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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

号外除き本号が今年の最終案内になります。 

この 1年、情報提供、近況、ご意見など種々ありがとうございました。 

適切な情報量と質に悩みながら続いていますが使い方次第と思います。 

時代が動いていますので新たな視点などで役立てられれば幸いです。 

 

今朝「暖房前」5:36の屋外気温 3.8℃、屋内リビング気温 15.6℃です。 

屋外と屋内の気温差は 11.8℃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 【 台所を暖かく～ヒントいろいろ 】 

「台所」と言うと古い感じですが、 

最近はリビング一体の対面キッチンが多いようです。 

我が家のように築約 30年の住宅では北側の隅などにあるため、 

冬は寒く結露多いのは当り前と思っていませんでしょうか。 

 

しかし台所・キッチンは家族の食を作る大事な場所で、 

寒い朝早く起きて食を作る人の健康も考えます。 

 

ここで言う「台所を暖かく」は暖房機の増設ではなく、 

台所とその周辺から熱が逃げないようにする省エネ工夫です。 

以下、実施済み含め列挙します。 

・勝手口ドアの断熱。出入り不要であれば断熱壁に。（今この工事中） 

・勝手口ドア上の明り取り窓に内窓をつける。 

・台所窓や出窓に内窓をつける。(効果大) 

・床下収納庫のフタ裏断熱。 

・できれば台所床裏全面を断熱。（もちろん他の部屋床裏も） 

・換気扇を給排同時に交換。 

（それでも寒い日時は、換気扇を使う「焼き魚」は別な日に） 

・コンロは、吸排気量や袖口着火などの安全も考え IHへ。 

（ガス会社見学時、裸火を出さない FF式コンロを提案したことあり） 

・もちろん周囲の壁や天井の断熱 
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・台所リフォーム時にスキマを徹底的に塞ぐ。 

・事情が許せば台所を別な所へ移す。(例えば 2階などへ) 

・台所に限らないが床下基礎の通気口を冬だけ塞ぐ。 

 

当然ながら「寒い所を暖かくすると」その周囲も暖かくなります。 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 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＞ 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
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★☆          案内 ☆★ 2016.12.15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 

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 

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 

12.15木 

14~17 
参考情報 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 持続可能な地域づくりと企業や

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)｜塚本泰央(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)｜長谷川雅世(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~ 

『持続可能な世界論』（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 

12.18日 

13~ ※ 

環境保護活動についてちょっとだけ学ぼう 
http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/ 

※第 1部:13時〜3部:15時〜各 40分間 

(1)柏市に棲息の希少生物紹介(2)絶滅が危惧され

るｺｱｼﾞｻｼのﾊﾟﾀﾊﾟﾀ模型工作(3)ﾘｻｲｸﾙ環境ｸｲｽﾞ★全
て参加頂いたお子様に､もれなくﾐﾆ･ｿｰﾗｰｶｰをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ 

(柏市柏 1-1-1-301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 事務局(平日 13〜17) 

TEL:04−7170-7090(12/15(木)迄) 

12/16(金)･17(土):TEL:04-7157-0280 

12.20火 

10~ &13:30~ 

千葉大主催環境講演会 

〜蜜ろうハンドクリームづくり体験会 
三輪正幸(千葉大)〜ろう(ﾐﾂﾊﾞﾁの巣)からﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑが｡

花や果物の精油を加え作ってみよう｡持ち帰れます 

県立 柏の葉公園 公園ｾﾝﾀｰ 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015 要申込 

12.21水 

15~17 

水俣条約３周年記念特別公開ゼミ 
http://www.env.go.jp/press/103294.html 

袖野玲子(慶大)〜水俣条約と廃棄物～国連日本人

職員の奮闘 

東洋大 白山ｷｬﾝﾊﾟｽ 2号館 16F ｽｶｲﾎｰﾙ 

(文京区白山 5−28−20) 

環境省・水俣市 
https://comm.stage.ac/mcm3rd/ 

12.22 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 

12.25日 

9~12 

三番瀬探検隊｢♪鳥くんと野鳥を探そう｣ 
 

♪鳥くんと三番瀬の干潟で野鳥の観察して､鳥につ

いて勉強しよう! (講演ﾃｰﾏ未定) 

ふなばし三番瀬海浜公園 

(船橋市潮見町 40) 

同園 

TEL:047-435-0828 

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 

'17.1.06金 

13:30~15:30 

第 114回 省エネルギー学習会 2017 

〜 この 1年間と最近の省エネ動向報告  

山田殖保(会員)〜ﾆｭｰｽで見る最近の地球温暖化 

新美健一郎(同)〜｢ｴｺﾌﾟﾛ 2016｣で見た最近の動向 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ(3F)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) 

