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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

お陰さまで本案内は 13年目に入りました。 

遅ればせながら本年も「環境と農の広場」をよろしくお願いします。 

 

今朝も今も寒い一日になっています。 

朝 5時過ぎ「暖房前」屋外気温マイナス 1.5℃、屋内リビング気温 13.3℃で、 

屋外と屋内の温度差は 14.8deg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 【 気候変動と生物多様性保全 】 

 

沖縄にある国内最大珊瑚礁の 7割が海水温上昇により死滅し、 

お米を始めとする農産物も気候変動対応を迫られています。 

 

このように全ての動植物含む多様な地球生物を守るには、 

自然災害など最大の影響を与える気候変動抑止が最大課題です。 

 

しかしながら現在、環境省では温暖化防止担当「地球環境局」と、 

生物多様性担当「自然環境局」の縦割り組織であり、 

それを習う自治体や市民活動も分断された活動になっています。 

 

これでは共通の最大課題をみんなで効果的に取り組めません。 

ではどうすれば良いのでしょうか。 

こんな悩みを 1月 9日開催「さとやま塾」で質問しました。 

 

そのような認識ある動きもあるとのことで半分安心しましたが、 

待つこと無く、縦割りを排した市民レベルでの普段の活動や、 

表題テーマのイベントができればと思います。 

以上。 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 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 



 2 

＜明日への助け合い＝環境とエネルギーの保全・食農安全＞ 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

本案内の補足版「省エネ・創エネ情報」配信中です。 

配信枠に余裕ありますのでご連絡ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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★☆          案内 ☆★ 2017.01.15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 

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 

1.18水 

13:30~15 

管理組合のためのマンション管理セミナー 

★窓サッシ・玄関扉の改修の手順 

〜建具改修のポイント 

外池謙二郎(住管ｾﾝﾀｰ)〜豪雨や台風などで窓ｻｯｼの隙

間から雨水の吹込み、ｶﾞﾗｽ戸ｶﾞﾀｶﾞﾀ､日常の開閉､

玄関の隙間風が寒いなど不具合はありませんか 

NPO 住管ｾﾝﾀｰ ｾﾐﾅｰ室 

(船橋市印内町 603-1 田中ﾋﾞﾙ 621 
 西船橋駅南口徒歩 1分) 

(NPO)集合住宅等管理支援ｾﾝﾀｰ 

TEL:047-420-3307 
info@jyuukan-center.com 

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 

10~12:30 

H28年度 自然史学会連合講演会 

ひろがる自然史！〜カイコから恐竜まで〜 
http://ujsnh.org/sympo/2016/index.html 

富岡製糸場～群馬の自然がはぐぐんだ官営工場～ 

ｺｹﾑｼの魅力に迫る～水中の小さな｢共同住宅｣でく

らす動物～ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ調査･西日本～みんなで調べて･･ 

群馬県立自然史博物館 

(富岡市上黒岩 1674-1) 

自然史学会連合・群馬県立自然史博物館 

TEL:0274-60-1200 申込不要 

 

1.21土 

13~16:30 

第104回 暦博フォーラム 

「酉の鳥」 ＜定員満了＞ 
http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html 

2017年干支は酉。年末･年始さまざまな鳥の姿。 

そのなかでどの鳥が印象的でしたか。歴史のなか

の鳥をながめる 

国立歴史民俗博物館 

(佐倉市城内町 117) 

同館 

TEL:043-486-0123 要申込 満員 

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 

1.21土 

13:30~15:30 

まつど景観フォーラム 土田寛(東京電機大)〜景観まちづくり＋景観条例(東

京の条例例)。他関連の上映会・表彰式・報告会 

松戸市民劇場 

(同市本町 11-6) 

松戸市都市計画課 

TEL:047-366-7372 
1.21土･2.11

土･3.11土 

各 10~11:30 

かしこいリフォームセミナー 

家を 2倍地震に強く、暖かくする 

「耐震・省エネ改修 説明会」(無料) 

1)ﾐﾆ講習:柏市木造住宅耐震診断士による耐震や住

宅改修の助成金 2)個別耐震診断:在来木造住宅の

耐震･省ｴﾈを図面診断｡自宅の写真や図面要 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

(柏市柏 1-7 Day One ﾀﾜｰ 1F) 

