ｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｿｰﾗｰｼﾞｬｰﾅﾙ

編集部 TEL:03-3403-3335 
左記 URL内から要申込み 

11.26土 

9:30~11:30 

大堀川で秋の野鳥観察をしよう 

〜 冬に向かい、落葉樹は紅葉から＊ 

＊落ち葉へ､すっきりとした姿になり、野鳥を見つ

けやすく､じっくり観察することができます｡ 

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 くりの会 

TEL:04-7154-9366 

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 

http://www.chiba-hok.com/ippannkoukai.html
http://www.kagakukanq.com/sp_data/tt_0000308526.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/press/2016/documents/chirashi.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/press/2016/documents/chirashi.pdf
http://www.env.go.jp/press/103229.html
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.isep.or.jp/event/9656
https://sii.or.jp/zeh28/conference.html
http://kca-festa2016.blog.jp/archives/8739931.html
https://journalnews.jp/solar/sj-market/5024/
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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 

11.26土 

13~14:30 

未来の環境について考える 

「環境都市 WC 第 2回 公開勉強会」 

柏の｢持続可能な地域社会創り｣を考える｡国連ﾊｲﾚ

ﾍﾞﾙﾊﾟﾈﾙ報告書が警鐘鳴らす環境問題深刻さを学ぶ 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ A 

(柏市柏 1-7-1-301号柏駅徒歩 3分) 

(NPO)かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090 

11.26土 

13:30~16:30 

2016年度 としま再エネ会議(第 2回) 

〜ご当地ソーラー発電所見学バスツアー 
http://www.isep.or.jp/event/9751 

原尚美(練馬ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ)他〜練馬区民間施設｢ｷﾞｬﾗﾘｰふ

るとう｣屋上に設置の太陽光発電所の見学や､発電

所ができるまでの体験談など伺う 

集・解：豊島区役所 1F(豊島区南池

袋 2-45-1〜区役所からﾊﾞｽ移動) 

豊島区環境政策課 

TEL:03-3981-1597 要申込 

11.26土 

14~17 

自然エネルギー白書をひもとく会 2016 
http://www.npo-enechiba.org 

松原弘直(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ政策研)〜固定価格買取制度が始ま

り再生ｴﾈ導入が飛躍的に伸 たが課題も|森田一成

(自然ｴﾈﾙｷﾞｰ千葉の会)〜ﾄﾞｲﾂ再生ｴﾈ地域事業現地視察報告 

ﾄﾚｼﾞｬｰﾘﾊﾞｰﾌﾞｯｸｶﾌｪ 

(千葉市中央区登戸 1-11-18) 

(NPO)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ千葉の会 
renewable.energy.chiba@gmail.com 

11.26土 

14:30~16 

駅前サイエンス 〜 水素がオモシロい 
http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/public/issplecture/ 

折茂慎一(東北大)〜"身近な"水素で暮らしを変える 

山室修(東大)〜"見えない"水素の動きを捉える 

東大 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅前ｻﾃﾗｲﾄ 多

目的ﾎｰﾙ (TX柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅西口) 

東大物性研究所 

TEL:04-7136-3207 

11.27日 

9~12 

三番瀬探検隊〜♪鳥くんと野鳥を探そう! 

☆ 三番瀬の干潟で野鳥の観察し＊ 

＊鳥について勉強しよう! 11月の講演ﾃｰﾏは｢硫黄

島ｸﾙｰｽﾞ&鳥島ｸﾙｰｽﾞ～小笠原海域の海鳥たち｣ 

ふなばし三番瀬海浜公園 

(船橋市潮見町 40) 

左同 

TEL:047-435-0828 要申込 

11.29火 

13:30~18 

11.29「原発・放射能  とエネルギ

ー政策を考える集い」 

飯田哲也講演〜再生可能ｴﾈﾙｷ ーの可能性(仮題) 

同氏×小出裕章対談｜同氏講演〜改めて考えよう!原

発･放射能  (仮題)｜参加費 1000円(学生生徒無料) 

市川ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｵ 

(市川市鬼高 1-1-4 ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸ市川 

2F) 

11.29原発･放射能  とｴﾈﾙギｰ

政策を考える集い実行委員会  

TEL:047-302-0014 http://healing-goods.info/koide/wp-content/uploads/2016/10/20161129.pdf 

