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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

立春は過ぎましたが寒い日が続きます。 

昨年 12月 15日本案内で”台所を暖かく～ヒントいろいろ”を書き、 

何名かの方からのご連絡で、我が家だけではなかったようです。 

みんなの知恵と工夫で改善し、効果実感の省エネが進みます。 

中でも台所出窓 DIY内窓製作では ”結露が無くなった” とのこと、 

今後の広がりが大いに期待できます。 

 

なお今回から実績ある「ちば環境情報センター」さん情報(p9)も 

ご了解の上案内させていただきます。お役立てください。  

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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 【 自転車の後ブレーキ修理 】 

ママチャリの後ブレーキの効きが悪くなり、昨年来の宿題でした。 

前ブレーキでしたら修理・交換は簡単ですが、後ブレーキ交換は 

チェーンと後車輪を外さないとできず、しかもそのブレーキの 

修理交換初めての「ローラーブレーキ」なので躊躇していました。 

 一番判らなかったのは、交換部品で買ったブレーキの 

軸取付け部が「ただの丸穴」しか見えなかったため、 

車輪とどう動かないよう結合されるか不明で不安でした。 

 ネットで調べたり自転車店に聞き、後輪軸部を分解しました。      
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(分解順序メモおすすめ)(ローラーブレーキ分解写真添付) 

後輪タイヤ交換経験もあり、やってみれば 30分程度で完了。 

車輪とブレーキの結合は、相互のギアが噛み合う構造でした。 

多くの疑問がこの 30分で氷解、一つの DIY技術習得です。 

 

 いま廃棄物処理は 3Rから 4R、そして 5R時代です。 

＜神栖市の 5R：http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/5400.htm＞ 

自転車修理も Repair(リペア)「修理して長く使う」に沿いました。 

 

※それにしても C社プリンターは購入後 6年で交換部品が無く 

修理が全くできず「買い替えて下さい」一点張りでした。 

時代に乗り遅れている？ 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 環境と農の広場・・[発行責任]・新美 健一郎・ 

★ 発信地：千葉県 流山市 

＜明日への助け合い＝環境とエネルギーの保全・食農安全＞ 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

※：都合により受信不要になった場合、その旨ご連絡願います。 

 

 

http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/5400.htm＞
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★☆          案内 ☆★ 2017.02.15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 

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 

省ｴﾈやｴﾈ管理､電力･ｶﾞｽ小売事業技術や製品､ｼｽﾃﾑ､ｻｰﾋﾞ

ｽ､ｿﾘｭｰｼｮﾝ展示会。2030年まで 5,030万 kl省ｴﾈ目標

達成に向け､産業から民生までの省ｴﾈ推進 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1-6 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:03-3219-3569 

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｣＆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 

2.17金 

10~14 

特養ホームの総合的エネルギー効率化シス

テム見学・学習会 

https://www.renet-chiba.net 

1)ｴﾈﾙｷﾞｰ設備見学 2)学習会:佐藤雄(早稲田環境研)  

3)会食･懇親会｜ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ大幅削減｢ｴｺﾄﾋﾟｱ酒々井｣ 
訪問､太陽熱･井戸水の熱活用の熱源設備を見学ほか 

ｴｺﾄﾋﾟｱ酒々井 

(印旛郡酒々井町本佐倉 352-2) 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰを広めるﾈｯﾄﾜｰｸちば 

TEL:047-420-2600 要申込 
事務局：ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 

2.18土 
9:30~11:30 

緑の教室 
満員 

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 

13:30~15 

鳥博セミナー 

〜 日本の鳥の今を描く 全国鳥類繁殖分布調査 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/gyoji/event/index.html - cms79EFE 

植田睦之(ﾊﾞｰﾄﾞﾘｻｰﾁ)〜日本ではどんな鳥が繁殖? その数は減って

いる? 全国約 2,300か所の調査で分かること､1年目で分かって

きたこと､私たちに協力できることなど。 

鳥の博物館 2F多目的ﾎｰﾙ 

(我孫子市高野山 234-3) 

同館 

TEL:04-7185-2212 要申込 

2.18土 

13:30~16:30 

第 35回 運河塾 

〜千葉県北西部オオタカ四半世紀の記録 
http://ungatone.blogspot.jp 

新保國弘(東葛自然と文化研)〜内務大臣山縣有朋 利根運

河計画線路を視察｜髙川智弘(東京理科大)〜同大理窓

公園湿地再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｜紺野竹夫(流山のｵｵﾀｶを守る会) 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ 4F 大会議室 

(TX流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅 徒歩 3分) 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:080-6615-0612 申込不要 

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 

2.18土 

17:15~19 

いちかわ電力準備会 NPO法人化記念イベント 

｢さあ､いまこそ広げよう!再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ｣ 
https://www.facebook.com/ichikawapower/ 

馬上丈司(千葉ｴｺ･ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)〜再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰをとりま

く状況と市民発電のこれから｜斉藤真実(いちかわ電力

ｺﾐｭﾆﾃｨ)〜同電力ｺﾐｭﾆﾃｨ設立と今後の活動｜他 1件 

八幡市民談話室 5F 集会室 4 

(市川市八幡 2-4-8) 

いちかわ電力準備会 

ichikawa.power@gmail.com 要申込 

2.19日10:30~ 

14~ (2回上映) 

「日本と原発 4年後」自主上映会 
大人 800円､高校生 400円､左記以下無料 

 

弁護士､河合弘之･海渡雄一と木村結の 3人が取材し､現

地情報や報道資料から､事故に巻き込まれた人々の苦し

みや原発事故の背景を追ったﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ 

茂原ｱｽﾓ(ｱｽﾓ劇場) 

(茂原市高師 1735) 

長生ひなた 

TEL:0475-22-7859 

2.19日 

14~ 

第 23回 脱原発 集中学習会〜市民による健康

調査とｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体測定を学ぶ 

★市川で 10,000Bq/kg超え検出｡安心できない! 