かしわ地域防災ｴｺﾈｯﾄ 

TEL:04-7174-1145 要申込 

http://www.light-technology.jp/Home/
http://www.evjapan.jp/Home/
http://www.robodex.jp/Home/
mailto:info@jyuukan-center.com
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://ujsnh.org/sympo/2016/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
http://kumanomori.info/?page_id=1243
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1.22日 

13:30~16:30 

生物多様性を求めた森林の管理 学習会 

 

加藤和弘(放送大)〜森林管理と生物多様性の重要要

素としての里山環境や里山林／ 注:ｽﾘｯﾊﾟ持参 

上高津貝塚 考古資料館 2F 

(茨城県土浦市上高津 1843) 

(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会 

TEL:090-9840-7194 

1.24火 
13:30~16 
 

(対象:都民等) 

【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 

1.25水 

13:30~16:50 

IPCCシンポジウム 2017 

～ 気候変動の科学と私たちの未来 
http://www.env.go.jp/press/103358.html 

仏の IPCC議長招き､気候変動の科学的最新知見､国

内気候変動対策の普及､国際貢献に生かす取組み､

科学者､気象ｷｬｽﾀｰ､政策決定者などが議論 

千代田放送会館 2F ﾎｰﾙ 

(千代田区紀尾井町 1-1) 

環境省／地球･人間環境ﾌｫｰﾗﾑ 

TEL:03-5825-9735 1/23必着 
 

1.26木 

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 
http://j-water.org/ 

概要､技術的しくみ､河川流量と発電量､経済性と固

定価格買取制度､事例(河川取水､農業用水､手作り小規模

発電)と特徴 

同協議会事務所会議室 

(豊島区巣鴨 2−11−4 第 3高橋ﾋﾞﾙ) 

全国小水力利用推進協議会 

TEL:03-5980-7880 

1.26木 

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 
http://j-water.org/ 

水車発電機その他発電設備概要｡年間発電量や建

設費などで注意部分概略｡小水力発電の開発ｽﾃｯﾌﾟ

の概略 *小水力発電の概要､仕組み等 

同協議会事務所会議室 

(豊島区巣鴨 2−11−4 第 3高橋ﾋﾞﾙ) 

全国小水力利用推進協議会 

TEL:03-5980-7880 

1.28土 

13~14:30 

私たち柏における｢持続可能な地域社会

創り｣を考える公開勉強会(柏市民等対象) 

環境問題を克服した持続可能な地域社会の取組み

を考える。 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 

(柏市柏 1-7 Day One ﾀﾜｰ 1F) 

(NPO)かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ 

TEL:04-7170-7090 平日 13~17時 

1.28土 

13:30~15 

第 23回 歴史と文化のトーク＆トーク inなが

れやま｢市野谷の森の保全と自然環境｣ 
http://www.issasoju-leimei.com/misegura/4.event/event.html 

恵良好敏(NPOさとやま)〜｢市野谷の森｣がどのように保

全されてきたか、森の自然観察をﾗｲﾌﾜｰｸとする講

師に､森の自然環境の素晴らしさをご紹介 

流山福祉会館(流山市流山 2-102) 

受付:右記見世蔵(同流山 2-101-1) 

万華鏡ｷﾞｬﾗﾘｰ見世蔵/月･火:休館 

TEL:04-7190-5100 

1.29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､鳥につい

て勉強しよう! 持ち物:防寒着､長靴､双眼鏡(貸出可) 

ふなばし三番瀬海浜公園 

(船橋市潮見 40) 

同公園 

TEL:047-435-0828 

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 

2.02木 

14~16:50 

水素先端世界フォーラム 2017 
http://hydrogenius.kyushu-u.ac.jp/ci/event/ihdf2017/index.html 

欧州や国内の再生ｴﾈ由来水素製造取組み､FCVや燃

料電池､水素機器素材の取組みの最前線ご紹介 

ｱｸﾛｽ福岡 

(福岡市中央区天神 1-1-1) 

九州大学水素材料先端科学研究ｾﾝﾀｰ 

TEL:092−802−3927 

2.02木〜16木 

13:30~16:30 

パソコン講座 ｢簡単なホームページ作成｣ 
対象:柏市民等でﾜｰﾄﾞが使え全 3回参加可 

無料 HP ｻｰﾋﾞｽ｢ﾜｰﾄﾞﾌﾟﾚｽ｣を使った解説方法を学ぶ｡

初日に開設確認のため事前に WEB ﾒｰﾙ準備を 

柏市中央公民館 

(柏市柏 5-8-12) 