12.01木 13:30~ 

02金 10~ 

03土 8:45~ 

第 2回 全国小水力発電大会 in 金沢 

★水とともに歩む豊かなまち くり★ 
〜小水力発電がもたらす地域の発展〜 

小水力発電関係者が一堂に会し､最新情報や課題を

共有し､小水力発電のさらなる普及を推進 

概要:●基調講演･ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ･特別講演･分科

会･企業展●交流会●ｴｸｽｶｰｼｮﾝ[見学会](3 ｺｰｽ) 

主会場：金沢市文化ﾎｰﾙ 

(石川県 金沢市高岡町 15-1) 
交流会:金沢ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

(上記ﾎｰﾙ前) 

全国小水力発電大会開催実行委員会､ 

金沢市､全国小水力利用推進協議会 

各種申込み TEL:076-263-3565 

大会全般：TEL:076-220-2507 http://j-water.org/wp-content/uploads/2016/09/16shp_yoko.pdf 

12.02金 

13:30~15:30 

第 113回 省エネルギー学習会〜 省エネ機器を

普及させるシステム (電気代そのまま払い方式)  

http://www.na-shimin.org/w2/obn/index.html 

磐田朋子(科学技術振興機構)〜省ｴﾈ機器(低炭素技術)の普

及現状/省ｴﾈ行動を促すｼｽﾃﾑ(電気代そのまま払い方式) 

/北海道下川町と足立区の実施例/その他 

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 

TEL:04-7155-1073要申込 

12.03土 

8:45~12 

手賀沼流域フォーラム 

「手賀沼親子ふれあい探鳥会」 

手賀の丘公園内や手賀沼南岸で野鳥観察｡野鳥ﾋﾞﾝ

ｺﾞｹﾞｰﾑで特製野鳥ｶｰﾄﾞ・塗り絵ｾｯﾄをｹﾞｯﾄしよう! 

集：8:45我孫子駅北口ふれあい広場前 

9:15 手賀の丘公園どんぐりの家前 

我孫子野鳥を守る会 

TEL：04-7163-7898 要申込 

12.03土 

10~16 

県 環境講座 リーダー養成講座(第 4回) 

〜 聞くことから始める団体運営 
講師：環境ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟちば〜 活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ くりか

ら合意形成手法を学ぶ 

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 

12.03土 

11~16 

かしわ環境フェスタ 2016 

〜 遊んで学ぼう！｢エコ｣のこと 〜 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p037347.html 

市民団体･企業･行政の体験ﾌﾞｰｽ､ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ､ｴｺｶｰ

展示､ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰなど､楽しく学べる体験型ｲﾍﾞﾝﾄ。 
小学生環境絵日記「こんな柏にしたいな」展示も 

ｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸｱﾘｵ柏 1F ｲｰｽﾄｺｰﾄ 

(柏市大島田 950-1)   
柏市､柏市ｽﾄｯﾌﾟ温暖化ｻﾎﾟｰﾀｰ 

TEL:04-7167-1695 

12.03土 

13:15~16:15 

12月 地球温暖化防止月間 成人環境講座 

〜地球温暖化対策として農業関連 2講演 
長島彬(CHO技研)〜ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞの開発経緯とその展望 

 井正徳(金沢大)〜食料危機と地球温暖化を止める 

松戸市民会館 301号室 

(同市松戸 1389-1) 

ｱｰｽｺﾝ･ﾏﾂﾄﾞ+松戸市環境政策課 

TEL:047-366-7089 11/15〜要申込 

12.03土 

13:30~16 

市民環境講座 身近に迫る自然災害。あなたの

家族は、自分の命を自分で守れますか？ 

板井秀泰(気象庁銚子地方気象台)〜身近に迫る自然災害か

ら命を守るために〜気象情報の効果的活用方法も 

銚子市勤労ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 2F ﾎｰﾙ 

(同市 若宮町 1-1同市役所東隣) 

地球温暖化防止活動銚子 

TEL:090-7286-6096 申込不要 

12.03土・04

日 8:30~16 

日本一遅い紅葉を楽しむトレッキング(有料) 

〜上総地方最高峰鹿野山周辺に位置＊ 

＊する鹿野山古道を歩く｡房総の山並み一望､趣あ

る古道､美しい里山や森を楽しむ!!  20〜50歳代対象 

君津市鹿野山周辺 南房総市大房岬自然の家 

TEL：0470-33-4561 要申込 

12.04日 

9:30~12 

ワクワク里山体験 

12月 月例テーマ観察会「哺乳類」 

佐伯緑(タヌキクラブ)〜  の里山にどんな動物がすん

でいる？そのしょうこをさがしてみよう｡ 

集：同会観察会用駐車場 

(土浦市  1887) 