木本さゆり(放射能から子供を守ろう関東ﾈｯﾄ)&青木一政(ちくりん舎･

市民放射能監視ｾﾝﾀｰ)／終わっていない放射能／市民の命と健

康を守るため市民独自の測定は欠かせない 

市川勤労福祉ｾﾝﾀｰ本館 第 4会議室 

(市川市南八幡 2-20-1) 

脱原発・市川市民の会 

TEL:047-302-0014 

2.20月 

13~16:40 

第７回 自然地域トイレし尿処理技術 

セミナー及び技術相談会 
http://www.env.go.jp/press/103661.html 

自然地域ﾄｲﾚの適切な､し尿処理技術普及のため目

的環境技術普及を促進し､環境保全と環境産業の発

展を目的に｢環境技術実証事業｣を実施 

ﾌｸﾗｼｱ 品川ｸﾘｽﾀﾙｽｸｴｱ 3F 会議室 

(港区港南 1-6-41 JR品川駅港南口徒
歩 8分) 

環境省／日本ﾄｲﾚ研究所 

TEL：03-6809-1308 要申込 

http://www.low-cf.jp/index.html
http://www.env.go.jp/press/103304.html
https://www.renet-chiba.net/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/gyoji/event/index.html#cms79EFE
http://ungatone.blogspot.jp/
http://www.env.go.jp/press/103380.html
https://www.facebook.com/ichikawapower/
mailto:ichikawa.power@gmail.com
http://www.env.go.jp/press/103661.html
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2.21火〜28火

8:30~17:15 

第 15回 白井市環境フォーラム 
学校･市民団体の環境保全活動パネル展示 
関連 URL： 

展示概要:1)小中学校(7校):子どもたちの環境活動 

2)市民活動団体(13団体):環境保全活動 3)市役所

(1部署):白井の生きもの|環境ｸｲｽﾞ(26日のみ) 

白井市保健福祉ｾﾝﾀｰ 

(同市 復 1123) 

白井市環境ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 

TEL:047-492-1111内線 3288 

2.22水 

14~16 

講演会 手賀沼の鳥 

〜 ここ 25年で増えた鳥、減った鳥 

斎藤安行(鳥の博物館)〜25年以上､手賀沼の水鳥ｾﾝｻｽ

をし､個体数増減や原因を生態･環境面から考える 

我孫子市北近隣ｾﾝﾀｰ並木本館 

(我孫子駅北口徒歩 8分) 

我孫子野鳥を守る会 

TEL:04-7182-3149 申込不要 

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 

2.24金 

13:30~15:30 

NPO法人及び法人設立を目指している団体向け 

〜 税務・会計講座開催のお知らせ  
佐々木健一(虎ﾉ門会計ｸﾞﾙｰﾌﾟ)〜2時 で広く理解する

NPO法人の会計･税務講座／対象:右記ｾﾝﾀｰ登録団体 

流山市民活動推進ｾﾝﾀｰ 大会議室 

(同市 中 110 C館 3F) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7150-4355 2/22迄 

2.25土 

13~16 

H28年度 水俣病経験の普及啓発セミナー 
〜水俣病･公害経験を語り継ぐために～公式

確認 60年目の節目 

遠藤邦夫(水俣病ｾﾝﾀ)〜水俣病公式確認 60年を振り返る|塚

田眞弘(新潟県立環境と人 のふれあい館)〜新潟における｢水俣病

学習｣の取組|他｡  詳細:http://www.env.go.jp/press/103588.html 

TEPIA ﾎｰﾙ 

(港区北青山 2-8-44) 

環境省／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ会議 

TEL:03-5468-8405要申込 
申込み URL:http://www.epc.or.jp 

2.25土 

14~16:30 

【市民講座】3・1ビキニ記念のつどい 

フランス核実験 被害者はいま―汚された太平洋

の楽園       http://d5f.org/event.html 

報告：真下俊樹(埼玉大)/豊崎博光(ﾌｫﾄｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ) 

核保有数第 3位のﾌﾗﾝｽは南半球の仏領ﾎﾟﾘﾈｼｱの環礁で

200回余核実験を行いながら被害や環境汚染を否定､反対

運動や被害者の声を無視｡しかし､近年被爆者たちが声で

変化の兆しが｡仏核実験の実相と今を学ぶ｡ 

BumB東京ｽﾎﾟｰﾂ文化館 研修室 B 
(江東区夢の島 2-1-3 新木場駅徒歩 12

分､第五福竜丸展示館徒歩 5分) 

(公財)第五福竜丸平和協会 

TEL:03-3521-8494 

2.26日 

9~12 

三番瀬探検隊 

〜 ♪鳥くんと野鳥を探そう 

♪鳥くんと三番瀬干潟で野鳥観察し､鳥の勉強しよ

う!2月の講演ﾃｰﾏ｢ｾﾚﾌﾞﾘﾃｨｸﾙｰｽﾞ～豪華客船の旅｣ 

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 

2.26日 

10~13 

ガレージセール 書籍､衣類､おもちゃ､電化製品などの日常生活用品

注：食料品､動物､危険物､植物は出品なし 

流山市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館 2F 

(同市 下花輪191) 

同館(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ) 

TEL:04-7157-7411 

2.26日 

13~17 

シンポジウム 

〜 動物の愛護と管理と科学の関わり 
http://www.env.go.jp/press/103612.html 

動物愛護管理法運用には､科学と社会科学の両知見があ

り､これら知見を動物の愛護及び管理にどう生かしてい

けば良いのか、その活用と課題を考える 

昭和女子大学ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ 

(世田谷区太子堂 1-7-57) 

環境省 

TEL:03-5362-0120  
左記 URL内から要申込 

2.28火 

13:30~17:30 

2017年 BSCA シンポジウム〜地中熱利用シス

テムのコミッショニング in東京 (有料) 
http://www.bsca.or.jp/event/?p=845 

ｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ(性能検証､Cx)は太陽光発電､自然換気､潜

顕熱分離空調､放射空調､自動制御といった具体的

な先進ｼｽﾃﾑにﾌｫｰｶｽした Cx方法論が必要 

東大工学部 1号館 15号教室 

(文京区本郷 7-3-1） 

建築設備ｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ協会､地中熱利用

促進協議会 

TEL:06-6614-0880 要申込 

3.01水 

13:30~16:45 

第 24回 地中熱利用シンポジウム 

「地中熱ポテンシャルマップ」 
http://www.geohpaj.org/archives/6292 

NEDOで地中熱ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙが取り上げられ全国自治体等

でその関心が高まり､東京や諏訪市ではそのﾏｯﾌﾟを

公表｡同ﾏｯﾌﾟ標準化と活用を目的としたｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

内幸町ﾎｰﾙ 

(千代田区内幸町 1-5−1) 

(NPO)地中熱利用促進協会 

TEL:03-3391-7836 

3.01水〜 

03金 10~18 

スマートエネルギーWeek 2017 
(右記展示会の総合名称) 

http://www.wsew.jp 

水素･燃料電池展/太陽電池展/太陽光発電ｼｽﾃﾑ施

工展/二次電池展/ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ EXPO/風力発電展/電

力自由化 EXPO/ﾊﾞｲｵﾏｽ発電展/次世代火力発電 EXPO 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 全ﾎｰﾙ 

(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 

3.03金 

13:30~15:30 

第 116回 省エネルギー学習会 

〜 ガスの自由化 
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h29/H290303No116.pdf 