省ｴﾈ学習会･温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7155-1073要申込 

1.08日 

9:30~12 

ワクワク里山体験 

1月 月例テーマ観察会「冬の野鳥」 

福田篤徳(日本野鳥の会)〜大池が水鳥でにぎわう季節。

木の葉の落ちた冬は鳥を見つけやすいよ。 

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 

1.09月祝 

9:45~ 

第 18回 さとやま塾：吉田正人(筑波大)講演会 

〜 里山と生物文化多様性 

都市化で分断･縮小の里山。人口減･過疎で危機の

里山の生物と文化の多様性をどう後世に残せるか 

流山市おおたかの森ｾﾝﾀｰ 

(同市 市野谷 621-1) 

(NPO)NPO さとやま 

TEL:04-7159-2526 

1.10火 

13~17:30 

温暖化対策シンポジウム〜 家庭部門の CO2排

出実態統計調査と地球温暖化対策への活用 
http://www.env.go.jp/press/103261.html 

･我が国の地球温暖化対策の概要(環境省)･基調講演

中上英俊(住環境計画研)･家庭部門 CO2排出実態統計

調査(前同)･ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

JA共済ﾋﾞﾙ ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾎｰﾙ 

(千代田区平河町 2-7-9 JA共済ﾋﾞﾙ

1F) 

環境省／(株)住環境計画研究所 

TEL:03-3234-1177 12/19迄 

http://www.urban-innovation.jp/
http://www.japan-light-expo.jp/
http://www.env.go.jp/press/103240.html
http://www.geohpaj.org/archives/6172
http://www.kankyostation.org/wp/category/kksevent/
http://www.env.go.jp/press/103294.html
https://comm.stage.ac/mcm3rd/
http://www.env.go.jp/press/103208.html
http://www.env.go.jp/press/103261.html
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1.11水 

14~16:30 

21世紀における持続的成長のあり方に

関するハイレベル・シンポジウム 
http://www.env.go.jp/press/103332.html 

ﾃｰﾏ:ESG(*)投資検討会成果報告(*環境(Environment)､社

会(Social)､ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ(Governance))|今井賢一(一橋大)〜21

世紀の資本主義･自然資本､人的資本､ﾈｯﾄﾜｰｸ|他 3 

TKP新橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 2F 

(港区西新橋 1−15−1) 

環境省／ﾄｰﾏﾂ 

TEL:03-6213-1163 
esg-inv@tohmatsu.co.jp 

1.12木 

9:30~ 

自然観察会 

〜 市川大町自然観察園 探鳥会 
案内:ｶﾜｾﾐ､ﾙﾘﾋﾞﾀｷなど期待 

持物:観察用具､弁当､飲み水､帽子､敷物､雨具 

集：現地(市川市動植物園)北口 

(市川市大町 284) 

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

1.12木 

13~14:30 

千葉シニア自然大学 学校説明会 
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=797974 

受講を希望される方や関心をお持ちの方への学校

説明会。開催日以外でも個別相談あり 

塚本ﾋﾞﾙ 7F 会議室 

(千葉市中央区富士見 2-3-1) 

(NPO)千葉自然学校 千葉ｼﾆｱ自然大

学運営事務局 TEL:043(227)7103 

1.14土 

10~12 

てがたん(手賀沼周辺の自然観察会) 

〜 冬鳥をじっくり観察しよう 〜 

博物館の標本で解説後､手賀沼周辺で冬鳥観察｡ 

また､1月恒例のｵﾅｶﾞｶﾞﾓのｶｳﾝﾄに挑戦｡ 雨天中止 

集：9:30 鳥博玄関前受付開始 我孫子市 鳥の博物館 

TEL:04-7185-2212 申込不要 

1.14土 

14~16 

伝えたい大震災の記憶 学びたい大震災

の体験 防災･減災講演とワークショップ 
http://yellowhandkerchief.web.fc2.com/20170114.pdf 

水島重光(まちかど防災｢減災塾｣)･所正明(地域防災委員会)〜避

難者と体験を活かしてもらい市民と一緒に参加し､

地域の防災･減災対策を学ぶ｡ ﾊﾟﾈﾙ展示などもあり 

松戸市市民会館 

(同市松戸 1389-1) 