(認 NPO)  の自然と歴史の会 

TEL:090-9640-7194 

http://www.isep.or.jp/event/9751
http://www.npo-enechiba.org/
mailto:renewable.energy.chiba@gmail.com
http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/public/issplecture/
http://healing-goods.info/koide/wp-content/uploads/2016/10/20161129.pdf
http://j-water.org/wp-content/uploads/2016/09/16shp_yoko.pdf
http://www.na-shimin.org/w2/obn/index.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p037347.html
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12.04日 
13:30~15:40 

野口健 講演会 
(参考情報) 

県環境大使など多岐に活躍のｱﾙﾋﾟﾆｽﾄの野口氏から
登山での体験談や環境問題の取り組みなど講演 

市川市文化会館 小ﾎｰﾙ 
(同市 大和田 1-1-5) 

市川市 環境政策課 

TEL:047-712-6306 11/15迄 

12.07水 

13:30~15 

電力･都市ガス小売全面自由化説明会(消費

者向け) 
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/eg_tori

hikikanshi/20161207jiyuuka_setsumeikai.html 

新川達也(経産省)〜都市ｶﾞｽの小売事業者を選ぶﾎﾟｲ

ﾝﾄや留意点に加え､電力小売自由化の進捗状況や消

費者からの相談事例など紹介｜質疑応答 

さいたま新都心合同庁舎 1号館 2F 

講堂 (さいたま市中央区新都心1-1) 

関東経済産業局電力･ｶﾞｽ取引監視室 

TEL:048-600-0378 

左記 URL内から要申込 12/5迄 

12.07水 

13:30~17 

化学物質の内分泌かく乱作用 公開ｾﾐﾅｰ 
http://www.env.go.jp/press/103176.html 

講師:<海外>Åke Bergman(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ毒性科学研究ｾﾝﾀｰ)･他 1名 

<国内>鑪迫典久(国立環境研究所)･他 1名 

浜離宮朝日ﾎｰﾙ 小ﾎｰﾙ 

(中央区築地 5-3-2) 

環境省／日本ｴﾇ･ﾕｰ･ｴｽ(株) 

TEL:03-5521-8261 

12.08木 

13~16:30 

熱利用・熱供給セミナー〜 最先端行くデンマ

ークの熱利用・第 4 代地域熱供給 
http://stateofgreen.com/jp/profiles/explore-the-green-danish-solut

ions-within-energy-efficiency/news/ご案内-熱利用-熱供給セミナー 

内容抜粋：日本語版ﾃﾞﾝﾏｰｸ熱供給白書｜欧州熱ﾛｰ

ﾄﾞﾏｯﾌﾟと Planenergiとの日本での活動｜10-250kW

小型ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ｜ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ｜他 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 会議棟 6F 606会議室 

(江東区有明 3-11-1) 

ﾃﾞﾝﾏｰｸ王国大使館 

dk.bioenergy@gmail.com 

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 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 

12.08木 

9~ 

自然観察会 

〜 手賀の丘 探鳥会 

案内：ｵｵﾀｶ､ﾉｽﾘ､ｱﾘｽｲ､ﾙﾘﾋﾞﾀｷなど。 

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 
※：11/30まで右記へ連絡要 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 要申込※ 

12.10土 

13~18 

第４回 グッドライフアワード 

｢シンポジウム＆表彰式｣ 
http://www.env.go.jp/press/103186.html 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ｢環境×地域 くり～先進事例から学ぶ

ｴｺでｿｰｼｬﾙな取組とは?／登壇者：大南信也(ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾚｰ)･
峯川大(共存の森ﾈｯﾄﾜｰｸ)・多田千佳(東北大)・他 3名 

ﾍﾞﾙｻｰﾙ八重洲 3F 

(中央区八重洲 1−3−7) 

環境省総合環境政策局環境計画課 

TEL:03-6804-3858  
左記 URL内から要申込 

12.10土 

13:30~14:15 

生物多様性アクション大賞 2016授賞者 

プレゼンテーションイベント(授賞式：11月 19日) 

同大賞ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰさかなｸﾝを迎え､ﾄｰｸｾｯｼｮﾝと大賞受

賞者ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ｜http://www.env.go.jp/press/103175.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ [ｴｺﾌﾟﾛ 2016 ｲﾍﾞﾝﾄｽ

ﾃｰｼﾞ](江東区有明 3-11-1) 

同大賞事務局 

TEL:03-5256-6770 

12.10土 

13:30~16:40 

消費者のための 賢い住まい くり講座 

〜耐震･省エネリフォームで安心・快適な

生活を!! 