筒井義憲(京和ｶﾞｽ(株))〜●ｶﾞｽの自由化とは(自由化の

目的)･･ ●自由化の仕組みは･･ ●参入企業は･･ ●自由

化のﾒﾘｯﾄ､ﾃﾞﾒﾘｯﾄは･･ 

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 
best.ecohouse@gmail.com 

3.04土 

9~ 

自然観察会 

〜 三番瀬探鳥会 
案内:ｽｽﾞｶﾞﾓ群､ﾐﾔｺﾄﾞﾘなど期待 

持物:観察用具､弁当､飲み水､帽子､雨具 

船橋駅(自由通路)さっちゃん像前 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

3.04土 

13~16 

マイホーム購入を買う前に聞いて安心講習会 

URL: 

大山啓(TATO DESIGN)〜中古物件を改修し､居心地の良

い家に造り替える方法など分かりやすく解説 

千葉県不動産会館(千葉市中央区中央

港 1-17−3 JR京葉線千葉みなと駅徒歩5分) 
県 建設･不動産業課 

TEL:043-223-3294 

http://www.env.go.jp/press/103588.html
http://www.epc.or.jp/
http://d5f.org/event.html
http://www.env.go.jp/press/103612.html
http://www.bsca.or.jp/event/?p=845
http://www.geohpaj.org/archives/6292
http://www.wsew.jp/
http://www.fcexpo.jp/
http://www.pvexpo.jp/
http://www.pvs-expo.jp/
http://www.pvs-expo.jp/
http://www.batteryjapan.jp/
http://www.smartgridexpo.jp/
http://www.windexpo.jp/
http://www.e-jiyuka.jp/
http://www.e-jiyuka.jp/
http://www.bm-expo.jp/
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h29/H290303No116.pdf
mailto:best.ecohouse@gmail.com
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3.04土 

13~16:30 

フォーラム神奈川 2017 

★エネルギーの完全自給自足を目指す! 
http://kanagawa.greenenergy.jp 

塩将一(積水化学工業)〜ｴﾈﾙｷﾞｰの自給自足に向けた取組

み|佐藤隆哉(ｵﾌｸﾞﾘｯﾄ生活実践者)〜横浜で電力完全自給

はできる<ｴﾈﾙｷﾞｰ自産自消のすすめ>｜他 2件 

横浜市開港記念会館 2F 6号室 

(横浜市中区本町1-6 みなとみらい線 
日本大通り駅徒歩 1分)  

(NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ神奈川 

TEL:045-803-2182要申込 

参加費無料(ただし資料代 500円) 

3.04土 

13:30~17 

うらやす市民大学 環境特別講座 
http://www.urayasu-cc.com 

南川秀樹(日本環境衛生ｾﾝﾀ)〜環境保全に係る世界と日本

の動き｜佐々木淳(東大)〜東京湾の環境と生きもの 

うらやす市民大学 
(浦安市美浜 3-15-1美浜南小学校内) 

同大学事務局 

TEL:047-351-4811 要申込 

3.05日 

9:30~12 

ワクワク里山体験〜3月ﾃｰﾏ観察会「天王池」 
主催者 HP： http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

及川ひろみ(主催者)〜今は高速道路で区切られた里

山｡春を探しながら変化に富んだ地形･遺跡を歩く 

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 

3.05日 

9:30~13:30 

亀成川流域 早春の里山散策 

Part2 ニホンアカガエルの卵を見つけよう! 

浅 茂(元千葉高)〜早春の里山を楽しみながら､絶滅

危惧種のﾆﾎﾝｱｶｶﾞｴﾙの卵塊を数える。参加費 300円 

集:地蔵寺 根郷会館(印西市別所 1005) 

又は印西牧の原駅北口 ﾛｰﾀﾘｰに 9:10 

亀成川を愛する会 

TEL:080-3594-6267 要申込 

3.05日 

14:30~17 

H28年度 ファンドレイジング講座(第 1回) 

市民活動のための活動資金調達セミナー 

〜 資金調達の基礎を専門家から学ぶ 

講師:山田泰久(CANPAN ｾﾝﾀｰ)〜助成金を中心に 

対象:活動資金不足に悩む市民活動団体･自治会･地域ｺﾐ

ｭﾆﾃｨなど､公益活動団体 

まなびぃﾌﾟﾗｻﾞ(生涯学習推進ｾﾝﾀｰ) 

(鎌ケ谷市富岡 2-6-1) 

鎌ケ谷市役所 市民活動推進課 

TEL:047-445-1274 2/22迄 

3.07火〜 

10金 10~17 

第 13回 国際照明総合展- 

ライティング・フェア 2017 
https://messe.nikkei.co.jp/lf/ 

ﾃｰﾏ：ｺﾚｶﾗｲﾄ Post-2020−あしたが変わる､あかりが変え

る／最新照明製品や制御ｼｽﾃﾑ､測定装置など紹介、国内

最大級あかり総合展 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 3･5･6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

日本照明工業会､日本経済新聞社 

TEL:03-6256-7355 

3.08水 

10~18 

国際シンポジウム REvision2017  

自然エネルギーが切り拓く未来 
http://renewable-ei.org/activities/events_20170308.php 

ﾊﾟﾘ協定発効を受け自然ｴﾈの拡大がますます加速｡ﾋﾞｼﾞﾈｽ

が先導する自然ｴﾈﾙｷﾞｰ 100%の動きと日本の展開｡自然ｴﾈ

政策第一線で活躍する世界的な専門家を多数招く 

ｲｲﾉﾎｰﾙ 

(千代田区内幸町 2-1-1 飯野ﾋﾞﾙ 4F) 

(公財)自然ｴﾈﾙｷﾞｰ財団 

TEL:03-6866-1020 要登録 

3.09木 

10~17:30 

H28年度 気候変動リスク情報創生プログラム 

研究成果報告会(報告ﾃｰﾏは右記参照) 
http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/event/seika/2016/index.html 

｢直面する地球環境変動の予測と診断｣｢安定化目標

値設定に資する気候変動予測｣｢気候変動ﾘｽｸ情報

の基盤技術開発｣｢課題対応型の精密な影響評価｣ 

ｺｸﾖﾎｰﾙ 

(港区港南 1-8-35 JR品川駅港南口
(東口)徒歩 5分) 

同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事務局(海洋研究開発機

構内) TEL:045-778-5746 
左記 URL内から要登録申込み 

3.09木 

13:30~16:30 

第４回 燃料電池自動車部品研究会 

広域関東圏 水素･燃料電池ﾈｯﾄﾜｰｸ形成事業 
http://www.jilc.or.jp/training/2016/buhinkenkyukai4.html 

主催経産省挨拶|渡辺啓太(株)富士経済)〜燃料電池市

場の現状と今後の見通し|大仲英巳(左記事業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)

〜FCV ｼｽﾃﾑと部品総まとめ解説 

TKP神田ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ ANEX 8F ﾎｰﾙ J 

(千代田区神田美土代町 1 住友商事
美土代ﾋﾞﾙ 8F) 

経産省／(一財)日本立地ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3518-8967 
左記 URL内から要申込 

