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☆ 皆様へ ☆（転送は自由です）☆ 

 

前回号外で「印西市内の田んぼを無料で使いませんか」ご案内しましたが、 

印西市市民活動支援センター様の広報ご協力により、 

同市地元農家さんから連絡がありました。ありがとうございました。 

食生産の貴重な農地を地域や市民参加で価値ある保全の必要があります。 

 

なお上記情報元を認定 NPO法人 宍塚の自然と歴史の会(土浦市)としましたが、 

事務所は「つくば市」でした。訂正しお詫びします。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

[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 【 環境市民活動モデル 】 

市民活動の継続にはどうしても資金が必要です。 

助成金や寄付に頼るこのが一般的ですが、 

自らの活動で資金を得られれば自由・自立した活動ができます。 

 

言うは簡単ですが実際に行うは相当な課題を乗り越えなくてはなりません。 

ところがそれを見事に実現している団体があります。 

今年 1月に流山へ来ていただいた「環境まちづくり NPO 元気力発電所」です。 

http://www.npo-genkiryoku.org 

 

活動内容の収支双方も価値ある環境保全に貢献中です。 

保育園などの建物の屋根に太陽光発電を設置し贈呈します。 

その資金はリサイクル・リユース活動や寄付金などを当てます。 

 

練馬区内に複数の店舗を設置し、 

基本は社会を良くする非営利活動ですが、収入を得るための活動もあります。 

税法上も確認しながら進めたとのことです。 

 

他に事例がない特筆すべき活動と思い再度ご紹介しました。 

＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝ 

★ 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 

http://www.npo-genkiryoku.org/
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＜明日への助け合い＝環境とエネルギーの保全・食農安全＞ 

＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝＝＝＝＊＝ 
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★☆          案内 ☆★ 2017.6.14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 

6.10土 13~16 
参考情報／終了 

第 38回 我孫子サイエンスカフェ 

田んぼ発電 見学・講演 
http://abikoscience.web.fc2.com 

渡邉一哉(東京薬科大)〜微生物使った発電に注目｡稲が光合

成時に有機物と､それを分解する微生物の力を組合わせ

た｢田んぼ発電｣は自然循環型ｼｽﾃﾑ 

野田自然共生ﾌｧｰﾑ [こうのとりの里管理

棟隣接] 

(野田市三ﾂ堀 371) 

我孫子ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ 

TEL:0297-82-3070 要申込 

6.15木 

10~11:30 

ふれあい塾あびこ公開講座〜美しきアンデスの山々(3) 

〜 蒼き氷河と風の大地 パタゴニア 〜 

https://www.fureaijyuku.com/これからの講座/平成 29年 6月講座/ 

高橋重(白樺同人)〜ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ､年間通し強い風が吹き､山脈

の雪が地球上 3番目大の氷河に｡その先端は蒼き氷河が

音を立てて崩落｡氷河が削り出した独特な形の岩峰が 

我孫子市生涯学習ｾﾝﾀｰ(ｱﾋﾞｽﾀ)ﾎｰﾙ 

(同市 若松 26-4) 

(NPO)ふれあい塾あびこ 

TEL:080-1364-0371 要申込 

6.16金 

9~ 

自然観察会 

〜 東武野田線 運河探鳥会  雨天中止 
案内:ｶﾜｾﾐ､ｵｵﾖｼｷﾘ等期待 

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 

6.16金 11:30~ 

参考情報 

毎日メトロポリタンアカデミー6月講演会(有料) 
https://www.mainichi-ks.jp/form/metro-academy1706/ 

天達武史(気象予報士)〜人に話したくなる天気のﾋﾐﾂ｡ 

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ資料で分かりやすく｡異常気象や気候環境も 

ﾎﾃﾙ ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ 4F｢桜｣ 

(豊島区西池袋 1-6-1) 

毎日新聞社 

TEL:03-6265-6817 6/9迄 

6.16金 

13:30~17:30 

太陽光発電事業者向け〜できることは自分で｡ｺｽﾄを削

減するための〜 太陽光発電 O&M講座(有料) 
https://solarjournal.jp/solarpower/17968/ 

既存発電所向け改正 FIT法の解説/これだけは知ってお

きたい太陽光発電 O&M/実践!⾃分でできる O&M 

参加特典｢太陽光発電 O&M ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ｣(定価:3,000円)進呈 

JR南新宿ﾋﾞﾙ 15F 会議室 A 

(渋谷区代々木 2-1-5 JR新宿駅徒歩
4分､ﾃﾞｯｷ直結)  

SOLAR JOURNAL･ｴﾅｼﾞｰﾋﾞｼﾞｮﾝ共催 

TEL:03-3403-3335要申込 
左記 URL内から申込み 

6.16金 

16~ 

DiO(Do it ourselves)～市民の手づくり発電所 

DiO 体験ワークショップ(有料) 

https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

FIT低価格時代に突入する中､企画､営業､設置の各

事業者が協力し低ｺｽﾄを実現するｴﾈﾌﾛｰﾗ実践中｡ 

その最先端ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ｢DiO｣(Do it ourselves)体験 

井土ヶ谷ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 
(横浜市南区井土ヶ谷下町 27-1 下之

前住宅 1F) 

(NPO)市民電力連絡会 

FAX:03-6380-5244 要申込 
ppn2014info@gmail.com 

6.16金 

18:30~ 

 

市民電力連続講座(有料) 

〜DiO (Do it ourselves)～市民の手づくり発電所 
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