ﾘﾌｫｰﾑの進め方と業者選定|ﾘﾌｫｰﾑ減税･補助金制度

(国､柏市)案内|耐震･省ｴﾈﾘﾌｫｰﾑのﾎﾟｲﾝﾄ|個別相談 
http://www.npo-sjf.com/seminar/h28/h281210kashiwa/ 

柏商工会議所会館 402会議室 

(柏市東上町 7-18) 

ちば安心住宅ﾘﾌｫｰﾑ推進協議会 

TEL:043-224-1640 要申込 

12.11日 

10~12 

県民環境講座／講演 

〜 生活の中にある化学物質リスク 

内藤季和(県環境研究ｾﾝﾀｰ)〜大気中の化学物質ﾘｽｸ評価 

半野勝正(同上)〜水生生物を用いた環境評価手法 

浦安市中央公民館 

(同市 猫実 4-18-1) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 11/27迄 

12.11日 

13:30~15 

省エネ講演会 

講師：佐藤ミヤ子(環境ｶｳﾝｾﾗｰ) 

冬は暖房や給湯で沢山のｴﾈﾙｷﾞｰを使う｡日常生活で

無理せず省ｴﾈするにはどうしたらよいかを考える 

白井市保健福祉ｾﾝﾀｰ 3F団体活動室

(同市 復 1123) 

白井市再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会 

TEL:047-491-8808 要申込 

12.11日 

13:30~16:30 

県民環境講座／講演・体験 

〜 海に漂うマイクロプラスチックの脅威 
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2016/kenkouza28-13.html 

高田秀重(東京農工大)〜私たちが捨てたﾌﾟﾗｽﾁｯｸｺﾞﾐが､

いつしかﾏｲｸﾛﾌﾟﾗｽﾁｯｸとなり､魚や鳥が食べてしま

うことで深刻な問題に 

浦安市中央公民館 

(同市 猫実 4-18-1) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 11/27迄 

12.12月･13火 

各 13:30~ 

循環型社会形成推進研究発表会 

12日:研究発表会｜13日:公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
http://www.env.go.jp/press/103230.html 

ﾃｰﾏ:12日〜安全･安心な廃棄物処理技術･ｼｽﾃﾑ開発 

13日〜災害廃棄物の適正処理と再資源化 

別途 21日(水):国際会議(使用言語:英語)あり／別会場 

中央大学駿河台記念館 6F 610号室 

(千代田区神田駿河台 3-11-5) 

環境省／(一財)日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 

TEL:044-288-4937要申込 

左記 URL内から申込み 

12.14水〜 

16金 10~18 

第 1回 住宅･都市イノベーション総合展 
http://www.urban-innovation.jp 

住宅､ﾋﾞﾙ建築/管理､都市ｲﾝﾌﾗを網羅した日本初の

総合展／高性能住宅設備・同建材｜他 

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:03-3349-8576 

12.14水〜 

16金 10~18 

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

  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 

12.14 水･22 木

13:30~15:30 
シニアライフに役立つDIY(日曜大工)のすすめ 
対象：柏市民で 60歳以上の方 (参考情報) 

日曜大工の基本や網戸張りなど､生活に役立つ技術

を学ぶ。 応募方法：広報かしわ 11月 15日号参照 

いきいきﾌﾟﾗｻﾞ (柏市介護予防ｾﾝﾀｰ) 

(柏市柏 5-11-8) 

柏市社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7165-0880 12/5迄 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/eg_torihikikanshi/20161207jiyuuka_setsumeikai.html
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/eg_torihikikanshi/20161207jiyuuka_setsumeikai.html
http://www.env.go.jp/press/103176.html
http://stateofgreen.com/jp/profiles/explore-the-green-danish-solutions-within-energy-efficiency/news/%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85-%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8-%E7%86%B1%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC
http://stateofgreen.com/jp/profiles/explore-the-green-danish-solutions-within-energy-efficiency/news/%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85-%E7%86%B1%E5%88%A9%E7%94%A8-%E7%86%B1%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC
mailto:dk.bioenergy@gmail.com
http://eco-pro.com/2016/
http://www.env.go.jp/press/103186.html
http://www.env.go.jp/press/103175.html
http://www.npo-sjf.com/seminar/h28/h281210kashiwa/
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2016/kenkouza28-13.html
http://www.env.go.jp/press/103230.html
http://www.urban-innovation.jp/
http://www.japan-light-expo.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 