同館(往復はがきで申込み) 

TEL:04-7164-1811 1/26迄 

2.03金 HYDROGENIUS研究シンポジウム 
http://hydrogenius.kyushu-u.ac.jp/ci/event/ihdf2017/index.html 

世界各地の研究者が最新の研究開発成果を発表し､

来るべき水素社会の展望について議論 

九州大学伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ 椎木講堂 

(福岡市西区元岡 744) 

九州大学水素材料先端科学研究ｾﾝﾀｰ 

TEL:092−802−3927 

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 

2.04土 

13~16 

流山市環境講座〜現役気象キャスターの 

☀みんなで楽しく考えよう!地球温暖化 

〜 命を守るための気象情報 

1)流山ｸｰﾙ･ﾁｮｲｽ宣言(井崎流山市長)|2)講演:寺川奈

津美(気象ｷｬｽﾀ)〜みんなで楽しく考えよう!地球温暖化 

3)映画｢ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙ ｱｲﾗﾝｽﾞ｣〜気候変動 沈む島の記憶 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 

(同市中 110 TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅徒歩
3分) 

流山市／温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7150-6083 予約不要 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/koza/center/koza20170124.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/koza/center/koza20170124.html
http://www.env.go.jp/press/103358.html
http://j-water.org/
http://j-water.org/
http://www.issasoju-leimei.com/misegura/4.event/event.html
http://funabashi-mori.jp/event/index.html
http://hydrogenius.kyushu-u.ac.jp/ci/event/ihdf2017/index.html
http://hydrogenius.kyushu-u.ac.jp/ci/event/ihdf2017/index.html
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2.05日 

9:30~12 

ワクワク里山体験 

2月の月例ﾃｰﾏ観察会「江戸時代の宍塚」 
主催者 HP： http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

木塚久仁子(土浦市立博物館)〜江戸時代､宍塚 はどん 

な様子だったか｡ そのころの ､建物､ の仏様な

ど、先生と歩き昔の の姿を想像してみよう｡ 

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 

2.05日 

9:30~16 

バードカービング教室 ｺｱｼﾞｻｼの模型(ﾃﾞｺｲ)を作り､鳥の形態や生き物･自

然について学ぶ｡小学 5年生以上｡ 

柏市中央公民館 

(柏市柏 5-8-12) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ／平日 13〜17時 

TEL:04-7170-7090 1/16 より受付 

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 

2.06月 

13~16 

不用毛糸で指編みマフラー＆帽子づくり 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8506/027628.html 

持ち物:1.毛糸 3玉程度 ※毛糸は極細以外､どんな

太さでも可｡※ｾｰﾀｰをほどいたものも可｡2.はさみ 

流山市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館 

(同市下花輪 191) 

同市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 1/16迄 

2.07火 

13~17:30 

東京国際シンポジウム『砂漠化と闘う』 
http://www.env.go.jp/press/103433.html 

国連砂漠化対処条約発効 21年目｡関連取組を振り

返り､2030 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞといった最新国際合意､政策､研

究､国際協力などから砂漠化対処のあり方を議論 

国連大学 ｳ･ﾀﾝﾄ国際会議場 

(渋谷区神宮前 5-53-70) 

環境省､鳥取大､国連砂漠化対処条約

事務局 

TEL:03-6737-9263 

2.07火 

14~16 

 炭エネルギー講演会 

〜 最新の 炭エネルギー事情 〜 

http://www.nef.or.jp/topics/20161227.html 

演題：国の 炭政策|最新 炭ｴﾈﾙｷﾞｰ事情|国内微粉炭火

力のﾊﾞｲｵﾏｽ混焼拡大への先進的取組み|褐炭をｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞ

ｰに転換する CO2 ﾌﾘｰ水素ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ実現への取組み 

TKP新橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ ﾎｰﾙ 3A 

(港区西新橋 1-15-1) 

(一財)新ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6810-0361 2/3迄 

左記 URL内から申込み 

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 

2.11土祝 

9:15~15:45 

景観まちづくりフォーラム／参加費 500円※ 

「歴史の中の里山とローカル鉄 」 
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/event/2016/keikanforum.html 