山川勇一郎(たまｴﾝﾊﾟﾜｰ)〜FIT低価格時代に突入する中､企

画､営業､設置の各事業者が協力し低ｺｽﾄを実現するｴﾈﾌﾛｰ

ﾗ実践中 

井土ヶ谷ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 
(横浜市南区井土ヶ谷下町 27-1 下之

前住宅 1F) 

(NPO)市民電力連絡会 

FAX:03-6380-5244 要申込 
ppn2014info@gmail.com 

6.17土 

18:30~20:30 

市民活動講座 ICTの活用法 

〜ICTを地域活動に活かす活用法(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ編) 

http://kashiwanpo.genki365.net/gnkk07/pub/sheet.php?id=73961 

青山司(ICT能力開発協会)〜 一歩進んだｲﾝﾀｰﾈｯﾄの活用法を

学ぶ｡これからの市民活動や地域活動に､今注目のｸﾗｳﾄﾞｻ

ｰﾋﾞｽをどのように使ったら良いかを学習 

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 多目的ｽﾍﾟｰｽ A 

(柏駅南口徒歩 3分) 

(柏市)市民活動ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾅｰ 

TEL:04-7163-1143  6/5 迄 

6.18日 9~12 あびこ自然観察隊 河原の鳥 
雨天中止 

河原の草地で繁殖するﾖｼｷﾘの仲間やﾋﾊﾞﾘを観察 
※ 申込み先着順･小学校低学年以下は保護者同伴 

利根川ゆうゆう公園 9時 野球場横駐

車場集合(ｽﾎﾟｰﾂｿﾞｰﾝ一番西側端駐車場) 

我孫子市 鳥の博物館 

TEL:04-7185-2212 要申込 

6.18日 

13~15:30頃 

みんなの環境セミナー〜 駅のツバメ 〜 

「ツバメのくるまち･ひの」の魅力再発見！ 

http://kankyo-hino.com/event/event.html - tsubame201706 

金子凱彦(日野の自然守る会)・他〜日野市は豊かな水と緑に恵

まれた｢ﾂﾊﾞﾒのくるまち｣｡JRの豊田駅･日野駅周辺のﾂﾊﾞ

ﾒの巣を観察しながらﾂﾊﾞﾒにやさしい街の魅力を再発見 

集：JR中央線豊田駅北口出口前 

解：同駅または JR日野駅 

日野市立ｶﾜｾﾐﾊｳｽ 

TEL:042-581-1164 要申込 

6.18日 

14~16 

企画展関連学芸員講座 

「現役イカ籠漁師をお招きして」 
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/kyodo/1018464.html 

浦安のｲｶ網漁の伝統を受け継ぐｲｶ籠漁が今日でも木更津

市で行われています｡木更津市牛込漁業協同組合の現役

のｲｶ籠漁師に､漁業の様子などを語っていただきます｡ 

浦安市郷土博物館 1F視聴覚室 

(同市 猫実 1-2-7) 

同館 

TEL:047-305-4300 要申込 

6.18日 

15~17 

ホタル飛び交う街づくりに成功した三島の手法を学ぶ 

傷つく富士山と､ふるさとの水辺を救え 
http://meishanerima.wixsite.com/1984 

渡辺豊博(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾜｰｸ三島)〜右手にｽｺｯﾌﾟ､左手に缶ﾋﾞｰﾙ｡｢走

りながら考える｣｢ﾐｯｼｮﾝ･ｱｸｼｮﾝ･ﾊﾟｯｼｮﾝ｣を活動の心根に

秘め､地域から日本元気再生の戦略的･革新的活動を語る 

練馬区立 勤労福祉会館 集会室 

(同区 東大泉 5-40-36) 

(NPO)練馬明るい社会づくりの会 

TEL:03-3991-7161 要申込 

6.18日 

15~16 講演会 

16~17:30交流会 

講演会＆交流会〜【 パワーシフト！自然エネ

ルギーを重視する電力会社を選ぼう 】 

http://www.ceic.info/doc/総会講演会 パワーシフト_160618.pdf 

吉田明子(国際環境 NGO FoE Japan)〜電力自由化から 1年､各地

に続々と再ｴﾈ重視のﾕﾆｰｸな電力会社が登場｡家庭の電気

からｴﾈﾙｷﾞｰの未来を考えません? 2017年､行動に移す･･ 

ちば環境情報ｾﾝﾀｰ 事務所 
(千葉市中央区中央 3-13-17 きぼーる向

い側) 

同ｾﾝﾀｰ 

TEL:090-7941-7655 予約不要 

http://abikoscience.web.fc2.com/
https://www.fureaijyuku.com/%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E8%AC%9B%E5%BA%A7/%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B46%E6%9C%88%E8%AC%9B%E5%BA%A7/
https://www.mainichi-ks.jp/form/metro-academy1706/
https://solarjournal.jp/solarpower/17968/
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
mailto:ppn2014info@gmail.com
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://kashiwanpo.genki365.net/gnkk07/pub/sheet.php?id=73961
http://kankyo-hino.com/event/event.html#tsubame201706
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/kyodo/1018464.html
http://meishanerima.wixsite.com/1984
http://www.ceic.info/doc/%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%E3%80%80%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88_160618.pdf
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6.21水 

15:30~17:50 

シンポジウム 生物多様性の主流化 

〜 愛知目標と SDGsの達成に向けて 
主催者 HP：http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/event 

ｸﾘｽﾃｨｱﾅ･ﾊﾟｽｶ･ﾊﾟﾙﾏ―国連生物多様性条約事務局長の来

日にあわせｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑを開催､ﾏﾙﾁｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰの協働によっ

