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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

遅咲き豊後梅の花が満開を過ぎました。 

その花に誘われたらしいメジロが根本に落ちていました。 

玄関ポーチガラスに衝突したようで温もりを感じました。 

鳥に脳震盪(のうしんとう)はあるのでしょうか。 

蘇生させるにはどうすれば良いのでしょうか。 

寒さ除けしましたが蘇生せず残念でした。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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 【 マンションの窓断熱 】 

6年過ぎた大震災前から自宅の断熱・省エネ・創エネに取組み、 

中でも簡単に取付けられ効果実感の内窓は継続の源です。 

今まで戸建住宅の小窓用内窓の DIY(自作)例を紹介してきました。 

それがきっかけで内窓を作った方々からの感想をお聞きしています。 

 

ところが、マンションの窓も"結露"や"すきま風"問題があることを知り、 

実態はどうなのかが気になっていた訳です。そんな折り去る 3月 12日、 

千葉県マンション管理士会主催「マンション窓断熱改修講座」が 

柏市との共催であり参加しました。 

 

講座 1は、エコ窓普及促進会からの「エコ窓の基本」が紹介され、 

窓に関係する悩みやその改善ポイント、無断熱窓が多い現状、 

断熱窓の世界比較、ヒートショック改善など窓断熱の健康効果、 

マンションの窓改修手順などわかりやすい解説でした。 

 

講座 2は、西一正氏の実践経験の具体的で細やかな窓断熱改修紹介で、 

築年数と窓改修のステップなど、住人や管理組合関係者に即した 

役立つ内容と理解しました。(スライド全 123ページ) 

テキスト冒頭の以下文言が内容を端的に表しています。 

（住まい手による、住まい手のためのマンション窓断熱改修は） 

「資産価値を高め、エネルギーコストを節減、毎日の生活を快適にし、 

住む人の健康を維持します！」 
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コンクリート造りのマンション本体の温熱環境は良いのですが、 

築年数の古い多くのマンションの窓や玄関ドアに問題あるようです。 

ただマンションは 100戸・200戸と纏まった工事ができ有利で、 

戸建住宅も、地域で纏めたリフォームができないだろうか？ 

 

前案内の自転車後ブレーキ修理と同じ 5R(リペア)時代で、 

体も住まいも適切に修理しながらの生活をしたいものです。 

 

マンションにお住まいの方、ご意見ご感想あればお願いします。 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

★ 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＞ 

＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

※本案内、受信不要になりましたらその旨返信願います。 
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 ★☆          案内 ☆★ 2017.3.14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 

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 

13~14:30 

第 4回 公開環境勉強会 
http://www.kankyostation.org/wp/2017/02/第 4 回「公開環境勉強会」のご案内/ 

環境問題を克服した持続可能な地域社会｢環境未来

都市かしわ｣目指し､市民参加で実現の方法を探る 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ A 
(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F) 

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ／平日 13～17 

TEL:04-7170-7090要申込 

3.18土 

13:10~17:10 

グリーンパワー全国サミット 2017in東京 

〜地域の､地域による､地域のための再生エネ

ビジネスのつくりかた 
http://greenpower-summit.jp 

地域発再ｴﾈ事業ﾌﾟﾗﾝから再ｴﾈの多面的な価値や可

能性を学び､交流の場を設け､地域協働型再ｴﾈ事業

化への第一歩を。登壇者等は左記 URL参照 

ｲｲﾉﾎｰﾙ&ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 4F Room A 

(千代田区内幸町 2-2-1) 

経産省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁／(株)ﾄｩﾘｰ 

TEL:050-3735-8600 要申込 

左記 URL内から申込み 

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 

15~(20) 

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 

3.19日 

13~16 

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を観察し､鳥について

学ぼう｡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 

(船橋市潮見町 40) 

同公園 

TEL:047-435-0828 要申込 

3.19日 

13:30~15:30 

企画展実技付講演会〜新井幸人 尾瀬を撮る 
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/event/6242 

鳥目線･鳥瞰の尾瀬､登山道･木道から四季の表情や咲き

競う植物｡ﾃﾞｼﾞｶﾒならではのﾀｲﾑﾗﾌﾟｽ映像｡写真･映像を堪

能しその魅力や撮影ﾃｸﾆｯｸ､撮影裏話など実技交え語る 

群馬県立 自然史博物館 学習室 

(富岡市上黒岩 1674-1) 

同館 

TEL：0274-60-1200 要申込 

3.20月祝 

9:30~12  

あびこ自然観察隊 春の谷津田観察会 
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event/kyoshitsu/harunoyatsuda.html 