3.11土
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 

3.11土 

10~12 

河合弘之監督 最新作｢日本と再生｣上映会 
http://www.nihontogenpatsu.com/movie (有料) 

『日本と原発』『日本と原発 4年後』* 

*に続き選ばれた再生ｴﾈ｡世界中同時進行的に起き

ている｢再ｴﾈ革命｣最前線を環境学者･飯田哲也と共

に訪ね明らか｡(左記 URL内､津田大介(ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)評抜粋) 

大里総合管理(株) 1F ﾎｰﾙ 

(大網白里市みやこ野 2-3-1) 

同社 

TEL:0475-72-3473 要申込 
info@ohsato.co.jp 

3.11土 

13~14:50 

千葉市科学館 天文講演会『地震の国に暮らす』 
http://www.kagakukanq.com/sp_event/detail.p

hp?time_table_parent_id=308597 

吾妻崇(産業技術研)〜あの震災とその教訓から､災害の再来

に正しい科学的知識や情報を持ち"安全""安心"を確保で

きるよう｢地震｣｢防災｣を再考する｡ ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ映画あり 

千葉市科学館 7F ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

同館 

TEL:043-308-0518 2/17より受付 

3.11土＆12日 

13~(両日とも) 

河合弘之監督 最新作｢日本と再生｣上映会 
http://www.nihontogenpatsu.com/movie (有料) 

『日本と原発』『日本と原発 4年後』* 

*に続き選ばれた再生ｴﾈ｡世界中同時進行的に起き

ている｢再ｴﾈ革命｣最前線を環境学者･飯田哲也と共

に訪ね明らか｡(左記 URL内､津田大介(ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)評抜粋) 

埼玉県朝霞市立図書館 

(朝霞市青葉台 1-7-26) 

ふくしまは今 映画と写真展実行委員会 

TEL:090-5209-9467要申込 
ohno3510014@tbr.t-com.ne.jp 

3.12日 

13:30~16:30 

マンション管理セミナー  

―マンション窓断熱改修講座― 

http://www.chiba-mankan.jp/documents/soudankai/kashiwa_20170312.pdf 

栗原彩璃紗(ｴｺ窓普及促進会)〜ｴｺ窓で知っておきたい基

本ポｲﾝﾄ｜岸一正(元・管理組合法人)〜ﾏﾝｼｮﾝの窓･玄関断

熱改修｜質疑・意見交換 

柏市中央公民館 講堂 

(柏市柏 5-8-12) 

千葉県ﾏﾝｼｮﾝ管理士会・柏市 

TEL:043-244-9091 3/9 16時迄 
柏市環境政策課 TEL:04-7167-1695 

http://kanagawa.greenenergy.jp/
http://www.urayasu-cc.com/
http://www.kasumigaura.net/ooike/
https://messe.nikkei.co.jp/lf/
http://renewable-ei.org/activities/events_20170308.php
http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/event/seika/2016/index.html
http://www.jilc.or.jp/training/2016/buhinkenkyukai4.html
http://www.nihontogenpatsu.com/movie
mailto:info@ohsato.co.jp
http://www.kagakukanq.com/sp_event/detail.php?time_table_parent_id=308597
http://www.kagakukanq.com/sp_event/detail.php?time_table_parent_id=308597
http://www.nihontogenpatsu.com/movie
https://www.lib.city.asaka.saitama.jp/
mailto:ohno3510014@tbr.t-com.ne.jp
http://www.chiba-mankan.jp/documents/soudankai/kashiwa_20170312.pdf
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【農林水産・食・畜産・緑・エネルギー・バイオマス・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)、 

略記／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 

3.12日 

14:30~17 

H28年度 ファンドレイジング講座(第 2回) 

市民活動のための活動資金調達セミナー 

〜 鎌ケ谷市支援補助金にチャレンジ 

講師:山田泰久(CANPAN ｾﾝﾀｰ)〜助成金を中心に 

対象:活動資金不足に悩む市民活動団体･自治会･

地域ｺﾐｭﾆﾃｨなど､公益活動団体 

まなびぃﾌﾟﾗｻﾞ(生涯学習推進ｾﾝﾀｰ) 

(鎌ケ谷市富岡 2-6-1) 

鎌ケ谷市役所 市民活動推進課 

TEL:047-445-1274 2/22迄 

3.13月〜 

22水 

首都直下型地震に備えて 

★大規模災害と自助･共助･公助展★ 
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000664357.pdf 

道路啓開などの対策や､TEC-FORCEの活動内容､災

害時の自助･共助･公助などについて理解を めて

いただく。子供向け情報あり。 

千葉市役所 

(千葉市中央区千葉港 1-1) 

国交省 関東地方整備局道路部 

TEL:048-601-3151 

3.14火 16~ 

15水 10~ 

日本理学療法士協会･上田市･環境省 3者協定 

｢温泉を活かした新しい健康づくりﾌｫｰﾗﾑ｣ 
http://www.env.go.jp/press/103528.html 

14日:左記ﾃｰﾏﾌｫｰﾗﾑ／小松泰喜(日大)〜鹿教湯での

取組み・関連ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｜15日:鹿教湯温泉における

取組紹介／鹿教湯病院･斎藤ﾎﾃﾙ･上田市 

14日:ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃｨｱﾗ上田高砂殿(長野

県上田市天神 2-2-2)・15日:鹿教湯病

院 講堂(同市鹿教湯温泉 1308) 

環境省 TEL:03-5521-8280 

日本理学療法士協会 要申込 

TEL:03-6804-1422 

3.15水 

13:30~16:30 

H28年度 廃棄物エネルギーの利活用説明会 
(東京会場) 

http://www.env.go.jp/press/103566.html 

左記ﾃｰﾏの推進方策･推進の意義･取組事例(印西地

区環境整備事業組合､札幌市)･同利用高度化ﾏﾆｭｱﾙ(案)

紹介･計画策定･来場者参加型ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

連合会館 大会議室 

(千代田区神田駿河台 3−2−11) 

(一財)日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 

TEL:044-288-5093 3/8迄 
saiene1@jesc.or.jp 

3.15水 

13:30~16:45 

関東気候変動適応策ｾﾐﾅｰ 〜地域から気候

変動の影響に適応していくためには 
http://kanto.env.go.jp/to_2017/post_89.html 

白井信雄(法政大学)〜気候変動の地域づくりへの影響

と適応策の共創|岩谷忠幸(気象ｷｬｽﾀｰ NW)〜気候変動の

適応策としての気象防災｜他 4件 

大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨﾎｰﾙ 4F 国際会議室 

(さいたま市大宮区桜木町 1-7) 

環境省関東地方環境事務所／環境ﾈｯﾄﾜｰ

ｸ埼玉( info@kannet-sai.org ) 

TEL:048-600-0815 

3.17金 

13:15~16:30 

公開講座(対象：原則柏市民と流山市民) 