て持続可能な発展を実現するための方策を議論 

上智大四谷ｷｬﾝﾊﾟｽ 6号館 101教室 

(千代田区紀尾井町 7-1) 

同大地球環境学研究科･地球環境研究所 

jimu@genv.sophia.ac.jp 

左記該当 URL内から要申込 

6.24土 

9~12 

干潟観察会 
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/kyodo/1018558.html 

海辺にはどんな生物たちがどんな生活を｡実際に海に出

て探したり､触ったりして身近な海を体験してみます｡ 
集:浦安市郷土博物館(同市猫実 1-2-7) 
現地：同市日の出地区 

同館 

TEL:047-305-4300 要申込 

6.24土 

10:30~ 

ホタルの幼虫放流 
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage5.htm 

新川耕地(流山市内)の田んぼへ､ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙの幼虫を返しま

す｡参加無料｡ 
集:現地(ﾎﾀﾙ野田んぼ) 
駐車：流山北高校 

流山ﾎﾀﾙ野 

TEL:090-2215-5670 

6.25日 

9:30~12 

ﾌｧﾐﾘｰ自然観察会｢浅間山北麓ｼﾞｵﾊﾟｰｸの

自然にふれよう-夏休み自由研究教室−｣ 
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/event/6851?submenu=schedule 

浅間山北麓ｼﾞｵﾊﾟｰｸは'16年､日本ｼﾞｵﾊﾟｰｸ認定｡群馬県の

石｢鬼押し出し溶岩｣をﾒｲﾝに観察し､浅間山の噴火活動と

浅間山ｼﾞｵｻｲﾄの豊かな自然を学ぶ｡ 

鬼押出し浅間園(浅間火山博物館隣接) 

(群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢) 

群馬県立自然史博物館 

TEL:0274-60-1200 要申込 

6.25日 

10~16 
荒天中止 

聴いて･見て･触って･体験できる 

〜 第 20回記念 浦安市環境フェア〜 
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/toshi/kankyo/1014437.html 

特別企画※､ｽﾃｰｼﾞﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ､市民団体･企業･自治体等に

よる参加･体験型ﾌﾞｰｽ多数出展｜※特別講演:平井信行

(気象予報士)〜楽しく学べる気象の知識(11時から) 

JR京葉線 新浦安駅前広場 

(浦安市 入船 1) 

浦安市役所環境保全課 

TEL:047-352-6482 

6.25日 

10~16 

マンション管理個別相談会＆セミナー 
http://www.chiba-mankan.jp/documents/soudankai/matsudo

_20170625.pdf 

午前:個別お悩み相談会｡午後:ｾﾐﾅｰ■山田清司(ﾏﾝｼｮﾝ管

理士)〜管理組合の役員になったら･何を?■岸一正(元管理

組合法人)〜ﾏﾝｼｮﾝの窓･玄関断熱改修の経験を具体的説明 

松戸市民劇場 

(松戸市本町 11-6) 

松戸市･県 ﾏﾝｼｮﾝ管理士会 

TEL:043-244-9091 要申込 6/22迄 

6.25日 

13~17 

エコトレーニング in千葉 ～ お財布と環境に

やさしい運転をやってみよう 
http://jafevent.jp/event/1704_12_005_0.html 

☆☆誰でも簡単♪ 意識から変えていく運転方法☆☆ 

誰でも簡単にできる!ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ!女性も大歓迎(^^) 

『ｴｺ運転術』の理論を学び､教習車を使って実践!! 

県 自動車練習所 

(千葉市若葉区坂月町 308) 

JAF千葉支部 

TEL:043-301-0800 6/8(木)迄 
左記 URL内から申込要 

6.30金 

18:30~20 

第１回 都民対象テーマ別環境学習講座 
ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ ～考えよう!東京の暑さの原因と

持続可能な都市づくり～ (都民対象) 

https://www.tokyokankyo.jp/14885.html 

横山仁(防災科学技研)･他〜東京の年平均気温は 100年当た

りで約 3℃上昇し､地球温暖化に加え都市部特有のﾋｰﾄｱｲ

ﾗﾝﾄﾞ現象が顕著｡生活にも影響を及ぼす都市の温暖化に

ついて現状を知り､持続可能な都市づくりを考える 

水素情報館 東京ｽｲｿﾐﾙ 2F 講義室

(江東区潮見 1-3-2) 

(公財)東京都環境公社 

TEL:03-3644-8886 6/21迄 

6.30金 他 5日※ 
19:30~21 

ホタル観察会 
※ 7/1(土)、2(日)、7(金)、8(土)、9(日) 

幻想的に舞うﾎﾀﾙの光を見ながら､私たちの身近に残る貴

重な自然環境を考える｡車での来場不可｡ 

(柏市)増尾の森 

(中原小学校(柏市中原 1821-1)隣) 
柏市環境政策課 

TEL:04-7167-1695  

7.02日 

9:30~12 

ワクワク里山体験〜観察会 

｢きのこ｣ 
主催者 HP： http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

保坂健太郎(国立科博)〜みんなできのこさがしに挑戦して

みよう!(ﾋﾝﾄ:きのこは湿ったところが大好き) 

里山でのきのこの大事な仕事ぶりも見てみよう 

集：同会観察会用駐車場 

(土浦市 宍塚(ししづか)1887) 

(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会 

TEL:090-9640-7194 

7.02日 

10~12 

日本民間生薬検定講習会／基礎入門編(無料) 