春の岡発戸･都部の谷津田を歩く。持参品：歩きや

すい靴と服装､帽子｡お持ちの方は双眼鏡｡ 

集：JR東我孫子駅南口 

雨天中止 

鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212 要申込 

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 

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
http://www.kankyostation.org/wp/2017/02/%E7%AC%AC4%E5%9B%9E%E3%80%8C%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%8B%89%E5%BC%B7%E4%BC%9A%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
http://greenpower-summit.jp/
https://www.renet-chiba.net/
http://blog.livedoor.jp/elfin_ee/archives/9467387.html
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/event/6242
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event/kyoshitsu/harunoyatsuda.html
http://sayonara-nukes.org/
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3.20月祝 

13~16 

地域活性化ﾌｫｰﾗﾑ｢いま なぜ木か ―日本

が世界に誇れるもの｣ ／ ｳｯﾄﾞ･ﾌｧｰｽﾄ｡＊ 
http://www.synqa.jp/event/4540/ 

＊木材活用が世界潮流｡新国立競技場設計建築家隈研吾

と宮大工西岡常一の内弟子小川三夫から､なぜ今木材か｡

自然と縁遠い現代に豊かさを導く木材活用の知恵 

ｲﾄｰｷ東京ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ SYNQA 2F ｾ

ﾐﾅｰﾙｰﾑ (中央区京橋 3-7-1 相互館
110 ﾀﾜｰ 2F) 

(公財)国土緑化推進機構 

TEL:03-3262-8457 
左記 URL内から申込み 

3.22水・28火

13~17:30 
地球温暖化防止コミュニケーター養成

セミナー東京 
http://funtoshare.env.go.jp/ipcc-report/ 

IPCC､COP､日本の温暖化対策計画や国⺠運動｢COOL 

CHOICE｣｡  新情報を効果的に える方法を学び､

地球温暖化の事を考える仲間になりませんか!? 

あすか会議室 八重洲 303A 

(中央区八重洲 2-2-1 ﾀﾞｲﾔ八重洲

口ﾋﾞﾙ 3F)  

環境省地球温暖化対策課 

TEL：03-5521-8341 
communicator@ondankataisaku.env.go.jp 

3.23木〜 

25土 10~17 

ジャパン・ドローン 2017|第 2回 
日本 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 

3.23木 
19~20:30 

参考情報 

都民を対象としたテーマ別環境学習講座 

第５回 サイエンスカフェ～都市の温暖化とセミ 
http://www.tokyokankyo.jp/kankyoken/ 

沼田英治(京大)〜ｾﾐなど身近な昆虫から､都市の温

暖化問題を考えるきっかけを提供｡都市部で増えて

いるｸﾏｾﾞﾐと温暖化の関係を一緒に考えましょう!  

3×3 Lab Future ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｿﾞｰﾝ

(千代田区大手町 1-1-2 大手門ﾀﾜｰ･
JX ﾋﾞﾙ 1階) 

東京都環境科学研究所 

TEL:03-3699-1331  3/12まで 

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年間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 

3.26日 

10~12 

森のネイチャーゲーム／小雨決行 
http://funabashi-mori.jp/event/index.html 

県民の森には自然の宝ものがいっぱい!森の中を歩

いてみましょう｡ 講師:千葉県森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会 

県立 船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL:047-457-4094 要申込 

3.26日 

10:15~16:35 

春休み つくばサイエンスツアーバス特別イベント 

★スーパーカーで運動エネルギーを学ぼう 
主催者 HP: https://www.i-step.org/tour/ 

午前中､おもしろ理科先生の工作実験教室『ｽｰﾊﾟｰｶ

ｰで運動ｴﾈﾙｷﾞｰを学ぼう』・午後､ｻｲｴﾝｽﾂｱｰﾊﾞｽで地

図と測量の科学館と筑波実験植物園を説明付見学 

集:つくばｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 3F大会議室 

(TX つくば駅 A3出口徒歩 3分) 

つくばｻｲｴﾝｽﾂｱｰｵﾌｨｽ 

TEL:029-863-6868 要申込 

3.26日 

13~14  

参考情報 

第 35回 ﾐｰﾂ･ｻﾞ･ｻｲｴﾝｽ〜新元素正式決定記念

『ニホニウム～宇宙の元素誕生から 113番

元素合成まで』 

日本初､ｱｼﾞｱ初の新元素｢ﾆﾎﾆｳﾑ｣｡新元素発見に携

わった､小浦寛之氏(日本原子力研究開発機構)から､宇宙の歴

史と元素の誕生､人工元素､新元素合成秘話を 

つくばｴｷｽﾎﾟｾﾝﾀｰ 1F 3D ｼｱﾀｰ 

(つくば市吾妻 2-9) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:029-858-1100 要申込 
http://www.expocenter.or.jp/?page_id=43 