11.19土〜20日 

9~15:30  

NEW 

2016 彩の国 食と農林業ドリームフェスタ 

〜 暮らしのとなりが産地です 〜 
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0902/chisan/h28dream-kaisai.html 

埼玉県の農業･農山村の素晴らしさや､県産農産物

のおいしさが味わえる県内最大の農業祭。旬の野

菜やﾀﾏｼｬﾓ､彩の国黒豚などのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ畜産物も出品 

しらこばと水上公園(越谷市小曽川985

東武伊勢崎線越谷駅･同野田線岩槻駅

間の朝日ﾊﾞｽ｢水上公園入口｣徒歩 5分) 

左記ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL: 048-829-3309 
事務局（JA埼玉県中央会 内） 

11.20日※ 

9~15:30 NEW 

第 29回 栗源のふるさといも祭(香取市) 
※延期の場合は 23日(水祝) 

日本一焼きいも広場でﾍﾞﾆｺﾏﾁを 130 ｶ所の籾殻山で

ゆっくり焼上げ無料配布｡いも掘り体験広場ほか 

栗源運動広場 ほか 

(香取市岩部 1045) 

同祭運営委員会 

TEL:0478-50-1258 

11.20日 NEW 

13:30~15:30 

だれでもできる「梨味噌」 くり ｢(NPO)みどりと大地の会｣で開発した｢梨味噌｣の作

り方講座｡ 参加費 500円(味噌はお持ち帰り) 

同会本部 

(白井市冨士 294-6) 

同会 

TEL:047-445-8856要申込 

11.20日 

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 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 

11.23水祝 
9:15~14 NEW 

「食」と「農」を楽しむ収穫祭 

〜 まつど大農業まつり 
松戸産の農産物､大人気の花の競り即売会､一番の

野菜を決める品評会､豚汁やつきたてお餅など 

21 紀の森と広場 

(松戸市千駄堀 269) 

同まつり実行委員会 

TEL:047-341-5151 事務局 

11.23水祝 

9:30~ NEW 

ゆめあぐり野田 

「秋の収穫祭・感謝セール」 

実りの秋の旬の食材､つきたてお餅･焼きそば販売

ほか｡けんちん汁､ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ無料ｻｰﾋﾞｽ､他 

農産物直売所 ゆめあぐり野田 

(野田市船形 280-1) 

左同 

TEL:04-7120-8821 

11.24木 

15:30~18:30 

 

合同セミナー 「バイオマス発電における

食用パーム油の利用(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 

10~15 NEW 

渚のファーマーズマーケット in一宮町 
http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/event/1

1/3.html 

地元農家こだわり新鮮野菜や果物を使った美味し

いお店が大集合!ｸﾘｽﾏｽｷﾞﾌﾄやﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝにぴったり

な､貝殻やﾋﾞｰﾁｸﾞﾗｽのｱｸｾｻﾘｰなど､雑貨やｽｲｰﾂも 

一宮海岸広場 

(長生郡一宮町船頭給 2512) 

渚のﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ運営委員会 

TEL: 0475-42-2113 

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 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 

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 

12.15木 

14~17 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 持続可能な地域 くりと企業や

自治体のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ～SDGsを活かした

取組事例 http://www.env.go.jp/press/103240.html 

登壇者：河口真理子(株)大和総研)｜ 本泰央(金沢青年

会議所)｜川廷昌弘(南三陸町ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利活用推進協)｜蟹江憲

史(慶大)｜長谷川雅 (国際環境経済研)｜他 

国際連合大学 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ﾛｰｽﾞ国際会

議場 

(渋谷区神宮前 5-53-70) 

環境省､国連大学ｻｽﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｨ高等研究所 

TEL:045-593-7604 12/12迄 

左記 URL内申込ﾍﾟｰｼﾞから申込 

12.16金 

10:15~11:45 

地中熱利用にかかる省エネ基準説明会 
http://www.geohpaj.org/archives/6172 

宮田征門(国交省)〜省ｴﾈ基準適合義務化概要と地中

熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ評価法|高杉真司(主催者)〜同熱利用計算・ 

日比谷ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

(千代田区日比谷公園 1-4 B1F) 

(NPO)地中熱利用促進協会 

TEL:03-3391-7836 要申込 

12.16金 

13:30~ 

『持続可能な  論』（ﾅｶﾆｼﾔ出版）読書会 

※著者・深井慈子さん出席 

同書第7章､8章読み､感想や質疑､意見交換等自由

に話し合う｡ﾃｷｽﾄ必要な方は5日前までに要連絡 

野田市南部梅郷公民館 講座室 

(東武野田線 梅郷駅西口徒歩 6分) 