(他に有料の検定試験用講習会･初級､中級あり) 

http://www.c-yaku.or.jp/shouyaku/index01.htm 

ｴｺ時代の人間力 UP｡自然環境の中の植物をうまく利用す

ることで生活は変わる｡自然資産を有効に使える力を伸

ばす検定｡試験日:12月 3日(日) 

千葉県薬剤師会会館      

(千葉市中央区問屋町 9-2) 

千葉県薬剤師会 

TEL:043-242-3801 

7.02日 

13:30~ 

第 3回 地域に飛び出せ!!ふなばし夏のﾎﾞﾗﾝ

ﾃｨｱ体験｣ﾏｯﾁﾝｸﾞ会の参加者募集 
http://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/chiiki/001/p052990.html 

中･高･専門学校生･大学生の夏休み期間中、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入

を行う 62の市民活動団体･福祉施設と、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験希

望の生徒･学生をつなぐ。申込み締切り 6/15(木) 

船橋市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ および｢きら
らﾎｰﾙ｣ 

(船橋市本町 1-3-1 ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ 5F､6F) 

同市 市民恊働課 

TEL:047-436-3201 

7.04火 10時〜 

05水16時まで 

 

第 14回 地中熱基礎講座(有料) 

(地中熱利用ヒートポンプシステム) 
http://www.geohpaj.org/archives/6517 

成田樹昭(西日本工大)〜地中熱利用ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｼｽﾃﾑの基礎知

識｜他｜今後､業務の上で地中熱に関わる人を主な対象

に､基礎的な知識を身につけていただくことを目的 

日大文理学部 百周年記念館 2F 国

際会議場 
(世田谷区桜上水 3-25-40) 

地中熱利用促進協会 

TEL/FAX:03-3391-7836 6/26迄 
geohpajs@geohpaj.org 

7.05水〜07金 

10~17 

 

PV Japan 2017 〜太陽光発電(PV)総合イベント 

★ つくる ためる 上手に使う みんなのエネルギー PV 
http://www.jpea.gr.jp/pvj2017/ 

急激成長を遂げた日本の太陽光発電市場は､｢改正 FIT

法｣｢電力ｼｽﾃﾑ改革｣のもと､新たな普及ｽﾃｰｼﾞに。貴重な

純国産ｴﾈﾙｷﾞｰ太陽光発電の重要性はますます高まる 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 

(横浜市西区みなとみらい 1-1-1) 

(一社)太陽光発電協会 

TEL:03-6812-8694 事務局 

7.05水〜07金 

10~17 

 

第 12回 再生可能エネルギー世界展示会 
http://www.renewableenergy.jp/2017/index.html 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰはじめ､ｴﾈﾙｷﾞｰと環境の全分野の地球環

境保全に貢献する製品･技術･ｻｰﾋﾞｽ･周辺機器･情報展示 

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜 展示ﾎｰﾙ(C･D)･ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ 
(横浜市西区みなとみらい 1-1-1) 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ協議会 

TEL:03-5297-8855 事務局 

http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/event
mailto:jimu@genv.sophia.ac.jp
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/kyodo/1018558.html
http://www13.plala.or.jp/hotaruno/newpage5.htm
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/event/6851?submenu=schedule
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/toshi/kankyo/1014437.html
http://www.chiba-mankan.jp/documents/soudankai/matsudo_20170625.pdf
http://www.chiba-mankan.jp/documents/soudankai/matsudo_20170625.pdf
http://jafevent.jp/event/1704_12_005_0.html
https://www.tokyokankyo.jp/14885.html
http://www.kasumigaura.net/ooike/
http://www.c-yaku.or.jp/shouyaku/index01.htm
http://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/chiiki/001/p052990.html
http://www.geohpaj.org/archives/6517
mailto:geohpajs@geohpaj.org
http://www.jpea.gr.jp/pvj2017/
http://www.pacifico.co.jp/visitor/access/tabid/236/Default.aspx
http://www.renewableenergy.jp/2017/index.html
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7.06木 

10~12 

みんなの環境セミナー 

〜 黒川清流公園の夏を探そう 
http://kankyo-hino.com/event/event.html - tsubame201706 

小倉紀雄(東京農工大)〜日野市を代表する同公園の夏を探

す｡湧水の流れ､雑木林の木々や草花などを観察､豊富な

湧水の成り立ちや雑木林の大切さを楽しく学ぶ 

集：日野市立ｶﾜｾﾐﾊｳｽ 10時 

(現地：黒川清流公園＆ｶﾜｾﾐﾊｳｽ 同市 

東豊田 3-26-1) 

水と緑の日野･市民ﾈｯﾄﾜｰｸ/同ﾊｳｽ 

TEL:042-581-1164 要申込 

7.08土 

9:30~12:30 

三番瀬の生き物さがし 

〜 干潟で遊ぼう！三番瀬！！ 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/002/p025962.html 

親子で､お友達同士で､もちろんおひとりでの参加も大歓

迎｡みんなと一緒に三番瀬の生き物･自然に触れ､自然の

素晴らしさを感じてみませんか｡ 

集：ふなばし三番瀬環境学習館(船橋市潮

見町40)入口(駐車場側)  
船橋市環境政策課 

TEL:047-436-2450 6/22迄 

7.08土 

9:30~12:30 

湧水の豊かな自然を守ろう！ 

〜 矢川緑地保全地域(立川市)は､湧水の＊ 

https://tokyo-satoyama.jp/schedule/detail?page=2&cId=405 

＊流れと周辺に広がる湿地や雑木林の地域。緑地の自然

観察をしたあと､在来植物を守るため､外来水生植物の｢ｵ

ｵｶﾜﾁﾞｼｬ｣を引き抜いたり川辺の草刈りをする。 

矢川緑地保全地域 

(JR南武線西国立駅徒歩約 10分) 