東日本大震災復興支援松戸･東北交

流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

TEL:047-710-5519 1/11迄 

1.14土〜15日 

&28土(計3日) 
自然体験活動指導者資格認定 東金青年の家･

自然体験活動指導者養成研修(有料) 
http://www.tougane-youth.jp/events/4813 

主講師：佐藤繋一(国際自然大学校)〜自然の中での活動､

公民館､学校､子ども会などの自然体験活動の指導

に。[左記資格登録希望者は別途登録費必要] 

県立東金青年の家 

(東金市松之郷 270) 

左同 

TEL:0475-54-1301 

1.14土･21土･
28土(計 3回*) 

13:30~15:30 

市民活動パワーアップ講座 
http://kashiwanpo.genki365.net/gnkk07/pub/s

heet.php?id=70380 *別途現場取材あり 

私たち住民が主体となった地域づくり･まちづくり

にﾃﾞﾋﾞｭｰしてみません ? その第一歩､成功するつ

ながりのﾋﾝﾄを学ぶ 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 多目的ｽﾍﾟｰｽ A 

(柏市柏 1-7-1-301 DayOne ﾀﾜｰ 3F) 

(柏市)市民活動ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾅｰ 

TEL:04-7163-1143 1/10迄 

1.16月 

11~12 

再生可能エネルギー最新事例報告会【その2】 

環境まちづくりNPO｢元気力発電所｣活動報告 

新藤絹代(同発電所)〜ｴﾈﾙｷﾞｰも食べものも地産地消の

練馬をめざして〜女性のｴﾈﾙｷﾞｰが明日のｴﾈﾙｷﾞｰを創る 

流山市民活動推進ｾﾝﾀｰ 3F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) 

温暖化防止ながれやま／再エネ PJ 

TEL:04-7154-2327 申込不要 

1.18水〜20金

10~18 

第 9回 ライトテック EXPO  

− LED/有機 EL 開発･応用技術展 − 
http://www.light-technology.jp/Home/ 

LED/有機 ELの開発･産業応用に関する技術が一堂

に出展｡照明･自動車･医療･産業機器など産業分野

の技術者が 商談･技術相談のため来場 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東・西 

(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 

1.18水〜20金

10~18 

第 8回 EV･HEV駆動ｼｽﾃﾑ技術展～EV JAPAN 
http://www.evjapan.jp/Home/ 

★関連併催展・同時開催展あり★ 

電動車両中枢技術のﾓｰﾀ･ｲﾝﾊﾞｰﾀ､二次電池､充電に

関する技術が一堂出展｡世界中の自動車ﾒｰｶｰ･自動

車部品ﾒｰｶｰが来場､出展社と技術相談･商談を行う 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東・西 

(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 

1.18水〜20金

10~18 

第 1回 ロボデックス 

 - ロボット [開発]･[活用]展 - 
http://www.robodex.jp/Home/ 

産業用･ｻｰﾋﾞｽﾛﾎﾞｯﾄ､その開発技術､IT､AIまでﾛﾎﾞｯ

ﾄ社会実現促進技術が出展｡企業と来場するﾒｰｶｰ､ﾛ

ﾎﾞｯﾄ活用企業との商談･技術相談､共同開発････ 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東・西 

(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:03-3349-8521 

1.19木 

9~16 

県 環境講座〜 バスで行く 

 最新！ゴミ発電見学と老舗蔵元見学 
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2016/kenkouza28-14.html 

成田市いずみ清掃工場を見学､日本初!自治体連携

電力会社｢(株)成田香取ｴﾈﾙｷﾞｰ｣についてお聞きし、

酒々井町の創業 300年蔵元(株)飯沼本家を見学 

集：NTT千葉 

(JR千葉駅徒歩 5分) 

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 要申込 

1.19木 

14~16:30 

水素ステーション・エネファーム関連

分野進出促進セミナー 
http://www.jilc.or.jp/training/2016/suiso_chiba.pdf 

経産省〜水素社会の実現に向けた取組み｜梶原昌

高(岩谷産業(株)〜水素ｽﾃｰｼｮﾝ事業と今後の開発課題 |

田島收･井ノ上俊宏(日本立地ｾﾝﾀｰ)〜左記表題関連講演 

ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

(千葉市中央区千葉港 8-5) 

経産省／日本立地ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3518-8967 要申込 
fc-kanto@jilc.or.jp 

1.21土 

13~17 

第10回 熊野学フォーラム 

特集！熊野学 
http://kumanomori.info/?page_id=1243 

｢熊野｣をﾌｨｰﾙﾄﾞに､歴史･文化･民俗･宗教･自然な

どの事象を対象とする学問参加を得て熊野探求。 

山折哲雄(宗教学者)〜熊野学は未来学だ!｜他 4件 

明大駿河台ｷｬﾝﾊﾟｽ ｱｶﾃﾞﾐｰｺﾓﾝ 3F ｱｶ
ﾃﾞﾐｰﾎｰﾙ 

(千代田区神田駿河台 1-1) 