★震災の教訓〜その時 被災者の生活は 
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/030500/p038098.html 

天野和彦(福島大)〜命を守るために必要なこと～東

日本大震災･熊本地震から見えてきたもの｜柏市防

災担当職員による災害対応講習 

国土交通大学校柏研修ｾﾝﾀｰ 

(柏市柏の葉 3-11−1) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7140-8777 要申込 

3.18土 

13:30~16 

目指せエネルギー自立生活 !!(講演会) 

〜 小型宅内蓄電池利活用システム 他 

https://www.renet-chiba.net 

谷合哲行(千葉工大)〜左記表題講演|事例紹介①廃

棄食品由来の燃料生成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ②3R lab PC 班

|Renet Chiba活動紹介|他：情報交換会･懇親会あり 

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ千葉 会議室 

(船橋市本町 2-1-1 船橋ｽｸｴｱ 21 4F) 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰを広めるﾈｯﾄﾜｰｸちば(Renet 

Chiba)TEL:047-420-2600 事務局 
要申込 

3.18土 ワンダーネイチャー(観察会・有料) 

｢夜の森へ ムササビに会いに行こう!｣ 
http://blog.livedoor.jp/elfin_ee/archives/9467387.html 

身近な森に棲む野生動物､ﾑｻｻﾋﾞ観察会｡野生動物

が目の前に現われるﾗｲﾌﾞ感｡夜の森､月あかりに照

らされ自然を肌で感じる｡ﾑｻｻﾋﾞ以外の動物たちも  

集・解：京王線高尾山口駅 ELFIN体験共育くらぶ 

TEL:0470-55-8322 

3.20月祝 

11~15 

いのちを守れ！ フクシマを忘れない 

さようなら原発 全国集会 
http://sayonara-nukes.org 

11:00 ﾌﾞｰｽ開店(けやき並木)|さようなら原発ﾗｲﾌﾞ(趙博､

中川五郎､他)|13:30 ﾄｰｸ/落合恵子(作家)､鎌田慧(ﾙﾎﾟﾗｲ

ﾀ)､福島現地､福島避難者､被曝労働者から､ﾌｸｼﾏ連帯ｷｬﾗ

ﾊﾞﾝから 他|15:00 ﾃﾞﾓ出発 

代々木公園 
(JR山手線｢原宿駅｣､S千代田線｢明治

神宮前駅｣､同｢代々木公園駅｣､小田急

線｢代々木八幡駅｣下車)  

｢さようなら原発｣一千万署名市民の会 

さようなら原発 1000万人ｱｸｼｮﾝ事務局 

TEL:03-5289-8224 

3.23木〜 

25土 10~17 

ジャパン・ドローン 2017|第 2回 
日本最大級のﾄﾞﾛｰﾝに特化した展示会&ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ 

http://www.japan-drone.com/index.html 

日本初の民生用ﾄﾞﾛｰﾝ市場特化ｲﾍﾞﾝﾄとして昨年 3月開

催｡今回もﾄﾞﾛｰﾝの様々な産業分野やｻｰﾋﾞｽを活用したい

ﾋﾞｼﾞﾈｽ客やﾕｰｻﾞｰなどが集う場を目指し拡大開催 

幕張ﾒｯｾ 展示場･会議場 

(千葉市美浜区中瀬 2-2) 

(一社)日本 UAS産業振興協議会 他 

TEL:03-3512-5672 

3.26日 

8:30~15:30 

高山市制施行 80周年記念 

第 6回 小水力発電アイデアコンテスト発表会 
https://ja-jp.facebook.com/events/1862390697314353/ 

製作した小水力発電装置を現地に設置､高専学生が

1年 取り組んだ成果を地域住民の皆さんに発表｡

どなたでも見学可。 

丹生川文化ﾎｰﾙ 

(高山市丹生川町町方 1) 
注：現地へはバスで移動 

(NPO)地域再生機構・ 

高山市環境政策推進課 

TEL:0577-35-3533 3/3迄 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000664357.pdf
http://www.env.go.jp/press/103528.html
http://www.env.go.jp/press/103566.html
mailto:saiene1@jesc.or.jp
http://kanto.env.go.jp/to_2017/post_89.html
mailto:info@kannet-sai.org
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/030500/p038098.html
https://www.renet-chiba.net/
http://blog.livedoor.jp/elfin_ee/archives/9467387.html
http://sayonara-nukes.org/
http://www.japan-drone.com/index.html
https://ja-jp.facebook.com/events/1862390697314353/
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2.15水〜 

17金 10~17 

NEW 

オーガニック＆ナチュラル・プロダクツ展 

健康博覧会 2017(第 35回)内 
http://www.this.ne.jp/info/ 

国の成長戦略の一環｢健康寿命の延伸｣をﾃｰﾏ／展示分

野:[FOOD]ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞｽｰﾊﾟｰﾌｰﾄﾞ 他[BEAUTY]ｽｷﾝｹｱ 他

[FASHION]ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ他[VARIETY]ｻｽﾃｲﾅﾌﾞﾙ･ｴｺ雑貨 他 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 1・2 ﾎｰﾙ 他 

(江東区有明 3-11-1) 

UBM ﾒﾃﾞｨｱ(株) 

TEL:03-5296-1025 

2.16木 

18:30~20:30 

NEW 

第163回研究会 剪定枝など地域のﾊﾞｲｵﾏｽ収集

ｼｽﾃﾑの構築と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電の利用(仮題) 

http://www.npobin.net/apply/ 

近藤亮介(Bio ﾌｫﾚｽﾃｰｼｮﾝ※)〜剪定枝など地域のﾊﾞｲｵﾏｽ収

集ｼｽﾃﾑの構築と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電での利用(仮題) 

※神奈川県などで森林整備やﾊﾞｲｵﾏｽ燃料の製造会社 

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 

2.17金 

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 

10~12 NEW 

甘酒を作ろう 
https://allevents.in/tsuchiura-shi/甘酒を作

ろう/771452376341093 

土浦市宍塚の里山で自然農(無農薬･無施肥･不耕起)

で育ったお米(黒米)を使い赤い甘酒を作る｡ 
(おつまみ、差入れ大歓迎) 

土浦市宍塚､里山情報館 
(ｸｯｸﾊﾞｰﾝ横を入り約100m先左側奥の小屋) 

(認定 NPO)宍塚の自然と歴史の会 
自然農田んぼ塾 

TEL:080-5414-0769 要申込 

2.18土 

10~13 

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 

2.25土 

13~15:45 

賃貸住宅経営セミナー・今、知っておきたい。

生産緑地の 2022年問題とは？ 

http://www.daiwahouse.co.jp/tochikatsu/souk

en/scolumn/sclm190.html ← 参考 URL 

(1)倉橋隆行(株)ｼｰ･ｴﾌ･ﾈｯﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ)〜対岸の火事では済まされ