当日は JR立川駅から無料ﾊﾞｽ送迎 

森林･緑地保全活動情報ｾﾝﾀｰ 

TEL:042-595-7805 
左記 URL内から申込み 

7.08土 

13:30~16 

＜エコメッセ 2017inちばプレ ンツ＞ 

第 4回 農業･福祉･エネルギー交流会 
〜  ー ーの広がりと福祉との連携 〜  

県内で大きく展開中ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ進行状 報 ･情報交 ､新 

 農支援や福祉施設との協働など新ｽﾃｯﾌﾟに踏み出している

方々の報 。 http://www.eco-messe-match.top/index.html 

千葉工大 新習志野校舎 12号館 

(習志野市芝園 2-1-1 JR京葉線 新

習志野駅南口徒歩 6分)  

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会事務局 

TEL:080-5374-0019 要申込 
info@ecomesse.com 

7.08土 15~＆ 

18:35~ (2回) 

「日本と原発」河合弘之監督の最新作 (有料) 

｢日本と再生｣上映会／飯田哲也さんﾄｰｸ※ 
〜光と風のギガワット作戦／※17:10〜18:10のみ 

太陽がいっぱい｡風がいっぱい｡世界はもう自然ｴﾈﾙｷﾞｰで動いて

いる! 世界を駆動させるのは､あふれる自然の力! 地球一回り､

自然ｴﾈﾙｷﾞｰを見に行こう。http://mitakahatsuden.blogspot.jp 

武蔵野ｽｲﾝｸﾞﾎｰﾙ ﾚｲﾝﾎﾞｰｻﾛﾝ B 

(武蔵野市境 2-14-1 JR武蔵境駅北
口すぐ ｽｲﾝｸﾞﾋﾞﾙ 11F) 

(NPO)みたか市民協同発電・他 

TEL:090-6049-0203 
0708saisei@gmail.com 

7.11火･12水 

10~17 
第 20回 リフォーム産業フェア 2017 

住宅リフォームをメインテーマ 

http://the-bars.com 

住宅設備･建材や住宅会社向け営業支援ﾂｰﾙなど､営業に

最適な商品･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｽ等の情報提供｡出展者数は､240

社 350小間予定｡ｾﾐﾅｰあり 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 3･4 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(株)ﾘﾌｫｰﾑ産業新聞社 

TEL:03-6252-3450 

7.13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 

主催者 HP：http://j-water.org 

小水力発電の概要､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 模発電)と特徴 

全国小水力利用推進協議会事務所 

(豊島区巣鴨 2−11−4高橋ﾋﾞﾙ 8F) 

同協議会 

TEL:03-5980-7880 要申込 

7.13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 

主催者 HP：http://j-water.org 

水車発電機その他小水力発電設備の概要 年間発電量や

建設費など注意部分の概略 小水力発電の開発ｽﾃｯﾌﾟ概略 

*小水力発電の概要・仕組み等について初心者を対象 

全国小水力利用推進協議会事務所 

(豊島区巣鴨 2−11−4高橋ﾋﾞﾙ 8F) 

同協議会 

TEL:03-5980-7880 要申込 

7.14金 

18:30~ 

市民電力連続講座(有料) 

「進化する ー ーシェアリング」 
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza/ 

馬上丈司(千葉ｴｺ･ｴﾈﾙｷﾞｰ)〜農業と太陽光発電の融合・ｿｰﾗｰｼ
ｪｱﾘﾝｸﾞは進化中｡太陽追尾型のｽﾏｰﾄﾀｰﾝが生まれ､ﾒｶﾞｿｰﾗｰ

ｼｪｱﾘﾝｸﾞも｡そんな実験場､千葉から最新情報｡ 

ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ新宿(新宿区立環境学習情報ｾﾝﾀ) 

(新宿区西新宿 2-11-4新宿中央公園
内) 

(NPO)市民電力連絡会 

FAX:03-6380-5244 要申込 
ppn2014info@gmail.com 

7.15土 

13:30~16:30 

マンション管理セミナー・相談会 

対象：浦安市内 分譲集合住宅の居住者 

http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shiminkeizai/jutaku/1012546.html 

森健一(県ﾏﾝｼｮﾝ管理士会)､岸一正(元管理組合法人)〜･管理組合の

役員になったら･ﾏﾝｼｮﾝの窓断熱改修工事(改修工事経験

談からの教訓など)･意見交 会｜別途個別相談あり 

浦安市中央公民館第 3会議室 

(同市 猫実 4-18-1) 

浦安市役所住宅課 

TEL:047-712-6290 要申込 

7.17月祝 

10~12 

自然観察会「里山の生き物」 雨天中止 
http://www.park-funabashi.or.jp/and/aevnts.htm 

里山の水辺ほかで生き物などを観察する自然観察 

対象：小学生 

ふなばしｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ公園 

(船橋市金堀町 525) 

左同 

TEL:047-457-6627 7/1より受付 

7.24月 

9~17 

環境講座 

〜 施設見学・東京湾の人工干潟 〜 
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2017/kenkouza29-02.html 

講師：国交省横浜港湾空港技術調査事務所所員・他 
東京湾の人工干潟実験場とｺﾞﾐ回収船｢べいくりん｣を学ぶ｡  

集・解:JR津田沼駅(ﾊﾞｽﾂｱｰ) 

現地：横浜港湾空港技術調査事務所 

(横浜市神奈川区橋本町 2-1-4) 