AM:古 散策|PM:活動報告･南市原の里山保全活動･

内田郷の古地図と歴史･里山景観とﾄﾛｯｺ列車･内田の

里山と歴史･文化の現状|ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ｡ ※昼食代 

内田未来楽校(市原市宿 174-8) 

集：9:15 市立内田小学校 or 

小湊鐵  上総牛久駅 

景観まちづくり千葉協議会 他 

TEL:0436-92-1196 1/29必着 
npo-club@par.odn.ne.jp 

2.12日 

13~15 

メチル水銀による健康影響等に関する
調査研究発表会 

http://www.env.go.jp/press/103442.html 

対象:広く一般の方へ現時点で得られている最新知

見紹介｡登壇者: 田勝敬(秋田大)､中 政明(国立水俣

病総研)､臼杵扶佐子(同)､平田好文(熊本託麻台ﾘﾊﾋﾞﾘ病院) 

新潟ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

(新潟県新潟市上所 2−2−2) 

環境省総合環境政策局 

TEL:03-5521-8257 2/03迄 
hoken-tokutai@env.go.jp 

2.15水＋17金
※(両日参加要) 

体験教室｢自分でつくる糸と布｣(全 2回) 

※2/15(水):9:30&13:30~､17(金):10~15時 

糸車を使って綿から糸をつむぎ、高機(たかはた)で

織り布に。講師は同博物館学芸員ほか 

松戸市立博物館 実習室 

(同市千駄堀 671) 

同館 

TEL:047-384-8181 1/24迄 

2.15水〜 

17金 10~17 

ENEX(ｴﾈｯｸｽ)/Smart Energy Japan/ 

電力･ガス新ビジネス EXPO 
http://www.low-cf.jp/index.html 

省ｴﾈやｴﾈﾙｷﾞｰ管理､電力･ｶﾞｽ小売事業に関するあら

ゆる技術や製品､ｼｽﾃﾑ､ｻｰﾋﾞｽ､ｿﾘｭｰｼｮﾝが一堂に会す

る展示会 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1･2 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ･(株)JTB ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 

TEL:03-5657-0762 

2.16木 

9~ 

自然観察会 

〜 松戸 江戸川土手 探鳥会 
案内:ｵｵｼﾞｭﾘﾝ､ｶﾜﾗﾋﾜ､ﾏﾋﾜなど期待 

持物:観察用具､弁当､飲み水､帽子､雨具 

集：9時 東武線 馬込沢駅 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

2.16木 

10~17 

｢低炭素杯 2017｣の来場者募集 
http://www.env.go.jp/press/103304.html 

全国選抜の地球温暖化対策に取組むﾌｧｲﾅﾘｽﾄ 26団

体(学校､企業､NPO､自治体等)がｽﾃｰｼﾞで成果を競う 

日経ﾎｰﾙ 

(千代田区大手町 1-3-7日経ﾋﾞﾙ) 

低炭素杯実行委員会 

TEL:03-6273-7785 2/9締切り 

2.18土 
9:30~11:30 

緑の教室 鈴木弘行(緑の相談員) 
〜 ｶﾗｽから始める初めてのﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ 

青葉の森公園 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同公園 

TEL:043-208-1510 要申込 

2.18土 

14~16:10 

子どもの健康と環境に関する全国調査(ｴｺﾁﾙ調査) 

「第６回 エコチル調査シンポジウム」 
http://www.env.go.jp/press/103380.html 

子どもの発育に影響する化学物質等の環境要因を

明らかにし､次世代の子どもたちが健やかに育つ環

境の実現を図る目的｡内容は左記 URL参照 

江戸東京博物館 1F ﾎｰﾙ  

(墨田区横網 1-4-1) 

環境省・国立環境研究所 

TEL:03-3265-8694要申込 2/13迄 

http://www.kasumigaura.net/ooike/
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://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8506/027628.html
http://www.env.go.jp/press/103433.html
http://www.nef.or.jp/topics/20161227.html
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/event/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/event/2016/keikanforum.html
mailto:npo-club@par.odn.ne.jp
http://www.env.go.jp/press/103442.html
mailto:hoken-tokutai@env.go.jp
http://www.low-cf.jp/index.html
http://www.env.go.jp/press/103304.html
http://www.env.go.jp/press/103380.html
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【農林水産・食・畜産・緑・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾊﾞｲｵﾏｽ・朝市】NEW：新掲載 

いつ'15年.