3.26日 

13:30~15:30 

真珠まりこさん講演会 

「もったいないには愛がある」 
http://www.unicef-chiba.jp/20170326sinnjyusann.pdf 

真珠まりこ(絵本作家)〜｢今地球で起きている問題は

全て命を一番に考えていたら起きなかった｣とﾄｰｸｾ

ｯｼｮﾝ｡ いま私たちに出来ることは何なのか  

八千代市総合生涯学習ﾌﾟﾗｻﾞ  

(同市ゆりのき台 3-7-3) 

 

千葉県ﾕﾆｾﾌ協会 

TEL:043-226-3171 要申込 

4.02日 

9:30~12 

ワクワク里山体験〜4月ﾃｰﾏ観察会「植物」 
主催者 HP： http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

小幡和男(茨城県自然博物館)〜草木の芽が伸び始め､花も

咲き出す春｡里山の植物の春をしっかり観察しよう 

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 

4.06木 
10~ 

自然観察会 

〜 八柱霊園(松戸市)探鳥会 

案内:ｳｿを期待｡花は桜をお楽しみに｡ 

持物:観察用具､弁当､飲み水､帽子､雨具 

集：10時 新京成線 八柱駅改札口 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 
TEL:047-438-9568 

4.07金 

13:30~15:30 

第 117回 省エネルギー学習会 

〜かしわエコカンパニー大賞を受賞するまで 
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h29/H290303No116.pdf 

青木一男(青木建設(株)〜柏市環境保全協議会とは･かしわｴ

ｺｶﾝﾊﾟﾆｰ大賞とは･これまでの受賞企業･同社の省ｴﾈ活動

内容･同賞受賞して・他 

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ(3F)大会議室  

(同 市中 110) 

温暖化防止ながれやま 

TEL:04-7155-1073 要申込 
best.ecohouse@gmail.com 

4.08土ほか 

全 6日※ 

10:30~14:30 

市原の里山とアートをぐるっと巡ろう〜電動ｱｼｽ

ﾄ自転車で市原の春の芸術祭を巡るツアー (有料) 

 http://onionworld.jp/news/post/43758 

※4/8(土)･9(日)･15(土)･16(日)･22(土)･23(日) 

現代ｱｰﾄの祭典｢いちはらｱｰﾄ×ﾐｯｸｽ 2017｣を電動ｱｼｽﾄ自転車で

巡る｡｢森ﾗｼﾞｵ ｽﾃｰｼｮﾝ｣｢IAAES(旧里見小学校)｣｢市原湖畔美術

館｣など注目ｽﾎﾟｯﾄをｽﾀｯﾌ先導で巡る｡小湊鉄道沿線の菜の花撮

影ﾎﾟｲﾝﾄも案内／雨天中止 

集：高滝神社下の駐車場 

(市原市高滝 1 小湊鐵道 高滝駅徒歩

8分) 

養老渓谷駅前観光案内所／火休 

TEL:0436-96-0055 要申込 

4.12水 

13:10~16 

第 6回 地中熱利用促進協会活動オリエ

ンテーション 
http://www.geohpaj.org/archives/6427 

｢地中熱利用の現状と展望説明｣｢協会活動の紹介｣

と意見交換｜ｽｶｲﾂﾘｰ地域冷暖房施設見学(1,500円/

人) ※ ﾀﾜｰには上りません 

集:そらまちひろば｢東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ･ﾂｰﾘｽ
ﾄｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ前｣ 

(墨田区押上 1-1-2) 

(NPO)地中熱利用促進協会 

TEL:03-3391-7836 要申込 

http://www.synqa.jp/event/4540/
http://funtoshare.env.go.jp/ipcc-report/
mailto:communicator@ondankataisaku.env.go.jp
http://www.japan-drone.com/index.html
http://www.tokyokankyo.jp/kankyoken/
https://ja-jp.facebook.com/events/1862390697314353/
http://funabashi-mori.jp/event/index.html
https://www.i-step.org/tour/
http://www.expocenter.or.jp/?page_id=43
http://www.unicef-chiba.jp/20170326sinnjyusann.pdf
http://www.kasumigaura.net/ooike/
http://www.na-shimin.org/w2/obn/conference/h29/H290303No116.pdf
mailto:best.ecohouse@gmail.com
http://onionworld.jp/news/post/43758
http://www.geohpaj.org/archives/6427
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【農林水産・食・畜産・緑・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 

3.15水 

18~20  

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 

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 

3.18土･19日･
20月 NEW 

各 9~13:30 

フルベジ ツーリズム (有料) 