和歌山県新宮市・明大 

TEL:03-3296-4423 要申込 

http://www.env.go.jp/press/103332.html
mailto:esg-inv@tohmatsu.co.jp
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=797974
http://yellowhandkerchief.web.fc2.com/20170114.pdf
http://www.tougane-youth.jp/events/4813
http://kashiwanpo.genki365.net/gnkk07/pub/sheet.php?id=70380
http://kashiwanpo.genki365.net/gnkk07/pub/sheet.php?id=70380
http://www.light-technology.jp/Home/
http://www.evjapan.jp/Home/
http://www.robodex.jp/Home/
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2016/kenkouza28-14.html
http://www.jilc.or.jp/training/2016/suiso_chiba.pdf
mailto:fc-kanto@jilc.or.jp
http://kumanomori.info/?page_id=1243
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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 

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 

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)

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 

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 

12.18日 

9~18 
NEW 参考情報 

第 1回 高知オーガニックフェスタ 

〜 いのちをつなぐ有機農業 〜 
http://4epo.jp/information/events/6085.html 

ｵｰｶﾞﾆｯｸ生産者･消費者が集まり交流｡約 50店のｵｰ

ｶﾞﾆｯｸﾌﾞｰｽの試食､試飲､販売､野菜ｿﾑﾘｴﾐﾆｾﾐﾅｰ､ﾊﾟﾈ

ﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ｡★基調講演:畠山重篤(森は海の恋人) 

ｻﾝﾋﾟｱｾﾘｰｽﾞ(屋内) 

(高知市高須砂地 155) 

高知ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌｪｽﾀ実行委員会 

TEL:090-1008-4717 
(NPO)高知県有機農業研究会  

12.18日 

10~13  NEW 

白菜キムチを作ってみよう! (有料) 

対象：一般男性(女性応相談) 

家庭で簡単にできる美味しい白菜ｷﾑﾁ｡本場､韓国の

味を再現｡これから寒くなる季節にﾁｬﾚﾝｼﾞ! 

柏市中央公民館 

(柏市柏 5-8-12柏駅徒歩 10分) 

ｺﾘｱｸｯｷﾝｸﾞ 

TEL:080-6645-5971要申込 

12.18日〜

2.25土(全6日) 

NEW 

千葉あそび〜 千葉市で酪農!? 牛との触

れ合い＆フレッシュチーズ作り体験！(有料) 

http://onionworld.jp/news/post/38381 

千葉市は今も酪農が盛んな地域｡市内の飯田牧場で

牛と触れ合う一日を｡牛や牛乳の話を教わり､餌や

り･お掃除･乳搾りなど各種酪農体験に挑戦。※ 

飯田牧場 

(千葉市若葉区富田町 964) 
※内容詳細は左記 URLで確認要 

同牧場･風美房 

TEL:090-2140-0742 要申込 

12.19月〜※1 

12.20火〜※2 

千葉あそび〜｢みそソムリエ＆個別樽仕込み｣or

｢みんなで仕込み｣冬のマイ味噌づくり (有料) 

※1:みんなで仕込みﾌﾟﾗﾝ(2部制):12/19(月)〜2/11(土) 

※2:みそｿﾑﾘｴﾌﾟﾗﾝ(10時〜13時):12/20(火)〜1/25(土) 

｢わたしの田舎｣谷当工房 

(千葉市若葉区谷当町 70) 

｢わたしの田舎｣谷当工房 

TEL:043-239-0645 要申込 

1.24火 
13:30~16 
参考情報 

(都民等対象) 

【実験実習講座】スマー メーターってどん

なもの?～電力自由化時代の新しい電気ﾒｰﾀｰ 
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/ma

nabitai/koza/center/koza20170124.html 

'16年 4月から電力小売り自由化ｽﾀｰﾄ｡'24年度まで全家

庭にｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ導入計画｡ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰとは､従来の機械式ﾒｰﾀｰ