月.日.時 

何を？(表題) 

内容の一部を含む 

内容は？、講師等(敬称略)、 

補足／県:千葉県(他欄共通) 

どこで?(所在地､交通､宛先､ 応
募先等) 集､解:集合,解散 S:地下鉄 

主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO法人 NW：ﾈｯﾄﾜｰｸ 

1.17火まで 
11~19 

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 

1.20金･21土 

13:30~15:30 

食を楽しむ教室〜 手作り味噌にチャレンジ！ 
http://www.cue-net.or.jp/file.jsp?id=10044 

冬は味噌仕込みに最適｡自家製味噌の深い味や香り

が楽しめる｡生米麹､国産大豆､出来上り約 2.5kg 

県立北総花の丘公園 Bゾｰﾝ講習棟 

1F講習室 (印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 要申込 

1.21土〜 

2.26日(全 8日) 

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 

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 

1.22日 

13:30~15:30 
NEW 

食を楽しむ教室 

〜 親子で手作り味噌にチャレンジ！ 
http://www.cue-net.or.jp/file.jsp?id=10045 

日本  の調味料『味噌』を親子で大豆､麹､ を混 

作る｡生米麹(熊本県産)､国産大豆(北海 産)､出来上り

約 2.5kgの味噌作り｡自宅に持ち帰り熟成させる｡ 

県立北総花の丘公園 Bゾｰﾝ講習棟 

1F講習室 
(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 要申込 

1.22日まで 
10~16:30 

NEW 

体験農園見学会 

〜流山おおたかの森･久兵衛体験ファーム(有料) 
https://www.sharebatake.com/farms/nagareyama 

ﾆｭｰﾀｳﾝ､流山おおたかの森駅に地域最大級の特大農園が! 

朝は全身に朝日浴び､夕方は広がる夕日を眺め､年間 20

種以上の野菜が作れる☆忙しい毎日､都会では味わえな

い開放感・ﾘﾗｯｸｽ効果の畑生活を始めませんか?  

詳細は左記 URL参照 

(流山市東初 5-16の東側) 

(株)ｱｸﾞﾘﾒﾃﾞｨｱ／体験農園事務局 

TEL:0120-831-296 

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 

10~, 13:30~ 
NEW 

環境講演会 7･8〜利きハチミツ体験会 

～ハチミツを食べ比べしよう！ 
http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/koshu/chibadai.html 

三輪正幸(千葉大)〜ﾊﾁﾐﾂは｢ｱｶｼｱ｣や｢ｸﾛｰﾊﾞｰ｣など種類豊

富｡ﾐﾂﾊﾞﾁが訪れる植物は国内 300種以上｡その中から 30

種以上ﾊﾁﾐﾂを試食｡ﾊﾁﾐﾂ見分けるﾊﾁﾐﾂｿﾑﾘｴになれる？ 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015 要申込 

1.27金 

13:15~15 

森林講座 

〜 木材の樹種の見分け方 【満席】 
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 

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 
8:30~12:30 

NEW 

第 80回 うんがいい！朝市ありがとう！80回 

先着 80人｢うんがいい!黒米(新米)｣ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/index.html 

新鮮地元の朝採れ野菜､地域商店の惣菜､和洋菓子､

地元と運河の国ｵﾗﾝﾀﾞの手工芸品､流山市ふるさと

産品､姉妹･友好都市物産など｡ 関連ｲﾍﾞﾝﾄあり 

運河水辺公園 

(東武野田線運河駅徒歩 2分) 

利根運河交流館 

TEL: 04-7153-8555 

1.28土 
13:30~15 

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 
     

2.24金 

10~11:30 

フィールド教室 鈴木弘行(緑の相談員) 
〜 季節を感じる自然観察会 

青葉の森公園 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同公園 

TEL:043-208-1500 要申込 

http://www.artsmaebashi.jp/?p=7746
http://www.cue-net.or.jp/file.jsp?id=10044
http://onionworld.jp/news/post/38389
http://www.cue-net.or.jp/file.jsp?id=10045
https://www.sharebatake.com/farms/nagareyama
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/event/2016/biomass.html
http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/koshu/chibadai.html
http://www.npobin.net/apply/
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/index.html
http://kashiwa-tanaka.jp/
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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 