〜全国第 5位!｢柏のねぎ｣丸かじり GO! 
http://www.michinoeki-shonan.jp/3763 

収穫体験したねぎを一本丸ごと炭火焼! 遊覧船､ね

ぎｿﾌﾄｸﾘｰﾑ･ｸｯｷｰ… 柏のねぎを味わい尽くすｾｯﾄﾌﾟﾗ

ﾝ!(昼食付)。各日先着 28名( 少催行人数 10名) 

集：道の駅しょうなん 9:30 

(柏市箕輪新田 59−2) 

道の駅しょうなん 

TEL:04-7190-1131 要申込※ 

※:2日前の 17時まで 

3.19日 NEW 

13:30~15:30 

寺子屋講座(まちの仕事人講話) 
http://noda-muse.or.jp/event/terakoya 

長原歩(元ｷｯｺｰﾏﾝ)〜しょうゆの安全性､知られざる機能

性 研究者の報告/参加費:一般 500円 高大学生 250円 

野田市市民会館･松竹梅の間 

(同市 野田 370-8) 

同館 

TEL:04-7124-6851 要申込 

3.20月祝 
13~16:30 

NEW 

千葉大学大学院園芸学研究科・園芸学部公

開研究発表会 

http://www.h.chiba-u.jp/contribution/openlecture/index.html 

修士論文､卒業論文､修了論文から高校生や市民の

方々に身近な内容､時流をとらえた研究など公開｡

口頭･ﾎﾟｽﾀｰで約 20課題｡発表ごとに質問時間も 

同大園芸学部 E棟 2F合同講義室 

(松戸市松戸 648) 

同大同学部学務係 

TEL:047-308-8713 

3.22水まで 

NEW 

遺 子組換えダイズ、トウモロコシ、

ワタの第一種使用等、承認先立つ意見

募集（パブリックコメント）  
http://www.env.go.jp/press/103684.html 

[概要] 遺 子組換え農作物栽培等は､野生動植物に影響

与えないかの事前評価｡具体的にはｶﾙﾀﾍﾅ法で遺 子組換

え農作物のほ場栽培など､環境中へ拡散防止せず使用す

る場合(第一種使用等)､使用方法などの規程を定め､これを

農林水産省・環境省に申請､事前承認必要 

応募の詳細は左記 URL参照 環境省自然環境局野生生物課外

来生物対策室 

TEL:03-5521-8344 

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 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 

3月末まで 

NEW 

自然農田んぼ塾 参加者募集(有料) 

不耕起･無農薬･無施肥の自然農米作り 

〜 4月 22日開講式&種まき 

･5月 田植え~草を いた田んぼに穴を開け苗 1本

植える･6月 草取り[中略]11 月   り､おだ掛け､

脱穀､唐箕､籾摺り 12 月 脱穀､唐箕､籾摺り 

同塾田んぼ 
(田んぼの現地は右記へ問合せを) 

同塾 

TEL:080-5414-0769 

4.22土 

10~12 

バードウォッチング 
http://funabashi-mori.jp/event/index.html 

県民の森及び周辺に生息する野鳥の観察 

講師：千葉県野鳥の会 

県立 船橋県民の森 

(船橋市大神保町 586-2) 

左同 

TEL:047-457-4094 要申込 

4.26水 

13~17:30 

PV(太陽光発電)ビジネスセミナー 

『改正 FIT開始直後スペシャル(仮)』 
https://journalnews.jp/solar/sj-market/7932/ 

登壇者：飯田哲也(環境ｴﾈ政策研)・長島彬(CHO技研)／買

取価格変更に伴い投資業者が淘汰､ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙに太

陽光発電に向き合える｢真の PV業者｣が必要 

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) 

(株)ｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｿｰﾗｰｼﾞｬｰﾅﾙ編
集部  

TEL:03-3403-3335 

4.30日 

13:30~15:30 

自然史講座「ツバメの多様な求愛戦略」 
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/event/6290 

ﾂﾊﾞﾒも恋をし配偶者を得て子孫を残す｡この配偶者

獲得こそ､生存より強い進化の原動力｡配偶者を得

るため､あの手この手の求愛方法とその真価 

群馬県立 自然史博物館 学習室 

(富岡市上黒岩 1674-1) 

同館 

TEL：0274-60-1200 要申込 

http://www.npobin.net/apply/
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2016.html
http://www.michinoeki-shonan.jp/3763
http://noda-muse.or.jp/event/terakoya
http://www.h.chiba-u.jp/contribution/openlecture/index.html
http://www.env.go.jp/press/103684.html
http://noda-muse.or.jp/exhibition/exhibition
http://www.marusa-marche.com/studio.html
mailto:cook@marusa-f.co.jp
http://funabashi-mori.jp/event/index.html
https://journalnews.jp/solar/sj-market/7932/
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/event/6290
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4.05水〜NEW 