ない!生産緑地解除に伴う 2022年問題･不動産ｵｰﾅｰの今

打つべき手とは｜(2)寺島実郎(日本総研)〜世界の構造転

換と日本経済の進路｜別途 10時から無料個別相談会 

新宿住友ｽｶｲﾙｰﾑ 

(新宿区西新宿 2-6-1新宿住友ﾋﾞﾙ 
47F) 

大和ﾊｳｽ工業(株) 

申込み:(株)毎日企画ｻｰﾋﾞｽ 2/17迄 
https://www.mainichi-ks.co.jp/info.php 

TEL:03-6265-6814 

2.26日 NEW 

13:30~15:30 

緑の講習会 〜 樹木ツアー 

〜 樹皮と冬芽の観察 〜 

八田洋章〜2月になると春の訪れを感じ木々が芽を

出し始める。講師と公園を散歩しながら観察する 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園 公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015要申込 

2.26日まで 

(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 

2.26日まで 

NEW 

房総ジビエ フェア 2017冬 
https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm/norin/

torikumi/hanbai/topics/bosojibie2017.html 

野生鳥獣の地域資源としての有効活用のため､房総ｼﾞﾋﾞｴ

(千葉県内で捕獲されたｲﾉｼｼ･鹿の肉)を使った料理を提供す

るお店でﾌｪｱ｡先着や抽選でｸﾞｯｽﾞや水産物ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄあり｡ 

都内 5店と千葉県内計 50店舗 

内容詳細は左記 URLか右記問合せ 

千葉県流通販売課 

TEL:043-223-3085 

2.26日 

NEW 

里山家庭科(有料) 

〜 里の味噌づくりと焚き火で鍋料理 
http://blog.livedoor.jp/elfin_ee/archives/9467375.html 

暮らしの中の手作り体験。寒仕込みで味噌づくり。

千葉県内産の大豆と麹。別途材料費 500円/kg 

集・解：道の駅 富楽里とみやま 

(南房総市二部 1900)orJR岩井駅 

ELFIN体験共育くらぶ 

TEL:0470-55-8322 

2.27月 

13~17 
NEW 

木質バイオマスエネルギーを活用した 

モデル地域づくり推進事業シンポジウム 
http://woodybio.jp 

左記表題事業の一環として､事業事例紹介と今後の

木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ活用の方向性ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

登壇者 9名。内容の詳細は左記 URL参照 

東大 弥生講堂｢一条ﾎｰﾙ｣ 

(文京区弥生 1-1-1 東大農学部内) 

林野庁／日本森林技術協会 

FAX:03-3261-3840 2/23迄 

TEL:03-3261-5281 

2.28火まで 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 

3.11土 

13:30~15:30 

緑の教室 

〜 家庭園芸 病害虫防除の話 
望田明利(園芸研究家)〜植物の病害虫対策について､対

処薬剤の上手な使い方､農薬を使わない防除のｺﾂ 

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 

3.14火 NEW 

13:30~15:30 

緑の講習会〜 果樹を育ててみよう 

〜 実つきを良くするウメの栽培 〜 

三輪正幸〜実つきを良くするｳﾒ栽培ﾎﾟｲﾝﾄ解説｡実

ｳﾒ解説ですが花ｳﾒにも応用可｡今年こそ大収穫 

県立 柏の葉公園 

(柏市柏の葉 4-1) 

同園 公園ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7134-2015要申込 

http://www.this.ne.jp/info/
http://www.npobin.net/apply/
https://allevents.in/tsuchiura-shi/%E7%94%98%E9%85%92%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8D%E3%81%86/771452376341093
https://allevents.in/tsuchiura-shi/%E7%94%98%E9%85%92%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8D%E3%81%86/771452376341093
http://www.daiwahouse.co.jp/tochikatsu/souken/scolumn/sclm190.html
http://www.daiwahouse.co.jp/tochikatsu/souken/scolumn/sclm190.html
https://www.mainichi-ks.co.jp/info.php
http://onionworld.jp/news/post/38389
https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm/norin/torikumi/hanbai/topics/bosojibie2017.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm/norin/torikumi/hanbai/topics/bosojibie2017.html
http://blog.livedoor.jp/elfin_ee/archives/9467375.html
http://woodybio.jp/
http://www.futtsu-kanko.info/namanori/
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/index.html
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3.15水 

18~20 NEW 

第 164回 バイオマス産業社会ネットワーク 

研究会 http://www.npobin.net/apply/ 

森川靖(早大)〜東南ｱｼﾞｱからの持続可能なﾊﾞｲｵﾏｽ輸

入における注意点(仮題) 

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 

3.18土 

13:15~15 
NEW 

森林講座 

〜森づくりの技(わざ)を科学で読み解く 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html 

千葉幸弘(森林総研)〜今後は森林の高齢化や混交林

化が進み､森林育成の技術やﾉｳﾊｳが求められる｡森

を見る目を養い施業判断ﾎﾟｲﾝﾄを紹介 

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 

3.27月まで H28年度 市民公募展 集まれ！食の仕事人 

〜見せます、私の仕事道具〜 
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

使う道具や､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 

3月下旬まで 

NEW 

子供達に大人気 

スイートポテトや干し芋作り体験 
http://www.marusa-marche.com/studio.html 

さつま芋のなかでも特に美味しいと評判の｢紅はる

か｣を使って､甘くてほくほくのｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ作りを楽

しむ。甘くて､ねっと～りしていて､色艶も美しい 

ﾏﾙｻﾏﾙｼｪ ｸｯｷﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ 

(笛吹市一宮町末木 238) 

左同 

TEL:0553-47-4447 
cook@marusa-f.co.jp 

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 ＜お願い＞変更や誤りあればお知らせください。 

随時＆申込み
期限あり 

NEW 

流山市内 体験農園(2農園)(有料) 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/24

/199/012683.html 

農園で､農家から野 作りの基本を｡初めてでも土

作りから収穫まで楽しめ､家族や友達と新たな趣味

として農園利用を。年 利用料：30,000円 

詳細は左記 URL参照 流山市農業振興課 

TEL:04-7150-6086 
又は各農園まで 

2.17金まで 

NEW 

柏市内 体験農園(7農園)(有料) 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/policy_pr/pr/

e-book/h290201/_SWF_Window.html?pagecode=3 

農家の方の指導のもと､安心･おいしい野 作りを

体験｡野 を自分で育て味わってみませんか｡ 
年 利用料:39,000円〜58,320円 

詳細は左記 URL参照 柏市農政課 TEL:04-7167-1143 

同 北部整備課 

TEL:04-7167-1249 

随時 

NEW 

家族みんなで楽しめる!サポート付き体験農園 

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

料金：3㎡:4,908円〜／10㎡:7,315円〜(税抜･月当た

り)(別途入会金 10,000円)／注：当農園は園主が経営する

農園利用方式体験農園で､自由な作付できない 

流山市東初石 5-16東側の畑 (株)ｱｸﾞﾘﾒﾃﾞｨｱ 

TEL:0120-831-296 

3.01水まで 

NEW 

東金 田んぼの学校・同 市民農園 

H29年度 参加者・利用者募集(有料) 
http://minorinosato-togane.com/2017/02/07/12831 

田んぼの学校年 予定：4月/入学式 5月/田植え 6

月～8月/草取り 9月/稲刈り 10月/収穫祭 

注：市民農園含め詳細は左記 URL参照 

場所等の詳細は左記 URL参照 東金農業いきいきﾌﾟﾗﾝ実行委員会

事務局(東金市役所農政課内)  