持続可能な社会を考える会 

TEL:04-7157-1026 要申込 

12.25日 

9:30~17 

環境教育・ESD カリキュラムデザイン研修会 

〜 学校や地域において環境教育を実＊ 
http://www.env.go.jp/press/103208.html 

＊践又は実践予定の方を対象に､ESD(※)視点の環境

教育のｶﾘｷｭﾗﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ力･実践力向上を目的 
(※:Education for Sustainable Development(持続可能な開発のための教育)) 

東海大学 高輪ｷｬﾝﾊﾟｽ 

(港区高輪 2-3-23) 
[1/28(土)は別会場で実施] 

環境省／日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-5834-2897 
参加申込みは左記 URL参照 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0902/chisan/h28dream-kaisai.html
http://www.npobin.net/apply/
http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/event/11/3.html
http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/event/11/3.html
http://onionworld.jp/news/post/33072
http://www.env.go.jp/press/103240.html
http://www.geohpaj.org/archives/6172
http://www.env.go.jp/press/103208.html
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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  

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 

12.03土 

8:30~15 NEW 

あけぼの山農業公園 モニターツアー(有料)募集 

〜野菜収穫やミカン狩り､BenTen マルシェなど 

同公園と周辺を巡り､自然を満喫しませんか｡収穫

直後の野菜を使った手作り｢濃餅汁｣ﾗﾝﾁ､ほか 
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/6417/ 

集：同公園本館前 8:30 

(柏市布施 2005-2 駐車場あり) 

JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ法人営業柏支店 

TEL:04-7163-6807 

申込は左記 URL内から 

12.04日 

10~15 

NEW 

ちばユニバーサル農業フェスタ 2016 

★あったかい食べ物・飲物の模擬店がいっぱい 
http://blog.canpan.info/souzounet/archive/44 

販売:採れたて野菜､手 くり加工品|福祉施設紹介:

販売ﾌｪｱ｢大きなﾃｰﾌﾞﾙ｣|ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ:体験･｢自分だけ

のつみきを作ろう!｣山武杉の手作り積み木|他 

四街道市文化ｾﾝﾀｰ 広場･館内 

(同市 大日 396) 
[雨天の場合､館内で開催] 

同ﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:043-270-5601 事務局 

(NPO)地域創造ﾈｯﾄﾜｰｸちば 

12.08木 

13~16 NEW 

公開講座｢知って楽しむ ちば特産の農産物｣ 
http://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nour

in/event/20161208koukaikoza.html 

南房総地域の農業を支える暖地園芸研究所の仕事

と､秋から冬に美味しさを堪能できるｲﾁｺﾞ､ﾐｶﾝ､落

花生､ｻﾂﾏｲﾓの作り方や食べ方などを紹介 

県 南総文化ﾎｰﾙ 小ﾎｰﾙ 

(館山市北条 740-1 JR館山駅徒歩 15

分) 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-291-0151 11/28迄 

12.10土 
時間の内容は 

右記 URL参照 

平成 28年度 地球環境基金 助成団体活

動報告会 
https://www.erca.go.jp/jfge/training/earth/main.html 

自然保護から温暖化防止まで各分野の活動 50の

NGO･NPO団体が報告｜若手ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ第一期生

ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ｜組織課題解決!ﾌﾟﾛﾎﾞﾉとは何?から｜他 

TFT ﾋﾞﾙ東館 9F 

(江東区有明 3−6−11) 
ｴｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 2016会場近く 

(独) 環境再生保全機構 地球環境基金部 

TEL:044-520-9505 
左記 URL内から申込み 

12.14水〜 

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  

12.15木〜 

2.28火 NEW 

第 9回 ふっつ生のりフェア(富津市) 
http://www.futtsu-kanko.info/namanori/ 

依然として生のりの収穫状況が思わしくなく､(中略)

大変残念ながら開催中止。 

富津市内参加店舗 富津市商工会 

TEL:0439-87-7071 

12.17土 

13:15~15 

NEW 

森林講座 

〜 空から森林の 3次元構造を捉える 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html 

松浦俊也(森林総研)〜森林の状態を面的に捉えるに

は空からの撮影が有効｡そこで､近年盛んになって

きたﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術を用いた方法を紹介 

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 

'17.3.10まで ｢農｣のある暮らし 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 くり等の専門家が出向き､農業･

農地を活かした暮らし 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 

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 

〜消費者と農家を繋ぐ"食"の懸け橋 
駅前空き地活用と柏産農産品の情報発信を目的｡生

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

柏市柏 5丁目の空き地 

(柏駅東口徒歩 10分 柏市役所手前) 