1.30月 

10~,13~  

NEW 

園芸講演会〜 花木を美しく撮るコツを

学ぼう～早春のウメの花や野鳥など～ 
http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/koshu/chibadai.html 

田中つとむ(ﾌﾘｰｶﾒﾗﾏﾝ)〜ﾂﾊﾞｷやｳﾒ､ﾛｳﾊﾞｲなど冬から早春に
かけて可憐な花を咲かせる樹木がある｡美しく撮るちょ

っとしたｺﾂを学び､一緒に撮影してみませんか｡ 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015 要申込 

1.31火 
13:30~16 NEW 

食育実践公開フォーラム 
http://sc.kgef.ac.jp/forum1.html 

登壇者:鶴岡佳則(農水省)･渋川祥子(横浜国大)･食育

実践者･仮認定食育士･大野博之(右記主催者) 

さいたま市民会館おおみや 小ﾎｰﾙ 

(同市大宮区下町 3-47-8) 

国際学院埼玉短大 

TEL:048-641-7468 

2.06木 

10~14 NEW 

太巻き寿司教室〜郷土料理にチャレンジ 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/14595/014476.html 

毎年“恵方巻き”季節に市内農家女性団体が講師

となり､房総に わる『太巻き寿司』をつくる 

1.北部公民館(流山市美原 158-2) 

2.初 公民館(同市西初 4-381-2) 

流山市役所 農業振興課 

TEL:04-7150-6086 1/18まで 

2.10金 

10~16 NEW 

生涯現役農業＆緑化セミナー 

〜柏市在住で農業や緑化学びたい方､* 

http://kashiwa-secondlife.com/seminar/3603 

*農業体験したい方､農業関係仕事をしたい方で､生

涯現役促進協議会の面談･ｱﾝｹｰﾄ等に協力いただけ

る方｡ 50名(応募者多数は抽選) 無料(野菜お土産付) 

東大柏ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合研究棟 6F大会議室 

(柏市柏の葉 5-1-5) 
生涯現役促進協議会 

TEL:04-7157-0282(平日 10～16時） 

要申込 2/3まで 

2.11土祝 

8:40~17 

NEW 

田舎暮らし情報発信事業 

「狩猟体験ツアー」参加者募集！ 
http://www.city.isumi.lg.jp/miryoku/ijyu/post_163.html 

近年､ｲﾉｼｼやｷｮﾝ等の野生鳥獣が増加､いすみ市の農

林被害や生態系悪化を引き起こしている｡このよう

な中､同市の狩猟現場を紹介。参加費 1,500円 

集：JR外房線 大原駅 8:40 又は 

同市役所 大原庁舎 駐車場 

(同市大原 7400-1) 

いすみ市 水産商工観光課 

TEL:0470-62-1332 2/6正午迄 

2.11土祝 
14~16:30 

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 

2.17金 NEW 

13:15~15 

森林講座 

〜抵抗性クロマツで海岸防災林を再生する 

織部雄一朗(森林総研)〜ﾏﾂ材線虫病が広がりつつあ

る東北､東日本大震災復興に同ｸﾛﾏﾂ供給する取組み 

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 

2.18土 

10~13  NEW 

椎茸栽培講習会／有料※ 

対象：柏市民等 

栽培方法を学んだ後､原木に穴をあけ種駒を打った

ものを持ち帰り｡※原木 680円／本(1or3or5本) 

あけぼの山農業公園 

(柏市布施 2005-2) 

同公園 

TEL:04-7133-8877 2/2から受付 

2.28火まで 

NEW 

第 9回 ふっつ生のりフェア 

〜 この時期でしか味わえない､＊ 
http://www.futtsu-kanko.info/namanori/ 

＊富津市内で採れた新芽生海苔(板状にする前の海苔)

を使い､ﾌｪｱ参加店舗※で様々な生のり料理が楽しめ

る｡料理注文でｻｰﾋﾞｽ(店舗により異なる)が付く 

※参加店は左記 URL参照 富津市観光協会 

TEL：0439-80-1291 

3.10金まで ｢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 

3.27月まで 

NEW 

H28年度 市民公募展 集まれ！食の仕事人 

〜見せます、私の仕事 具〜 
http://noda-muse.or.jp/exhibition/exhibition 

まちで働く人たちが主役｡醤油産業と発展の歴史も

つ野田市域で"食"に携わる現代｢食の仕事人｣たち

を､実際に使う 具や､仕事への想いを通し紹介 

野田市郷土博物館 1F展示室 

(同市野田 370-8) 