07金 10~18 
参考情報 

第 1回 関西 農業ワールド 2017 
農業資材 EXPO･次世代農業 EXPO･6次産業化

EXPO   http://www.nogyoworld.jp/kansai/ 

農業に関するあらゆる製品･ｻｰﾋﾞｽが一堂に出展｡海

外企業を含む 250社出展｡農業法人や農協､農業参

入検討企業と出展社との間での商談やｾﾐﾅｰ開催 

ｲﾝﾃｯｸｽ大阪 4・5号館 A・B 

大阪市住之江区南港北 1-5-102 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8511 

4.09日〜 

9.09土 

NEW 

H29年度 前期「緑のおもしろ講座」(有料) 
http://www.chiba-shinrin-instructor.com/kat

udo-annai/2017/omosiro-koza2017Aposter.pdf 

千葉市都市緑化植物園を中 に､近 の自然･地域

文化などを楽しみながら学ぶ講座｡一味違った自

然を見つけましょう｡日程・内容等は左記 URL参照 

千葉市都市緑化植物園 

(同市 中央区星久喜 278) 

千葉県森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会 

TEL:080-5048-4390要申込 

 

4.14金 
10~12:30 NEW 

五来純先生(あなたと健康社)講演会 

〜 食生活がつくる明日の希望 

近年､食生活変化から様々な病気が増えている｡食

は命の源｡日々の食事を手作りで も体も変わる 

ｱﾐｭｾﾞ柏 

(柏市柏 6-2-22) 

柏の葉自然に学ぶ会 

TEL:04-7100-8821 

4.15土ほか 

全 7日 ※ 

NEW 

千葉あそび 〜 地よい汗とともに里山の旬

を満喫!〜｢筍狩り(1)｣or｢田植え(2)｣(有料) 

※(1):4/15,4/23,4/27,4/30  

 (2):5/3,5/5,5/7 

(1):里山ﾊｲｷﾝｸﾞを楽しむ筍掘り｡(2):農薬･化学肥

料不使用の田植え体験｡(2)のﾗﾝﾁは､谷当産お米の

ご飯と味噌汁｡(1)(2)共､春の花ﾚﾝｹﾞ狩りも 
http://onionworld.jp/news/post/44328 

集:｢わたしの田舎｣谷当工房 

(千葉市若葉区谷当町 70) 

左同 

TEL:043-239-0645 要申込 

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。 

随時＆申込み
期限あり 

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､農家から野菜作りの基本を｡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。年間利用料：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 

随時 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 

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 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 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 流山市名都借 320 同会 TEL:04-7144-2820 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html 

第 1･3日曜 

8〜15 

長全寺門前市 (荒天中止) 
http://monzenichi.com/member/member.php 

柏産の野菜、市内商店・事業所の商工品の販 売な

ど。 

長全寺境内  

(柏市柏 6-1-9) 

同市運営委員会事務局 

TEL:04-7169-9090 

毎週土曜 

8:30〜11 

南流山の朝市 地元野菜､草花の苗､ふるさと産品など販売 南流山駅(南口) 駅前公園 

(JR・TX 南流山駅すぐ) 

流山市商工課  

TEL:04-7150-6085 

第 4土曜 

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

近隣農家の新鮮野菜、地域商店の惣菜、流山 

ふるさと産品など。詳細は左記 URL参照 

運河水辺公園 

 (東武線 運河駅 徒歩 2分) 

利根運河交流館 

TEL:04-7153-8555 

http://www.nogyoworld.jp/kansai/
http://www.chiba-shinrin-instructor.com/katudo-annai/2017/omosiro-koza2017Aposter.pdf
http://www.chiba-shinrin-instructor.com/katudo-annai/2017/omosiro-koza2017Aposter.pdf
http://onionworld.jp/news/post/44328
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
https://www.sharebatake.com/farms/nagareyama
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/
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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 ･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 

草 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 

3月〜4月の 

火&木 10:30~ 

NEW 

障がい者の就農施設｢わーくはぴねす農園 

船橋ファーム｣説明会 
https://plus.spool.co.jp/service/support02.html  

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ:法定雇用率に則し障がい者を雇用した

い企業に農園を区画貸しで雇用し､収穫物を一般従

業員への配布や社員食堂の食材に使用。 

同ﾌｧｰﾑ 

(船橋市高根町 595-1) 

(株)ｴｽﾌﾟｰﾙﾌﾟﾗｽ 

TEL:0120-997-212 

上映中 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｡ 

上映の劇場と期間は以下 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 

3.17金まで 

NEW 

地球の未来について楽しみながら考える 

｢エコライフ・フェア 2017｣ブース出展募集 

http://www.env.go.jp/press/103659.html 

子供からお年寄りまで､環境問題を楽しみながら学

び体験する機会を提供して理解を深め､日々の暮ら

しに行動することを目指す。6/3(土)・4(日)開催 

募集の内容は左記 URL参照 環境省 

TEL:03-5418-5062 

3.17金〜 

5.14日 NEW 

春・GW企画展〜知られざる海のふしぎ 

〜 びっくり深海調査隊／Part1&2 
http://www.kagakukanq.com/sp_info/detail.php?information_id=1679 

この春､千葉市科学館が｢深海｣になる｡深海はどん

なところ?どんな生きものがいるのかな? 深海研究

所で､まだ謎に包まれている深海を調査しよう! 