県環境研究ｾﾝﾀｰ/環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 7/10迄 

7.27木 

13:30~16 

ゴーヤーで作る！親子料理教室 
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/

midori/curtain/greencurtain_minkan.html 

みどりのｶｰﾃﾝで代表的な植物のｺﾞｰﾔｰを使用し､親子でﾒﾛ

ﾝﾊﾟﾝ作りに挑戦! どんな味になるかは作ってみてのお楽

しみ! 費用:1組 530円。対象:5歳児〜小学生と保護者 

練馬区石神井公園区民交流ｾﾝﾀｰ 料理

実習室 

(同区 石神井町 2-14-1) 

練馬区役所環境部 みどり協働係 

TEL:03-5984-2418 要申込 

8.01火〜04金 

10~17 

下水道､くらしを支え､未来を拓く 

｢下水道展ʼ 17東京｣ 
http://www.gesuidouten.jp/index.html 

本展は､下水道事業管理者である地方公共団体等を対象

ですが､・・・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｿﾞｰﾝを設け､一般市民に対する下

水道事業の理解を深める展示やｲﾍﾞﾝﾄも 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 4･5･6 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(公社)日本下水道協会 

TEL:03-6206-0260 

http://kankyo-hino.com/event/event.html#tsubame201706
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/002/p025962.html
https://tokyo-satoyama.jp/schedule/detail?page=2&cId=405
http://www.eco-messe-match.top/index.html
mailto:info@ecomesse.com
http://mitakahatsuden.blogspot.jp/
mailto:0708saisei@gmail.com
http://the-bars.com/
http://j-water.org/
http://j-water.org/
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/kouza
mailto:ppn2014info@gmail.com
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shiminkeizai/jutaku/1012546.html
http://www.park-funabashi.or.jp/and/aevnts.htm
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2017/kenkouza29-02.html
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/curtain/greencurtain_minkan.html
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/curtain/greencurtain_minkan.html
http://www.gesuidouten.jp/index.html
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【農林水産・食・畜産・緑・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)、 

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 

6.18日 
14~16  

NEW 

企画展関連学芸員講座 

「現役イカ籠漁師をお招きして」 
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/kyodo/1018464.html 

浦安のｲｶ網漁の伝統を受け継ぐｲｶ籠漁が今日でも木更津

市で行われ、木更津市牛込漁業協同組合の現役ｲｶ籠漁師

に､漁業の様子など語っていただく｡ 

浦安市郷土博物館 1F視聴覚室 

(同市 猫実 1-2-7) 

同館 

TEL:047-305-4300 要申込 

6.23金 
13:30~15:30 

NEW 

大豆セミナー 

講師：小林浩幸(農研機構) 
http://www.maff.go.jp/kanto/press/sinko/170523.html 

10a当たり収量向上となるよう最新栽培技術や難防除雑

草対策を中心に､稲･麦･大豆による 2年 3作体系の大豆

高品質安定多収栽培｜都県ごとの課題｜他 

さいたま新都心合同庁舎 2号館 5F 

共用小研修室 

(さいたま市中央区新都心 2−1) 

関東農政局生産振興課 

TEL:048−740−0126 6/16迄 

6.24土･25日 
申請：6.02金迄 

H29年度(第1回､第2回) 狩猟免許試験(有料) 
・網・わな・猟銃(一種&二種) 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/syuryo/siken.html 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

(H14年 法律第 88号)に基づく試験。事前講習会あり。 

第 3回(8月)以降、第 8回(2月)まで実施。 

試験の内容詳細は左記 URL参照 県 環境生活部自然保護課 

TEL:043-223-2972 

6.24土･25日 

10~14 

枝豆収穫体験 雨天中止 
http://no-side-kashiwa.com/harvest/1706_edamame.html 

1区画(12株)2,000円、入場料：500円／組(5人以内)、 

区画数は追加可 

鹿倉農園 

(柏市金山 467付近) 

(株)農菜土 

TEL:04-7137-7318 要事前申込 

6.25日まで 

NEW 

企画展 

〜東京湾のイカ網漁 浦安発祥の漁具・漁法か?! 
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/kyodo/1018460.html 

江戸時代の中頃､浦安から始まったというｲｶ網漁が､明治

から昭和にかけてどう広まったのか､東京湾ｲｶ漁の現状

含め紹介。関連博物館から借用の漁具も展示 

浦安市郷土博物館 

(同市 猫実 1-2-7) 

同館 

TEL:047-305-4300 

6.28水 

13:10~15:30 

NEW 

H29年度 食育月間セミナー 
http://www.maff.go.jp/kanto/press/keiei/chiikisyokuhin/170518.html 

中澤弥子(長野短大)〜伝えよう育てよう日本の豊かな食文

化～国内外の農や食の体験活動事例｜豊泉裕(森の食農学校)

〜農業の時代がやってきた! ｜安藤ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ〜和食と私 

さいたま新都心合同庁舎 1号館 2F 

講堂 (さいたま市中央区新都心 1-1) 
関東農政局 地域食品課 

TEL:048−740−5279 6/21迄 

6.30金まで 

NEW 

第 16回「聞き書き甲子園」 
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/170517.html 

全国の高校生が､森･川･海の名人を訪ね､知恵や技

術､人生を聞き書きし記録 

詳細は左記 URL参照 同ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会 

TEL:03-6432-6580 

6.30金まで 

13:15~15 

 