同館・市民会館 <火曜休館> 

TEL:04-7124-6851 

随時募集 農作業を手 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 ＜お願い＞変更や誤りあればお知らせください。 

毎週水 

14:30~15:30 

柏人への (農×食×人) 路地裏マルシェ他 

〜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 

http://funabashi-mori.jp/event/index.html
http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/koshu/chibadai.html
http://sc.kgef.ac.jp/forum1.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/9298/14595/014476.html
http://kashiwa-secondlife.com/seminar/3603
http://www.city.isumi.lg.jp/miryoku/ijyu/post_163.html
https://select-type.com/ev/?ev=yQh33KEIR5s
https://www.palettekashiwa.jp/
http://www.futtsu-kanko.info/namanori/
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/index.html
http://noda-muse.or.jp/exhibition/exhibition
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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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 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 

1.16月まで 

 

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 

 

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 

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://npo-scc.org/information/cooperation/palfund20161130/
http://www.jeas.or.jp/activ/prom_02_00.html


 9 

1.18水まで 

NEW 

アイデムフォトギャラリー「シリウス」年頭企画展 

公文健太郎 写真展「耕す人」 
http://www.photo-sirius.net 

｢日本の風景｣は｢農業の風景｣なのだと気付かされ、

日々繰り返される農家の営みを表現したﾓﾉｸﾛの作

品(約 25点)。 

ｱｲﾃﾞﾑﾌｫﾄｷﾞｬﾗﾘｰ｢ｼﾘｳｽ｣ 
(新宿区新宿 1-4-10 ｱｲﾃﾞﾑ本社ﾋﾞﾙ 2F) 

左同 

TEL:03-3350-1211 

1.20金まで 

 

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 

1.23月〜 

2.28火まで 

NEW 

写真の日記念写真展 2017作品募集(有料) 

★感動発信!感動共有!6月 1日｢写真の日｣ 
http://www.psj.or.jp/gekkan/schedule/contest2017/detail2017.html 

言葉では言い尽くせないｼｰﾝも写真なら えられる｡

撮影技術より写す人の心が感じられる作品を期待。 

ﾃｰﾏは自由作品とﾈｲﾁｬｰﾌｫﾄの 2部門 

応募の詳細は左記 URL参照 東京写真月間 2017実行委員会・他 

TEL:03-5276-3585 

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 

2.03金まで 

必着 

NEW 

H29年度 公益助成事業募集(関東甲信地域) 

★公益性高く､社会貢献度の高い活動 
http://www.kan-koueki.net/bosyu.html 

対象事業:1.地域活性化・2.防災・3.環境保全・4.

調査研究･技術開発・5.講演会等・6.広報 
助成額：限度なし。期間：単年度原則 

応募の詳細は左記 URL参照 (一社)関東地域づくり協会 

TEL:03-3254-3691 
nakagawa16@kt-chkd.or.jp 

2.05日まで 

NEW 

あおばの四季"秋冬編”写真展 2016 

写真募集／展示 2月 12日〜3月 12日 

ｷｬﾋﾞﾈ判(120㎜×165 ㎜)又は 2L ｻｲｽﾞ(127㎜×178 ㎜)にﾌﾟﾘﾝﾄ 
http://www.cue-net.or.jp/kouen/aoba/event/syasinten_20161210.html 

応募の詳細は左記 URL参照 青葉の森公園 

TEL:043-208-1500 

2.12日まで 

NEW 

企画展『小笠原国立公園』 
http://www.env.go.jp/press/103391.html 

小笠原諸島として昨年世界遺産登録5周年の小笠原国立

公園。国立科学博物館や生物多様性ｾﾝﾀｰ所蔵標本の展示

を通し､その魅力を紹介 

国立科学博物館 日本館 地下 1F 多

目的室 

(台東区上野公園 7-20) 

同館、環境省 

TEL:03-5777-8600 ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ 

2.19日まで 
NEW 

開館 20周年 自然史博物館 20年のあゆみ 

〜コレクション展〜 
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/wp-content/uploads/10e19