同ﾏﾙｼｪ実行委員会 

TEL:04-7167-1143 柏市農政課 

毎週 

火〜金 

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

｢とれたて産直館印西店｣が地元産お米や旬の

野菜･果物など移動販売車で各地巡回 

火：木下東集会所〜金：木刈 5

丁目集会所 詳細左記 URL参照 

JA西印旛 直販部店舗課 

TEL:0476−48−2218 

毎週土[通年]  流山市農家生活研究会の朝市 野菜、季節の果物、花 など 流山市文化会館駐車場 同会 朝市部会

http://onionworld.jp/news/post/33055
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/6417/
http://blog.canpan.info/souzounet/archive/44
http://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/event/20161208koukaikoza.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/lab-nourin/nourin/event/20161208koukaikoza.html
https://www.erca.go.jp/jfge/training/earth/main.html
http://www.jma.or.jp/ai/ja/exhibitor/index.html
http://www.futtsu-kanko.info/namanori/
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.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.kashiwa.lg.jp/fanfun/bloghakunchu/bloghakunchu2/
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html
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7:30〜8:30 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html (同市加 1-16-2) TEL:04-7158-1762 
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､ 花の苗､ふるさと産品など販売 南流山駅(南口) 駅前公園 

(JR・TX 南流山駅すぐ) 

流山市商工課  

TEL:04-7150-6085 

第 4土曜 

8:30~12:30 
うんがいい!朝市 (雨天中止) 
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/ 

近隣農家の新鮮野菜、地域商店の惣菜、流山 

ふるさと産品など。詳細は左記 URL参照 

運河水辺公園 

 (東武線 運河駅 徒歩 2分) 

利根運河交流館 

TEL:04-7153-8555 

毎週 土 

8~12 
八街土曜市 
〜 店の人と気軽に話せる雰囲気が魅力 

肉や魚､総菜からお茶･お花まで､地元専門店の

人気商品が勢揃い｡ 

JA いんば八街支所 倉庫 
(八街市八街ほ 235) 

八街商工会議所 

TEL：043-443-3021 

水曜除く毎日 

6~11 

勝浦 朝市 (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・自分でバーベキュー 

新鮮な海産物や野菜･干物･地域産品･商工品 
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/ 

大原漁港 荷捌(にさばき)所 
(いすみ市大原 11574) 

同朝市運営委員会 

TEL:0470-62-1191同市商工会 

実施中 新しい農地貸借の仕組みがスタート 

〜 意欲ある農業の担い手に農地＊ 

＊集約するため農地中間管理機構が設置され、 

農業振興地域対象に同機構が農地貸借進める 

以下 URL参照 
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html 

(公社)千葉県園芸協会 

TEL:043-223-3011 

お知らせ 耕作放棄地の再生利用 
☆10a当たり 75,000円の助成など 

 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 

11.25金まで 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｡ 

2.環境保全､地域活性化､自然体験提供等活動 

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  

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「炭と暮らす」〜ほんの少し前、

炭はお米と同じ生活必需品でした。 
http://www.chiba-muse.or.jp/MURA/img/event/

江戸期から昭和期にかけての千葉県の木炭生産を

ﾃｰﾏに､特に佐倉炭と久留里炭に焦点をあて､炭焼き

県立 房総のむら(風土記の丘資料館) 

(印旛郡栄町龍角寺 1028) 

同むら 

TEL:0476-95-3333 

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/103003.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8998/021988.html
http://www.chiba-muse.or.jp/MURA/img/event/2016kikakuten.pdf
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2016kikakuten.pdf の生産と発展の歴史､さらに､その生産に関わった

人々について､資料と技術をもとに紹介 

11.27日まで 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 

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 

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   〜 

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 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  

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 

11.30水まで 

NEW 

11月はエコドライブ推進月間です!! 