千葉市科学館 

(千葉市中央区中央 4-5-1) 

同館 

TEL:043-308-0511 

3.18土〜 

5.14日 NEW 

第 53回 企画展「尾瀬を科学する」 

★ 一万年の時が生んだ天上の楽園 
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/event/6217 

過去から科学的調査研究は尾瀬の生い立ちを解明し学術

的価値を証明｡新知見や問題の調査研究中｡過去､現在､未

来研究から尾瀬を体感する展示｡関連ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟあり 

群馬県立自然史博物館 

(富岡市上黒岩 1674-1) 

同館 

TEL：0274-60-1200 

3.18土〜NEW 

6.11日 9~ 

特別展「大英自然史博物館展」 
http://treasures2017.jp 

同館誇る 8000万点の収蔵標本から､世界的にも貴

重な｢至宝｣ｺﾚｸｼｮﾝ約 370点を選りすぐり､一堂展示 

国立科学博物館 

(台東区上野公園 7-20) 

左同 

TEL:03-5777-8600 

3.22水まで 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 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深めていただく。 

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 

http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
https://plus.spool.co.jp/service/support02.html
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/103659.html
http://www.kagakukanq.com/sp_info/detail.php?information_id=1679
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/event/6217
http://treasures2017.jp/
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000664357.pdf


 8 

3.22水 NEW

〜26日 10~16 

第 75回 全日本学生児童発明くふう展 
http://koueki.jiii.or.jp/topics/2017/gakusei_jusho.html 

全受賞作品 156点をはじめ､｢ｻｲｴﾝｽ演芸師 善ちゃ

んのｻｲｴﾝｽｼｮｰ｣や､電子顕微鏡や模倣品など特別展

示､さらには日替わりの発明教室 

東京･北の丸公園 科学技術館 

(千代田区北の丸公園 2-1) 

(公社)発明協会 

TEL:03-3502-5434 

3.22水〜 

4.05水 NEW 

2017年 全労済地域貢献助成事業 

対象:防災･減災､環境および子育て･子育ち支援 
http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2017/21547.html 

<重視活動>広く地域住民に活動が開かれ､日常的な

人のつながりが生まれ､共感と参加が拡大／地域に

密着継続して取組む／助成で活動が充実､発展 

募集の詳細は左記 URL参照 全労済 地域貢献助成事業事務局 

TEL:03-3299-0161 

3.25土〜 

6.11日 
参考情報 

企画展 ３次元のかたち 
〜 作る技術、感じる技術 〜 
主催者 HP：http://www.expocenter.or.jp 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの発達で 3次元のかたちを作り出す技術や

3次元のかたちを感じる技術は進歩｡実際に見て触

って体験し､その技術や 新研究にふれる 

つくばｴｷｽﾎﾟｾﾝﾀｰ 2F 多目的ﾎｰﾙ 

(つくば市吾妻 2-9) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:029-858-1100 

3.26日まで 

NEW 

企画展「静岡のチョウ 世界のチョウ」 
https://www.fujimu100.jp/exhibition/planning/ 

★同日、開館 1周年イベントあり 

静岡に生息する全種の標本、世界各地域を代表す

るﾁｮｳ､絶滅した貴重なﾁｮｳ等紹介。人とﾁｮｳのくら

しの結びつきに思いを馳せていただきたい 

ふじのくに地球環境史ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

(静岡市駿河区大谷 5762 
(旧 県立静岡南高校)) 

同ｭｰｼﾞｱﾑ 

TEL:054-260-7111 

3.26日まで 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 

3.27月まで 
開催日時限定※ 

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 

3.31金まで 

NEW 

でんきの森(太陽光)発電所 

パネルオーナー大募集！  

http://www.greenenergy.jp/1635 

静岡県伊豆の国市田中山地区に地域･市民参加の太陽光

発電所誕生｡ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ 1枚から購入可(250W ﾊﾟﾈﾙ 1枚 6万円)

同ﾊﾟﾈﾙを発電所に設置､天候関わらず固定賃料を支払い 

募集内容詳細は左記 URL参照 (仮認定 NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ
(本部) 