662b0ea9db1d2b3aef023d7cd70.pdf 

群馬県内の野生生物たちの状況､さまざまな保 保全活

動の取組み､みんなで｢ぐんまの自然の｢いま｣を共有しそ

の未来を考えていきたい。 

関連の報告会､ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ､講演会などあり 

群馬県立自然史博物館 

(同県 富岡市上黒岩 1674-1) 

群馬県自然環境課､同館､同県立

ぐんま昆虫の森  

TEL：0274-60-1200 

2.28火まで 

NEW 

ふなばし三番瀬海浜公園フォトコンテスト 
 

http://www.park-funabashi.or.jp/bay/img/photo2017.pdf 

●海浜公園部門:三番瀬に生息する生き物たちや風

景､ｲﾍﾞﾝﾄや人とのふれあいなど|●富士山部門:公

園内からの富士山｡ｻｲｽﾞ:四ﾂ切･ﾜｲﾄﾞ四ﾂ切･A4 ﾌﾟﾘﾝﾄ 

応募の詳細は左記 URL参照 同公園ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ係 

TEL:047-435-0828 

 

2.28火まで 

 

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 

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  

http://www.photo-sirius.net/
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/suishinin/suishinin.html
http://www.psj.or.jp/gekkan/schedule/contest2017/detail2017.html
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/119/index.html
http://www.env.go.jp/press/103068.html
http://www.kan-koueki.net/bosyu.html
mailto:nakagawa16@kt-chkd.or.jp
http://www.cue-net.or.jp/kouen/aoba/event/syasinten_20161210.html
http://www.env.go.jp/press/103391.html
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/wp-content/uploads/10e19662b0ea9db1d2b3aef023d7cd70.pdf
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/wp-content/uploads/10e19662b0ea9db1d2b3aef023d7cd70.pdf
http://www.park-funabashi.or.jp/bay/img/photo2017.pdf
http://www.chiba-ns.net/event.cgi?id=797974
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
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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。NEW:新掲載  ＜お願い＞変更や誤りあればお知らせください。 

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 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日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ､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/ 

左記各団体／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 

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 

3.05日まで 

NEW 

H28年度 製品プラスチックの店頭回収・

リサイクルの実証事業 
http://www.env.go.jp/press/103298.html 

多様な事業者連携で消費者含めたﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の効

率回収ｼｽﾃﾑ構築､再資源化､再製品化及び消費者認

知の向上策検証を目的に実施。12/8現在 57社参加 

内容の詳細は左記 URL参照 
下記 URLも参照 
http://plaplus-project.jp 

環境省／日本環境設計(株) 

TEL:03-6273-3218 

 

3.26日まで 

NEW 

第 6回 いすみ市の文化財展 

 説の中のいすみ〜夷隅川をめぐって 
夷隅町･大原町･岬町の合併によるいすみ市誕生 10

年｡夷隅川をたどりながらいすみの地誌を紹介 

田園の美術館 [いすみ市郷土資料館] 

(いすみ市弥正 93-1) 

同館 

TEL:0470-86-3708 

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 

〜  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.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.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html
http://www.env.go.jp/press/103298.html
http://plaplus-project.jp/
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)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  

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 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 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 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 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） 
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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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http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
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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/33/28895/021991.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/p007555.html 

同館  
(柏市十余二 348-202) 

同館  

TEL:04-7199-5082 

お願い:｢環境｣｢農｣｢食｣｢省ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢自然ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢科学｣｢防災･減災｣などの活動やｲﾍﾞﾝﾄ､それらを支える情報をお寄せください｡また､本情報の転送は自由です｡  

注1:参加対象が市内在住など限定されるものも含まれます｡ｲﾍﾞﾝﾄ例としてご覧ください｡ 注2:詳しくは検索をおすすめします｡   注3:応募など準備に時間のかかるものは早め､通常

ｲﾍﾞﾝﾄは概ね 1ヶ月先まで掲載します｡ 注 4:日程･内容が変更される場合があり､ご確認ください｡   注 5:できるだけ多種多様情報を掲載したく､同一団体さんの掲載数を限らせてい

ただく場合あります｡ 注6:主催者と問合せ･申込み先が異なる場合があります｡ 注7:参加費1,000 円程度まで｢有料｣記載しませんが､それ以上は極力記載するようにします｡参加の

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

 

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境とエネルギー保全・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
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http://schedule49.blog.fc2.com/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28895/021991.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p007555.html