～地球と財布にやさしいエコドライブを始めよう 
http://www.env.go.jp/press/103075.html 

左記関連の資料は以下の通り 
http://www.env.go.jp/press/files/jp/104071.pdf 

http://www.env.go.jp/press/files/jp/104072.pdf 

左記 URL参照 環境省水･大気環境局自動車環境対策課 

TEL:03-5521-8303 

12.04日まで 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 H28年度特別展 農業と教育の理想を目指して 

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

何事によらず､すべてのこと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とりかからねば達成できるものでな

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 

12.28水まで 

NEW 

「骨（ボーン）・骨（ボーン）・骨（ボーン）」展 

切手の中に描かれた｢骨｣を､ｺﾂｺﾂ探しました 

http://www.yushu.or.jp/museum/kikaku/index.html 

恐竜や人体はじめ､多様な骨を描いた切手特集｡人々に太

古のﾛﾏﾝを運ぶ化石などの骨｡人々に注意喚起のﾄﾞｸﾛﾏｰｸ｡

文学や伝統舞踊の文化遺産として心を捉える骸骨 

切手の博物館１F 企画展示室 

(豊島区目白 1-4-23) 

同館／休館日注意 

TEL:03-5951-3331 

'17.1.10火 

まで NEW 
(参考情報) 

地球温暖化防止アイデアコンテスト 
Mission＞＞2050年までに CO2排出量を半分にせよ! 

対象：東京都内に住んでいる小学生 
https://www.ecochil.net/prevention_of_global_warming/t_index.html 

地球温暖化が進んでいるのは知っているよね｡このまま

温暖化が進むと､2050年はどうなるのかな?2050年の天

気予報を見て､見たことも､聞いたこともない､大胆で 

っくりﾎﾟﾝ!な地球温暖化防止ｱｲﾃﾞｱを待っているよ｡ 

詳細は左記 URL参照 (株)ｱﾄﾞﾊﾞｺﾑ ｴｺﾁﾙ事務局 

TEL：03-6821-3525 

'17.1.29日 

まで 

 

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 

'17.1.31火 

まで 

NEW 

平成 29年版 環境白書 表紙絵コンクール 
｢環境にやさしい社会｣を主ﾃｰﾏとし各自設定 

http://www.env.go.jp/press/103068.html 

部門：(1)小･中学生の部 (2)一般(高校生以上)の部 

毎年｢環境白書･循環型社会白書･生物多様性白書｣

を公表しその表紙･裏表紙等を飾る作品の選定 

応募の詳細は左記 URL参照 環境省／(公財)日本環境協会 

TEL:03-5643-6251 

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=563
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/025078.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090300/p035847.html
http://www.kagakukanq.com/
http://www.env.go.jp/press/102719.html
http://www.env.go.jp/press/103075.html
http://www.env.go.jp/press/files/jp/104071.pdf
http://www.env.go.jp/press/files/jp/104072.pdf
https://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/kan/disp/exhibition-1.html
http://noda-muse.or.jp/4611
http://www.yushu.or.jp/museum/kikaku/index.html
https://www.ecochil.net/prevention_of_global_warming/t_index.html
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/119/index.html
http://www.env.go.jp/press/103068.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 

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 

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

〜 土浦市  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･  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 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 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 くり部公園緑地課 

21 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 ･昆虫の自然観察会｡あな

たも私たちとさとやまの自然とふれあってみませんか 

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

html 
同会事務局 
jimukyoku@nposatoyama.com 

年間 東葛しぜん観察会 

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

千葉県東葛飾地区で身近な自然の観察をしている自然観

察指導員の集まり｡自然に親しみ､自然の中での体験を通

じて自然から様々なことを学ぶ｡ 

左記 URLに同じ 同会事務局 

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

年間 

 

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

s/info2/tegatan/index.html 

鳥の博物館前にひろがる手賀沼の自然の中で､鳥と

それにかかわり合う生き物たちを観察する散歩感

覚の自然観察会｡ 

左記 URLに同じ 我孫子市 鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212 

年間 千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

http://chibawildbird.web.fc2.com 

昭和 49年に自然保護運動を進めて来た人たちにより誕

生｡会員は 200人程で､鳥を見て楽しむこと､鳥や自然を

知ること､守ることの 3つが活動の柱｡ 

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

年間 日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

http://www.chibawbsj.com/ 

探鳥会は初心者中心の野鳥観察会｡県内七ｶ所で定例探

鳥会､そのほか県内で四季折々に鳥や植物などの観察会

を行っている｡ 

http://www.chibawbsj.com 左記 URL参照 

TEL:047-431-3511(土･15〜18時) 

年間 行徳野鳥観察舎およ 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 筑波山の南裾にひろがる緑ゆたかな自然あふれる 左記 URL内からﾁｪｯｸ 茨城県つくば市天久保 4-1-1 

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.river-museum.jp/index.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
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http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php 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 

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 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 なる場合があります｡ 注7:参加費1,000 円程度まで｢有料｣記載しませんが､それ以上は 力記載するようにします｡参加の

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

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜★〜☆〜 

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