との違いや特徴を学ぶ｡｢機械式ﾒｰﾀｰ｣と｢ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ｣の構

造比較や測定ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝできる貴重な機会 

東京都 消費生活総合ｾﾝﾀｰ実験実習室 

(新宿区神楽河岸 1-1 ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ

17F) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3235-1157 1/14迄 

1.29日 

10~12 

森の林業体験 
http://funabashi-mori.jp/event/index.html 

森を守る間伐作業の林業体験(間伐した木を使って

ｸﾗﾌﾄ作り)・小学生以上対象 参加費 800円 

船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL:047-457-4094 要申込 

1.29日 

14~16 

環境講演会 

〜 地球温暖化と私たちの生活 

江守正多(国立環境研究所)〜地球に起こっている温暖化

や異変について一緒に考えましょう 

東京都生協連合会館 3F会議室 

(中野区中央 5-41-18) 

(NPO)中野・環境市民の会 

TEL:090-4542-0761 

2.04土 

10~12 

手賀沼船上探鳥会 

対象：柏市民 

湖上から手賀沼の冬鳥を浅間茂先生の解説を聞き

ながら観察することが出来る｡ 

集解：手賀沼公園(｢ﾎﾞｰﾄｾﾝﾀｰ小池｣前) 

(我孫子市 若松 1) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ／平日 13〜17時 

TEL:04-7170-7090 1/17 より受付 

2.04土 

10:15~16:30 

ふなばし市民活動フェア 2017 

〜出会い ふれあい いきいきライフ 

ﾌﾞｰｽ出展46団体(環境7団体)､ﾊﾟﾈﾙ展示17団体(内

環境 4団体)／他〜音楽ﾗｲﾌﾞ･ｽﾃｰｼﾞﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･落語 

船橋市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ&きらら

ﾎｰﾙ(船橋駅南口ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ 5F&6F) 

同市市民恊働課 

TEL:047-436-3201 

2.05日 

13~16 

第 11回 沖ノ鳥島フォーラム 
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/

press/2016/11/24/21.html 

沖ﾉ鳥島を舞台にどのような取組が行われているか

など最新状況報告。講演及び事例発表･周辺海域で

とれた魚の試食･写真･ﾊﾟﾈﾙの展示 他 

東京国際ﾌｫｰﾗﾑ ﾎｰﾙ D7 

(JR有楽町駅徒歩 1分) 

東京都／(株)ｾﾞﾈﾗﾙﾌﾟﾛﾓｰﾄ 

FAX:045-226-3342 12/26迄 
申込み方法は左記 URL内参照 

2.10金 

18:60~ 

市民電力連絡会NPO法人設立祈念フォーラム 

★温暖化対策 市民･地域電力の出番です 
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/event/ 

小西雅子(WWF ｼﾞｬﾊﾟﾝ)〜ﾊﾟﾘ協定と再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 

～市民･地域電力の飛躍的な発展に向けて～ 
資料代 1,000円｜17:30から同会総会 

ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ新宿 

(新宿区西新宿 2-11-4新宿中央公園
内) 

市民電力連絡会 

FAX:03-6380-5244 
左記 URL内から申込要 

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://4epo.jp/information/events/6085.html
http://onionworld.jp/news/post/38381
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/koza/center/koza20170124.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/koza/center/koza20170124.html
http://funabashi-mori.jp/event/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/24/21.html
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/11/24/21.html
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/event/
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NEW http://onionworld.jp/news/post/38379 両ﾌﾟﾗﾝとも 10ヶ月後､寒仕込みｵﾘｼﾞﾅﾙ味噌完成!※ ※内容詳細は左記 URLで確認要 

12.23金〜25日

10~ & 13~ 

NEW 

親子もちつき体験(有料) 

対象：柏市民等  満員締切り 
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/6602/ 

柏産もち米で機械と臼･きねを使った餅つき(完成品

約 3.5kg持ち帰り) 持参品：餅を入れる箱･盆､ｴﾌﾟﾛﾝ､

三角巾､子どもの上履き 

あけぼの山農業公園 

(柏市布施 2005-2) 

同公園 

TEL:04-7133-8877 

'17.1.10まで 

NEW 

青年就農給付金(準備型)給付希望者募集 

https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/kyuhuk

in/kyuhukin.html 

県が認める農業大学校や先進農家･先進農業法人等

の研修機関で研修を受ける方に､最長 2年間､年間

150万円を給付。左記 URL内に｢経営開始型｣もあり 

応募の詳細は左記 URL参照 県 農林水産部担い手支援課 

TEL:043-223-2904 

1.13金 9~11:10 

【A日程】※ 

NEW 

H29年度 県立農業大学校入学試験 

対象]農学科:高卒＆研究科:大学卒(農業短大含) 

https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/

boshuuannai.html 

農業は食料生産はもとより､環境保全など多面的機

能を有し､自然と共生の人類の最も基本的な産業。

農業志す優れた担い手・指導者育成を教育目標 

試験の詳細は左記 URL参照 

試験会場(同大)：東金市家之子 1059 

※：【B日程】2月 23日(2/10〆) 