全国高校生 農業アクション大賞 

〜 地域との共生を求めて 〜 
http://www.mainichi.co.jp/event/nou-act/index.html 

農業高校生などｸﾞﾙｰﾌﾟで取組む農や食の課題研究

やﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを支援｡地元農家ら生産者､JA､事業所､

NPO､行政機関など｢地域と連携｣3 ｶ年活動計画 

応募の詳細は左記 URL参照 全国農業協同組合中央会､毎日新聞社 

TEL:03-3212-0190 平日10時～17時 

7.01土 
10:15~16 NEW 

ちば里山カレッジ 第 1回 フォローアップ研修 

○チェーン ーの入門講座 (有料) 

http://chiba-satoyama.net 

木村正敏(県森林組合)〜安全管理指導専門家によるﾁｪﾝｿｰ
の使い方を学ぶ。ﾁｪﾝｿｰを使ったことのない初心者向け

の講座。取り扱い･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ方法等再確認したい方も 

千葉県林業ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

(富津市宝竜寺 11)  

(NPO)ちば里山ｾﾝﾀｰ 

TEL:0438-62-8895 要申込 

7.01土・02日 

10~14 NEW 

ジャガイモ収穫体験／雨天中止 
http://www.no-side-kashiwa.com/harvest/1707_jagaimo.html 

1区画 2種類(さやあかね･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾍﾟﾁｶ)を収穫でき､申込み

分持ち帰り｡ 入場料 500円/組､体験料 2000円/区画 

山崎農園 

(柏市布瀬(ふぜ)1627付近) 

(株)農菜土(柏市手賀 808) 

TEL:04-7137-7318 要申込 

7.02日 
10~12 

NEW 

柏の葉アカデミア講座Ⅰ 

家庭で楽しむ果樹栽培〜ベリー類の育て方 
https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/mu33tsx8u-209/ - _209 

三輪正幸(千葉大)〜果樹を植えたのにいつまでも収穫で

きない､昨年たくさん収穫したのに今年はほとんど実が

ない､という経験ありませんか?そのお悩みに答えます 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 3F 大研修室 

(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8615 要申込 

7.07金まで 

NEW 

ながいきそばオーナー募集！(有料) 
http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000169.html 

特典◆作業体験(種まき､農産物収穫､そばの収穫)◆そば

打ち体験◆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ(そば粉､つなぎ粉､そば蜜(はちみつ)) 

長生村役場 隣接ｵｰﾅｰ農場 

(長生郡長生村本郷 1-77) 

長生村役場産業課・ながいきそば倶楽部 

TEL:0475-32-2114 要申込 

8.03木 

13~17:30 

第 5回 PV(太陽光発電)ビジネスセミナー(無料) 
https://solarjournal.jp/sj-market/12442/ 

村沢義久(環境経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ)〜世界のｿｰﾗｰ最新事情/住宅

用 PV/蓄電池/O&M(保守点検ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)/PV市場分析 

ｺｸﾖ多目的ﾎｰﾙ 

(港区港南 1-8-35) 

ｿｰﾗｰｼﾞｬｰﾅﾙ編集部(株)ｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 

TEL:03-3403-3335 

8.05土〜06日 

10~17 

そら博 2017 
https://www.m-messe.co.jp/event/detail/4442 

いろんな空が体感できる･実験や自由研究ができる･

｢空が大好きな人たち｣大集合･｢そらの博覧会｣ 

幕張ﾒｯｾ 国際展示場 8 

(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

(株)ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ 

TEL:043-299-2424 

http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/kyodo/1018464.html
http://www.maff.go.jp/kanto/press/sinko/170523.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/syuryo/siken.html
http://no-side-kashiwa.com/harvest/1706_edamame.html
http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/kyodo/1018460.html
http://www.maff.go.jp/kanto/press/keiei/chiikisyokuhin/170518.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/170517.html
http://www.mainichi.co.jp/event/nou-act/index.html
http://chiba-satoyama.net/
http://www.no-side-kashiwa.com/harvest/1707_jagaimo.html
https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/mu33tsx8u-209/#_209
http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000169.html
https://solarjournal.jp/sj-market/12442/
https://www.m-messe.co.jp/event/detail/4442
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7.08土 
13:15~15 
NEW 

森林講座 

〜この地球に森と土とヒトが生まれるまで 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html 

藤井一至(森林総研)〜森も土もﾋﾄも､かつては地球上に存

在しませんでした｡森と土の 5億年､ﾋﾄの 700万年の歩み

を 90分に短縮 

多摩森林科学園 森の科学館 

(八王子市廿里町 1833-81) 

同館 

TEL:042-661-1121 要申込 
shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp 

7.08土・09日 

10~14 NEW 

枝豆収穫体験／雨天中止 

http://www.no-side-kashiwa.com/harvest/1707_edamame.html 

申込分枝豆を収穫､採れたて枝豆の甘み･香りを味

わう｡入場料 500円/組､体験料 2000円/区画(12株) 

鹿倉農園 

(柏市金山 467付近) 

(株)農菜土(柏市手賀 808) 

TEL:04-7137-7318 要申込 
7.25火 

9:20~(4h程度) 

NEW 

ねりまのねり歩き 2017特別企画 

 ルーベリー摘み・ ンチコース(有料) 
https://www.nerima-npo.com/content_detail.asp 

いい汗かいて､ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ摘み(※)とﾚｽﾄﾗﾝLa 利でﾊﾟｽﾀﾗﾝ

ﾁを楽しもう｡やまはち農園では､水車の見学､ゆっくりと

ﾊｰﾌﾞﾃｨとお菓子を｡ (※料金別途要) 

集：都営大江戸線 光が丘駅バｽﾛｰﾀﾘ

ｰ側出口 

ねり歩きｶﾞｲﾄﾞの会／ねりま観光ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3991-8101 7/7迄に左記
URL内容で申込要 