TEL:0475-50-1137 

毎週水 

14:30~15:30 

柏人への道(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 ･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 、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 流山市名都借 320 同会 TEL:04-7144-2820 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html 

     

http://www.npobin.net/apply/
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html
http://noda-muse.or.jp/exhibition/exhibition
http://www.marusa-marche.com/studio.html
mailto:cook@marusa-f.co.jp
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.nagareyama.chiba.jp/life/24/199/012683.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/24/199/012683.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/policy_pr/pr/e-book/h290201/_SWF_Window.html?pagecode=3
http://www.city.kashiwa.lg.jp/policy_pr/pr/e-book/h290201/_SWF_Window.html?pagecode=3
https://www.sharebatake.com/farms/nagareyama
http://minorinosato-togane.com/2017/02/07/12831
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
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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 、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 ､草花の ､ふるさと産品など販売 南流山駅(南口) 駅前公園 

(JR・TX 南流山駅すぐ) 

流山市商工課  

TEL:04-7150-6085 

第 4土曜 

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

近隣農家の新鮮野 、地域商店の惣 、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 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 や手作り惣 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 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 ･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 管理機構が設置され、 

農業振興地域対象に同機構が農地貸借進める 

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

(公社)千葉県園芸協会 

TEL:043-223-3011 

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

草刈など同地利用者対象に再生経費の一部を助成 
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806 

県 農地･農村振興課 左同 

TEL：043-223-2862 

 

長期開催・募集・展示会・他 [ 分野は共通 ] NEW:新掲載 

いつ '15年 

月.日 
何を(表題) 内容 

県:千葉県 (他欄共通) 

どこで・どこへ (所在地、交通、

宛先、応募先等) 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO法人 

上映中 

NEW 

ＴＯＭＯＲＲＯＷ パーマネントライフを探して 
http://www.cetera.co.jp/tomorrow/ 

★2012 年､21 人の科学者たちが権威ある学

術雑誌｢ﾈｲﾁｬｰ｣に､私たちが今のﾗｲﾌｽﾀｲﾙを* 

*続ければ､人類は滅亡するという論文を発表し世界に衝

撃が走った｡ 女優で監督､子供を持つ母でもあるﾒﾗﾆｰ･ﾛﾗ

ﾝは､ｼﾘﾙ･ﾃﾞｨｵﾝと共に､未来のために解決策を求めて世界

へと旅に出る｡ 

上映の劇場と期 は以下 URL参照 

http://www.cetera.co.jp/films/theater/

?q=tomorrow 

ｾﾃﾗ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

TEL:03-3715-5775 

2.17金 17時 

必着 

NEW 

H29年度 生物多様性保全推進交付金(エコ

ツーリズム地域活性化支援事業)公募 
http://www.env.go.jp/press/103447.html 

ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑを活用した地域活性化を推進するため､ｴｺ

ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進全体構想やｴｺﾂｱｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成のほか､

ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ等の活動経費の一部を支援 

募集内容の詳細は左記 URL参照 環境省 

TEL:03-5521-8271 

2.19日まで 

NEW 

柏ネイチャークラフト展 2017 

－ 森の恵みを活かしたクラフトを楽しむ － 
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/7049/ 

ﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾄ展示(期 中)｜ｸﾗﾌﾄ体験ｺｰﾅｰ(土･日)(草笛ｷ

ｯﾄ･竹笛作り･ﾄﾞﾝｸﾞﾘｸﾗﾌﾄ)(有料)｜ちば里山草笛

音楽隊演奏会(土･日､11時&13時) 

あけぼの山農業公園 資料館 2F 

(柏市布施 2005-2) 

同園 

TEL:04-7133-8877 

2.19日まで 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､さまざまな保護保全活

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 

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.cetera.co.jp/tomorrow/
http://www.cetera.co.jp/films/theater/?q=tomorrow
http://www.cetera.co.jp/films/theater/?q=tomorrow
http://www.env.go.jp/press/103447.html
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/pickup2/7049/
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/wp-content/uploads/10e19662b0ea9db1d2b3aef023d7cd70.pdf
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/wp-content/uploads/10e19662b0ea9db1d2b3aef023d7cd70.pdf
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2.26日まで 

NEW 

第 33回 植物画コンクール入選作品展 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2017/02bo

tanical/index.html 

全国 2,454点作品から 106点の作品が､文部科学大

臣賞､国立科学博物館長賞､筑波実験植物園長賞､

佳作､準佳作の各賞に選ばれ部門別に展示 

筑波実験植物園 

(茨城県つくば市天久保 4-1-1) 

同園 

TEL:029-851-5159 

2.28火まで 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 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 ：H29年 4月～H30年 3月 

基礎ｺｰｽ:年 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  

2.28火まで 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伝えられる｡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 2017実行委員会・他 

TEL:03-5276-3585 

2.28火〜 

5.21日 

NEW 

所蔵作品展 

動物集合 Animals, Animals, Animals 
http://www.momat.go.jp/cg/exhibition/animals_2017/ 

ﾂﾙ､ｶﾒ､貝､ﾄﾝﾎﾞ､ｵｼﾄﾞﾘ､犬､ﾀｶ､虎､龍､鳳凰などな

ど･･(中略)･･作家たちが､様々な素材と技法で表現

した動物の生き生きとした姿をお楽しみに 

東京国立近代美術館工芸館 

(千代田区北の丸公園 1-1) 

同館 

TEL:03-5777-8600(ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

3.01水〜 

6.15木 

NEW 

国連生物多様性の 10年 

｢グリーンウェイブ(緑の波)2017｣実施 
http://www.env.go.jp/press/103525.html 

森林や樹木等とのふれあいを通じ生物多様性の理解や普

及啓発につながるｸﾞﾙｰﾌﾟ･団体活動｡具体的には､植樹･森

林や樹木等の保全､手入れ､他 

活動方法の詳細は左記 URL参照 環境省自然環境局 

TEL:03-5521-9108 

3.05日まで 

NEW 

生態園トピックス展 

『身近な植物にも「へぇー」がある』 
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/eco_park/2016plant/index.htm 