TEL:03-5805-3577 

3月末まで 

NEW 

【寄付のお願い】子どもとお年寄りが"大家

族"のように過ごす保育園に太陽光発電を 
http://www.greenenergy.jp/1569 

熊谷市内(社福)古宮会ほしのみや保育園｡温暖化影響を受

ける子どもたちに､太陽光発電や自然ｴﾈﾙｷﾞｰを感じる場

をつくり､地域の環境学習もというﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

募集の詳細は左記 URL参照 (仮認定 NPO)太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ
(埼玉) 

TEL:048-556-4188 

3.31金まで 

NEW 

シニアのための自然･環境研修会(有料)

参加者募集／対象：原則 50歳以上 
http://furano-shizenjuku.com/sub4.php - senior 

倉本塾長講義｢ﾋﾄに問う｣/講義｢地球環境の現状と

問題点｣他/ﾌｨｰﾙﾄﾞ研修:環境教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

実技含)｢植樹関連ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣(種､育苗､植樹などの実技含)

｢農業研修｣｢自然散策｣など/他｢五感ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣など 

富良野自然塾ﾌｨｰﾙﾄﾞ 

集：ﾆｭｰ富良野ﾎﾃﾙ(予定) 

(北海道富良野市北の峰町 14-38) 

(NPO)C･C･C富良野自然塾 

TEL:0167-22-4019 要申込 
shizenjuku@furano.ne.jp 

4.01土〜 

5.31水 NEW 

沖合イルカ ウオッチング(有料) 

http://www.choshi-iruka-watching.co.jp/okiaiiruka.html 

注：季節ごとに各種ｳｵｯﾁﾝｸﾞあり 

ときには 5,000頭のｲﾙｶの群れ｡ｶﾏｲﾙｶは 2～5月に

よく出会えるｲﾙｶ｡ ｽｼﾞｲﾙｶは船首波に乗ったりｼﾞｬﾝ

ﾌﾟし､水面から飛び出したり愛らしく活動的ｲﾙｶ 

銚子海洋研究所 

(銚子市潮見町 15-9) 

(有)同研究所 

TEL:0479-24-8870 要申込 

4.14金まで 

NEW 

第2回 こんな公園あったらいいなコンクール 
http://mainichi.jp/sp/ryokuchi/ 

次世代を担う子どもたちが公園緑地の将来像を想

像し描いた絵画｡豊かな創造力で夢ある作品 

募集の詳細は左記 URL参照 毎日新聞社・日本公園緑地協会 

TEL:03-3518-9755 

4.20木〜※ 

26水 NEW 
（※23日 休み) 

元気力発電所 練馬★15周年お楽しみ企画 
主催者 HP：http://www.npo-genkiryoku.org 

(練馬区内の)当発電所は､*   

*関町･練馬･石神井の 3拠点で環境ｽﾃｰｼｮﾝのﾘﾕｰｽ事

業｡各拠点では家庭で眠る物品の寄付をいただき､

その販売収益を市民発電所設置費用としている 

詳細は左記 URL参照または右記まで 環境まちづくり NPO元気力発電所 

TEL:03-5393-5944 

4.23日まで パネル展「河川 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 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 マリンサイエンスギャラリー 

〜 サンゴ礁の生きものたち 〜 

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､ｻﾝｺﾞ礁に生息する生物

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 

http://koueki.jiii.or.jp/topics/2017/gakusei_jusho.html
http://www.jsf.or.jp/
http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2017/21547.html
http://www.expocenter.or.jp/
https://www.fujimu100.jp/exhibition/planning/
http://www.omochaoukoku.com/karuizawa/event/experience.html#switch-tab03
http://www.omochaoukoku.com/karuizawa/event/experience.html#switch-tab03
http://www.greenenergy.jp/1635
http://www.greenenergy.jp/1569
http://furano-shizenjuku.com/sub4.php#senior
mailto:shizenjuku@furano.ne.jp
http://www.choshi-iruka-watching.co.jp/okiaiiruka.html
http://mainichi.jp/sp/ryokuchi/
http://www.npo-genkiryoku.org/
http://www.npo-genkiryoku.org/page282354.html
http://www.npo-genkiryoku.org/page282355.html
http://www.npo-genkiryoku.org/page282356.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=563
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年間・定期・募集・情報提供＆    等 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 

NEW 

小水力発電に関わるニュース集 
http://j-water.org 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰの取り組みとして､小水力発電に関する

専門情報をお届けするｻｲﾄ 

左記 URLに同じ 全国小水力利用推進協議会 

TEL:03-5980-7880 

http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=60 どうしの種間関係等に焦点を当てて紹介 

5.07日まで 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深い生き物たちの知

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 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 