県立 農業大学校 

TEL:0475-52-5121 

出願期限：12/22 

1.17火まで 
11~19  

NEW 

フードスケープ 私たちは食べものでできている 

〜アート×食＝皿の向こうに広がるものがたり 
http://www.artsmaebashi.jp/?p=7746 

私たちの身体は日々の食事によってできている｡ 

｢衣食住｣をﾃｰﾏの展覧会第 3弾｡本展では食べるこ

との未来をｱｰﾃｨｽﾄの表現を通じ一緒に考える｡ 

ｱｰﾂ前橋 

(群馬県前橋市千代田町 5-1-16) 

左同 

TEL:027-230-1144 

1.21土〜 

2.26日(全 8日) 

NEW 

千葉あそび〜 冬においしい｢新春トマト｣ 

畑で摘み取り､料理を楽しむ! (有料) 
http://onionworld.jp/news/post/38389 

｢ﾄﾏﾄ=夏｣の常識を覆す! 甘くてうまいﾄﾏﾄは冬に実

る!冬ならではの美味しさの秘密と摘み取り体験&

甘～い｢新春ﾄﾏﾄ｣試食、ﾄﾏﾄを使ったｽﾍﾟｼｬﾙﾗﾝﾁも 

日々(にちにち)農園 

(千葉市花見川区犢橋町 977-11) 

同農園･Cote cafe 

TEL:043-215-8571 

1.22日 NEW 

13:30~15:30 

県民の安全と健康なくらしのための総合講座 

食を見直す 新型栄養失調 基礎と対策講座 

大場泉(管理栄養士)〜新型栄養失調の可能性があるか

ﾁｪｯｸしよう･食べ物ｼｰﾄで食事傾向をﾁｪｯｸしよう 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 3F 研修室 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ(詳細は HP参照) 

TEL:04-7140-8615 要申込 1/15迄 

1.24火 

14~16 

バイオマス利活用研修会 
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/event/2016/biomass.html 

佐々木精一郎(株)IWD ｱｸﾞﾘ)〜食品残さを原料とした飼

料製造｜中野保(千葉市)〜せん定枝等ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用 

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ会議室 

(同市 中央区中央 4-5-1 きぼｰる内) 

県 循環型社会推進課 

TEL:043-223-2759 1/17迄 

1.27金 
13:15~15 NEW 

森林講座 

〜 木材の樹種の見分け方  
安部久(森林総研)〜身近な木材の樹種と性質､用途､

簡単な見分け方を実際の木材に触れながら説明 

多摩森林科学園 森の科学館 

(八王子市廿里町 1833-81) 

同園(詳細は HP参照) 

TEL:042-661-1121要申込 

1.27金 

15~17 
NEW 

第 162回 BIN研究会〜 ボルター社の小規

模木質コジェネレーションの概要と課題 
http://www.npobin.net/apply/ 

駒田忠嗣(ﾎﾞﾙﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)〜日本の地域において､木質ﾊﾞ

ｲｵﾏｽのｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝをどのように普及していくのか

を参加者の皆さまと議論。BIN会員以外有料 

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 1F) 

(NPO)ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN) 

TEL:047-389-1552要申込  

1.28土 
13:30~15 NEW 

講演会「野菜作りを楽しもう」(有料) 

http://kashiwa-tanaka.jp 

藤田智(恵泉女学園大)〜体験農園の紹介と楽しみ方､野

菜作り､食育について／柏産野菜のお土産つき 

東大柏ｷｬﾝﾊﾟｽ 柏図書館ﾒﾃﾞｨｱﾎｰﾙ 

(柏市柏の葉 5-1-5) 

柏たなか農園 

TEL:080-5656-3704 

2.11土祝 
14~16:30 NEW 

柏の農コン～FARMERS PARTY～ (有料) 
https://select-type.com/ev/?ev=yQh33KEIR5s 

市内で農業を営む男性 20名を相手とした婚活ｲﾍﾞﾝ

ﾄ｡食と農に興味のある女性の参加者を募集 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 会議室 A･B･C  

(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

柏市農政課 

TEL:04-7167-1143 1/31迄 

3.10まで ｢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 

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 

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://onionworld.jp/news/post/38379
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/6602/
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/kyuhukin/kyuhukin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/kyuhukin/kyuhukin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuuannai.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuuannai.html
http://www.artsmaebashi.jp/?p=7746
http://onionworld.jp/news/post/38389
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/event/2016/biomass.html
http://www.npobin.net/apply/
http://kashiwa-tanaka.jp/
https://select-type.com/ev/?ev=yQh33KEIR5s
https://www.palettekashiwa.jp/
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
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http://www.city.kashiwa.lg.jp/fanfun/bloghakunchu/bloghakunchu2/ 