身近な野草や野 ､見方や見る時期により知らなか

った姿が｡少し専門的解説を加えた写真や実物等を

通し普段目にする植物の､思わず｢へぇｰ｣を紹介 

県立中央博物館 生態園ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

ﾊｳｽ 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

3.05日まで 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 

 

3.10金必着 

NEW 

ながれやま節電チャレンジ 2016・冬 

〜節電で節約して、ながぽん GET! 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html 

H28年 12月から今年 2月まで､家族で節電に取り組

み､そのうち､ひと月でも昨年比 10％以上節電を達

成できたら応募ﾁｬﾝｽ。健康的な節電を。 

流山市 環境政策･放射能対策課 

その他詳細は左記 URL参照 

左同 

TEL:04-7150-6083 

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 

3.26日まで 第 6回 いすみ市の文化財展 

伝説の中のいすみ〜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 

http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2017/02botanical/index.html
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2017/02botanical/index.html
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
http://www.psj.or.jp/gekkan/schedule/contest2017/detail2017.html
http://www.momat.go.jp/cg/exhibition/animals_2017/
http://www.env.go.jp/press/103525.html
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/eco_park/2016plant/index.htm
http://www.env.go.jp/press/103298.html
http://plaplus-project.jp/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html
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年間・定期・募集＆    コーナー／年 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  

NEW 

ちば環境情報センター イベント情報 

〜ちば環境情報ｾﾝﾀｰと､ちば･谷津田＊ 

＊ﾌｫｰﾗﾑのｲﾍﾞﾝﾄに加え､ｾﾝﾀｰにお寄せいただいたｲﾍﾞ

ﾝﾄ情報を紹介｡ なお､参加人数など制限や変更ある

http://www.ceic.info/event/ ちば環境情報ｾﾝﾀｰ 
千葉市中央区中央 3-13-17 

3.27月まで 
開催日時限定※ 

NEW 

冬の森探検ツアーと焚火でクッキング体験 
http://www.omochaoukoku.com/karuizawa/event

/experience.html - switch-tab03 ←※参照 

自然ｶﾞｲﾄﾞ先生と冬の森を探検! いろいろな動物の

足跡､巨大なつららなど普段見られないものが見つ

かるかも!? 探検後は焚火でｸｯｷﾝｸﾞ体験も♪ 

軽井沢おもちゃ王国 

(群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原

2277)  

左同 

TEL:0279-86-3515 要申込 

4.23日まで 

NEW 

パネル展「河川敷のいきもの」 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=563 

江戸川流頭部(旧関宿町周辺)の河川敷に見られる四

季折々の草花や昆虫などを写真で紹介 

県立 関宿城博物館 

(野田市関宿三軒家 143-4) 

同館 

TEL:04-7196-1400 

5.07日まで 

NEW 

マリンサイエンスギャラリー 

〜 サンゴ礁の生きものたち 〜 

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

生物が造り上げた地形であるｻﾝｺﾞ礁や､ｻﾝｺﾞ礁を形

成する造礁ｻﾝｺﾞという生物､ｻﾝｺﾞ礁に生 する生物

どうしの種 関係等に焦点を当てて紹介 

千葉県立中央博物館分館 海の博物館 

(勝浦市吉尾 123) 

同館 

TEL:0470-76-1133 

5.07日まで 

NEW 

第 25回 企画展「ボクらの生きもの図鑑 

～水生昆虫 大集合！ 
http://www.aquaworld-oarai.com/event-program/exhibition/20570 

身近な水域で見られる馴染み い生き物たちの知

られざる生態や現状を紹介｡ﾀｶﾞﾒ､ﾀｲｺｳﾁ､ﾐｽﾞｶﾏｷﾘ､ｱ

ﾒﾝﾎﾞ､ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ･ｶﾞﾑｼ､ﾎﾀﾙ､ﾄﾝﾎﾞ､川虫､ 

ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ茨城県大洗水族館 

(東茨城郡大洗町磯浜町 8252-3) 

同館 

TEL:029-267-5151 

5.09火 まで 

NEW 

全日本中学生 水の作文コンクール 
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/ 

ﾃｰﾏ:水について考える(題名自由)･8月 1日は｢水の

日｣､その趣旨にふさわしい中学生対象の作文募集 

応募の詳細は左記 URL参照 県 水政課 

TEL:043-223-2688 

6.23日まで 

NEW 

第 77回 企画展 

〜鳥の子育て－ジオラマで見る鳥の繁殖 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info1/kikakuten.html 

繁殖に関わるｼﾞｵﾗﾏや剥製を展示し､鳥たちの巧み

な子育ての秘密に迫る｡手賀沼周辺で見られる鳥の

繁殖行動の見どころも紹介 

我孫子市 鳥の博物館 

(同市 高野山 234-3) 

 

同館 

TEL:04-7185-2212 

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 :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 です 

流山市 環境政策･放射能対策課 
[電話で予約要] 

同課 

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 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 出量など数値で 

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.ceic.info/event/
http://www.omochaoukoku.com/karuizawa/event/experience.html#switch-tab03
http://www.omochaoukoku.com/karuizawa/event/experience.html#switch-tab03
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=563
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60
http://www.aquaworld-oarai.com/event-program/exhibition/20570
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info1/kikakuten.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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 http://www.ceic.info 場合もあり､事前に必ずご確認を｡ TEL:043-223-7807 

年  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  

 

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  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  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 :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  (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 等 (松戸市) ２１世紀の森と広場 
〜 千駄堀の自然を守り育てる総合公園 
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-g

uide/kouen_ryokuka/top/index.html 

本広場は広さが東京ﾄﾞｰﾑ11個分(50.5ﾍｸﾀｰﾙ)もある大き

な公園｡緑豊かな園内は山､林､池､田園など様々な自然に

触れ合える環境｡★見どころ：千駄堀池･野草園･光と風の広

場･みどりの里･縄文の森･生命の森･親緑の丘・つどいの広場 

http://www.city.matsudo.chiba.jp/

shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/

yoteihyou/index.html 

松戸市街づくり部公園緑地課 

21世紀の森と広場管理事務所 

松戸市千駄堀 269 

TEL:047-345-8900 

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

人と自然のふれあいをﾃｰﾏに､流山市｢市野谷の森｣中心に

活動｡毎月第 1日曜に野鳥･野草･昆虫の自然観察会｡あな

たも私たちとさとやまの自然とふれあってみませんか 

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

html 
同会事務局 
jimukyoku@nposatoyama.com 

年  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  

 

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  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  日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 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

http://www.chibawbsj.com 左記 URL参照 

http://www.ceic.info/
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.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/
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http://www.chibawbsj.com/ を行っている｡ TEL:047-431-3511(土･15〜18時) 

年  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  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  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  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  

 

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 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  

 

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 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 = 環境とエネルギー保全・食農安全 〜★〜☆〜 
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