5.21日まで 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) 

6.15木まで 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 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 

6.23日まで 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 
 

2.15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 

 
2.15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 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 
 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 

貸出受付中 ﾜｯﾄｱﾜｰﾒｰﾀｰ 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 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://j-water.org/
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.momat.go.jp/cg/exhibition/animals_2017/
http://www.env.go.jp/press/103525.html
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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年間 

 

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＊ 
http://www.ceic.info 

＊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

場合もあり､事前に必ずご確認を｡ 

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 

TEL:043-223-7807 

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 

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 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 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 

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 分(50.5ﾍｸﾀｰﾙ)もある大き

な公園｡緑豊かな園内は山､林､池､田園など様々な自然に

触れ合える環境｡★見どころ：千駄堀池･野草園･光と風の広

場･みどりの里･縄文の森･生命の森･親緑の丘・つどいの広場 

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

shisetsu-guide/kouen_ryokuka/top/

yoteihyou/index.html 

松戸市街づくり部公園緑地課 

21世紀の森と広場管理事務所 

松戸市千駄堀 269 

TEL:047-345-8900 

年間 東京都立東京港野鳥公園 
http://www.wildbirdpark.jp/index.html 

〜 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 に

活動｡毎月第 1日曜に野鳥･野草･昆虫の自然観察会｡あな

たも私たちとさとやまの自然とふれあってみませんか 

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

html 
同会事務局 
jimukyoku@nposatoyama.com 

年間 東葛しぜん観察会 

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

千葉県東葛飾地区で身近な自然の観察をしている自然観

察指導員の集まり｡自然に親しみ､自然の中での体験を通

じて自然から様々なことを学ぶ｡ 

左記 URLに同じ 同会事務局 

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

年間 

 

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

s/info2/tegatan/index.html 

鳥の博物館前にひろがる手賀沼の自然の中で､鳥と

それにかかわり合う生き物たちを観察する散歩感

覚の自然観察会｡ 

左記 URLに同じ 我孫子市 鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212 

年間 千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

http://chibawildbird.web.fc2.com 

昭和 49年に自然保護運動を進めて来た人たちにより誕

生｡会員は 200人程で､鳥を見て楽しむこと､鳥や自然を

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

http://www.ceic.info/
http://www.ceic.info/event/
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
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知ること､守ることの 3つが活動の柱｡ 

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 者中 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 に､小動物の広場(松丸)､ふるさとの森(松丸)､万木

の丘(万木)､ﾄﾝﾎﾞ沼(高谷)､ﾎﾀﾙの里(山田)､照葉樹の森

(鴨根)､昆虫広場(細尾) など 

 いすみ市万木 2050 

TEL:0470-86-5251 

年間 埼玉県立 川の博物館 

http://www.river-museum.jp/index.html 

体験教室やおまつり､親子で楽しめる工作､ｳｫｰｷﾝｸﾞ

など様々なｲﾍﾞﾝﾄ 

http://www.river-museum.jp/event/

calendar.html 
埼玉県大里郡寄居町小園 39 

TEL:048-581-7333（代表） 

年間 国立科学博物館 筑波実験植物園 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php 

筑波山の南裾にひろがる緑ゆたかな自然あふれる

植物園。国立科学博物館が植物の研究を推進する

ために設置した機関 

左記 URL内からﾁｪｯｸ 茨城県つくば市天久保 4-1-1 

TEL:029-851-5159 

年間 

 

農水省 本省(霞ヶ関) 

「消費者の部屋」特別展示 
http://www.maff.go.jp/j/heya/ 

消費者の皆さまとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを深めるため､農水

省北別館 1階に設けられ､行政や食生活などの情報

提供を｡特別展示では延べ 200万人超える来場 

http://www.maff.go.jp/j/heya/tenz

i/index.html 
同省 

TEL:03-3591-6529（一般相談） 

TEL:03-5512-1115（子ども相談） 

年間 

 

流山おもちゃ病院〜 おもちゃの診察･治療 
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/ 

皆さんの家に壊れたおもちゃはありませんか?  

子どもたちの物を大切にする 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 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 〜★〜☆〜 

http://www.chibawbsj.com/
http://www.chibawbsj.com/
http://homepage2.nifty.com/suzugamo/gyouji.html
http://homepage2.nifty.com/suzugamo/gyouji.html
http://www.isumi-sato.com/
http://www.river-museum.jp/index.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
http://www.river-museum.jp/event/calendar.html
http://www.tbg.kahaku.go.jp/index.php
http://www.maff.go.jp/j/heya/
http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html
http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/
http://schedule49.blog.fc2.com/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28895/021991.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p007555.html