毎週 

火〜金 

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

｢とれたて産直館印西店｣が地元産お米や旬の

野菜･果物など移動販売車で各地巡回 

火：木下東集会所〜金：木刈 5

丁目集会所 詳細左記 URL参照 

JA西印旛 直販部店舗課 

TEL:0476−48−2218 

毎週土[通年]  

7:30〜8:30 

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

同会 朝市部会

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

8:45〜11:45 
同上 同上 東葛病院駐車場  

(流山市下花輪 409) 

同上 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html 

10月〜7月 

8:45〜9:45 

コスモス会 ふれあい朝市(毎日) 同上 あ 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 ､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 

12.16金まで 

NEW 

エコツーリズムガイド等養成研修受講生募集 

〜 地域の自然観光資源(景観､野生生物､＊ 
http://www.env.go.jp/press/103258.html 

＊温泉等)､歴史や伝統文化等を解説し､自然や地域

の魅力を伝えるｴｺﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞやｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑによる地域

活性化に取り組む地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修 

内容等の詳細は左記 URL参照 環境省／(NPO)日本ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ協会 

TEL:03-5437-3080 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/fanfun/bloghakunchu/bloghakunchu2/
http://www.city.inzai.lg.jp/0000004685.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005978.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html
http://monzenichi.com/member/member.php
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
http://www.env.go.jp/press/103258.html
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12.17土まで 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ない｡農業

と教育の理想を実現するため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 

12.18日まで 
NEW 

「COOL CHOICE」MOE萌えキャラクター

一般投票 
http://www.env.go.jp/press/103310.html 

一般投票後､環境大臣が最終選定を行いｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸ

ﾀｰ決定｡その後 3D化等の加工を行い｢COOL CHOICE｣

普及啓発の様々な場面で活躍してもらう予定 

詳細は左記 URL参照 環境省地球環境局地球温暖化対策課 

TEL:03-5521-8341 

12.28水まで 

NEW 

グリーンパワーフォトコンテスト 

ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾜｰで輝くｸﾘｽﾏｽ｡とびきりの一枚を! 
http://greenpowerproject.jp/participate/detail.php?id=34 

全国でｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ(再生ｴﾈ)の利用拡大を目的に開催

｢ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾜｰｸﾘｽﾏｽ｣＊に参加施設のﾗｲﾄｱｯﾌﾟ等写真 

＊http://greenpowerproject.jp/participate/sub.php?id=12 

応募の詳細は左記 URL参照 ｴﾈ庁／ｸﾞﾘｰﾝ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
事務局 

TEL: 03−6810−0361 

12.28水まで 「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 
(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､大胆でび

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 

1.11水まで 

NEW 

地球温暖化防止ポスター募集(船橋市) 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kanky

ou/004/p039562_d/fil/H28chirashi.pdf 

地球にやさしい生活の取組みとして推進｢18のｱｸｼ

ｮﾝ｣の中からﾃｰﾏを一つ選び､そのﾃｰﾏに沿ったもの 

応募の詳細は左記 URL参照 船橋市地球温暖化対策地域協議会 

TEL:047-436-2465 
事務局：船橋市環境政策課 

1.16月まで 

NEW 

第 17回パルシステム千葉 NPO助成基金公募 

目的:市民による地域社会づくり促進＊ 

http://npo-scc.org/information/cooperation/palfund20161130/ 

＊対象:千葉県内の NPO､市民活動団体等/分野:環

境､福祉､教育､人権､文化､国際交流､他/助成総額

300万円･同上限:一般 30万円/件､新規 50万円 

応募と内容詳細は左記 URL参照 

(事前説明会 3会場であり) 

NPO支援ｾﾝﾀｰちば 

TEL:04-7135-8101 

1.16月まで 

NEW 

2017年度 東京ガス環境おうえん基金 

☆ 助成総額 1,000万円 本年度で終了 
http://www.jeas.or.jp/activ/prom_02_00.html 

地域と地球の環境保全､環境教育､意識啓発活動へ

の支援を行い､地域と地球の環境問題解決と持続可

能な社会実現に貢献することを当基金の目的 

助成種別：ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ･森

林や藻場の育成､再生､活用など。 

詳細は左記 URL参照 

(公財)日本環境協会 東京ｶﾞｽ環境

おうえん基金事務局   

TEL:03-5643-6262 

1.20金まで 

NEW 

県 地球温暖化防止活動推進員募集 
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/suishinin/suishinin.html 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして自ら地球温暖化対策実践､地域の

人々へ地球温暖化現状や対策の普及啓発等活動 

応募の詳細は左記 URL参照 県 環境生活部 循環型社会推進課 

TEL:043-223-4645 

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 

1.31火まで H29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 

2.28火まで 

NEW 

H29年度 千葉ｼﾆｱ自然大学 受講生募集(有料) 

自然を学び､社会とつながる/基礎･専門ｺｰｽ 
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=797974 

期間：H29年 4月～H30年 3月 

基礎ｺｰｽ:年間を通し様々な分野を学べる 

専門ｺｰｽ:興味分野に合わせ学べ複数ｺｰｽ同時選択可 

会場を含む詳細は左記 URL参照 

 

1月 12日(木)に学校説明会 

(NPO)千葉自然学校 千葉ｼﾆｱ自然大

学運営事務局 

 TEL:043(227)7103 

http://noda-muse.or.jp/4611
http://www.env.go.jp/press/103310.html
http://greenpowerproject.jp/participate/detail.php?id=34
http://greenpowerproject.jp/participate/sub.php?id=12
http://greenpowerproject.jp/participate/sub.php?id=12
http://www.yushu.or.jp/museum/kikaku/index.html
https://www.ecochil.net/prevention_of_global_warming/t_index.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p039562_d/fil/H28chirashi.pdf
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p039562_d/fil/H28chirashi.pdf
http://npo-scc.org/information/cooperation/palfund20161130/
http://www.jeas.or.jp/activ/prom_02_00.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/suishinin/suishinin.html
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/119/index.html
http://www.env.go.jp/press/103068.html
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=797974
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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 

NEW 

我孫子市 鳥の博物館 

てがたん(手賀沼周辺の自然観察会) 

〜 ｢てがたん｣は､博物館前に広がる＊ 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/ 

＊手賀沼の自然の中で､鳥とそれにかかわる生き物たち

を観察する散歩感覚自然観察会｡毎月ﾃｰﾏを決め自然の見

どころ紹介｡鳥のﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｶﾞｲﾄﾞも｡ﾌｨｰﾙﾄﾞ熟知ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯ

ﾌが観察ｻﾎﾟｰﾄし誰でも気軽に参加できる 

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mu

s/info2/tegatan/index.files/tegatan201

6.pdf 

左記同 

我孫子市高野山 234-3 

TEL:04-7185-2212 

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  

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 

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  

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･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.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.files/tegatan2016.pdf
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.files/tegatan2016.pdf
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.files/tegatan2016.pdf
http://www.sjnkef.org/kouza/index.html
http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2016/
http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2016/
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 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 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 ･昆虫の自然観察会｡あな

たも私たちとさとやまの自然とふれあってみませんか 

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

html 
同会事務局 
jimukyoku@nposatoyama.com 

年間 東葛しぜん観察会 

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

千葉県東葛飾地区で身近な自然の観察をしている自然観

察指導員の集まり｡自然に親しみ､自然の中での体験を通

じて自然から様々なことを学ぶ｡ 

左記 URLに同じ 同会事務局 

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

年間 

 

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

s/info2/tegatan/index.html 

鳥の博物館前にひろがる手賀沼の自然の中で､鳥と

それにかかわり合う生き物たちを観察する散歩感

覚の自然観察会｡ 

左記 URLに同じ 我孫子市 鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212 

年間 千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

http://chibawildbird.web.fc2.com 

昭和 49年に自然保護運動を進めて来た人たちにより誕

生｡会員は 200人程で､鳥を見て楽しむこと､鳥や自然を

知ること､守ることの 3つが活動の柱｡ 

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

年間 日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

http://www.chibawbsj.com/ 

探鳥会は初心者中心の野鳥観察会｡県内七ｶ所で定例探

鳥会､そのほか県内で四季折々に鳥や植物などの観察会

を行っている｡ 

http://www.chibawbsj.com 左記 URL参照 

TEL:047-431-3511(土･15〜18時) 

年間 行徳野鳥観察舎および行徳保護区で行

なわれる定例行事 

県 行徳野鳥観察舎(友の会含む)定例行事 

･定例園内観察会：毎週日曜･祝日(休館日除く) 

http://homepage2.nifty.com/suzuga

mo/gyouji.html 
同観察舎 

TEL:047-397-9046 

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 

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/
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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 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.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