7.26水 

15~17 NEW 

バイオマス産業社会ネットワーク第 167回 研

究会(有料) http://www.npobin.net/apply/ 

勝又靖博(御殿場市)･鈴木宏政(株)ﾘｺｰ)〜木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

の熱利用｢御殿場ﾓﾃﾞﾙ｣(ﾁｯﾌﾟﾎﾞｲﾗ)とは(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国連大学 1F) 

同 NW 

TEL:047-389-1552 要申込 

9.09土まで 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心に､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) 

県 森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ会 

TEL:080-5048-4390要申込 

9.30土まで 2017年・宍塚米オーナー募集 

ぜひ､あなたも里山の保全活動を支援しませんか 
http://www.kasumigaura.net/ooike/ 

里山の谷津田は生き物の生 域として重要｡ｻｼﾊﾞの生 

環境を守ろうと始め､谷津田耕作農家を支援し､美味し

いお米が食べられ里山保全に寄与 

募集の詳細は左記HP内または右記

まで問合せ 

(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会 

TEL:029-821-3519 
s-tetsumix@jcom.home.ne.jp 

10.22日まで 

全 7回※ 

食育体験教室〜田んぼでお米を作ろう!(全 7回) 

http://saitama-midorinomori.jp/?p=13556 

※ 5/14,28,7/2,8/6,9/3,10/1の各日曜日(有料) 

当たり前に食べているお米､どうやってできるの?お米を

育てるから食べるまで体験｡米作りの大変さ楽しさ､食の

大切さに気付く体験教室｡収穫後のお米は持ち帰り｡  

さいたま緑の森博物館 

(入間市 宮寺 889-1) 

同館 

TEL:04-2934-4396 要申込 

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・ 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 

17:30~18:30 

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 

昨年 11月から夜の部も 

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/ 

昼の部：柏市柏 5空き地※ 

夜の部：柏駅東口 
(※柏駅東口徒歩 10分 柏市役所手前) 

同ﾏﾙｼｪ実行委員会 

TEL:04-7167-1143 柏市農政課 

毎週 

火〜金 

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

｢とれたて産直館印西店｣が地元産お米や旬の野菜･

果物など移動販売車で各地巡回 

火：木下東集会所〜金：木刈 5丁

目集会所 詳細左記 URL参照 

JA西印旛 直販部店舗課 

TEL:0476−48−2218 

毎週土[通年]  

7:30〜8:30 

流山市農家生活研究会の朝市 野菜、  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.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html
mailto:shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp
http://www.no-side-kashiwa.com/harvest/1707_edamame.html
https://www.nerima-npo.com/content_detail.asp
http://www.npobin.net/apply/
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://www.kasumigaura.net/ooike/
mailto:s-tetsumix@jcom.home.ne.jp
http://saitama-midorinomori.jp/?p=13556
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


 8 

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 ､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 
2017年 6月現在 

更新 

耕作放棄地対策 
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/kousak

uhouki.html 

草刈など同地利用者対象に再生経費の一部を助成 

☆10a当たり 25,000円の助成など 
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806 

県 農地･農村振興課 
詳細は左記 URL参照 

左同 

TEL：043-223-2862 

 

長期開催・募集・展示会・他 [ 分野共通(農・食関連除く) ] 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 

5月〜7月 

各地ﾎﾀﾙ関連

行事 

1)5/19〜6/18の金土日･南房総蛍ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ 

2)5/27〜7/2 ﾛﾏﾝの森共和国ﾎﾀﾙ鑑賞の夕べ 

3)5/末〜6/上旬 源氏ぼたる鑑賞の夕べ 

4)6/17,22,24 ヒメボタルに愛隊 

1)http://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/17229 

2)http://www.romannomori.co.jp/special/event/ 

3)(http://www.city.isumi.lg.jp) 

4)http://www.chiba-forest.jp/uchiurayama/event.html 

1)白浜ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ(南房総市白浜町根本) 

2)ﾛﾏﾝの森共和国(君津市豊英 659-1) 

3)源氏ぼたるの里(いすみ市山田川周辺) 

4)内浦山県民の森(鴨川市内浦 3228) 

1)南房総市温泉組合 TEL:0470-44-3581 

2)左同 TEL:0439-38-2211 

3)いすみ市観光課 TEL:0470-62-1243 

4)左同管理事務所 TEL:04-7095-2821 

6.15木まで 国連生物多様性の 10年 

｢グリーンウェイ (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 

6.16金 必着 

NEW 

水の大使 2017(小学 4年〜6年生の親子) 
実施日：8/8(火)〜10(木)2泊 3日 

https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/kouryuu/h29kouryuu.html 

県では､水需要の約2/3を利根川水系に依存するため､上

流水源地域住民への感謝をするとともに､下流受益地の

県民との相互理解を深める目的。費用：一組 2万円 

現地：群馬県吾妻郡長野原町 長野原

町立第一小学校、八ッ場ダム建設地 

※ 募集内容含め詳細は左記 URL参照 

県 水政課 TEL:043-223-2273 
県庁 生活協同組合旅行ｾﾝﾀｰ 

｢水の大使｣係 TEL:043-223-4624 

6.18日まで 

NEW 

東京藝術大 学生による 

"調べる『荒川･隅田川水系』"作品展 
http://www.river-museum.jp/exhibition/plan/post-63.html 

同大ﾃﾞｻﾞｲﾝ科1年生(現･2年生)が､｢綿密な調査を行い制

作につなげる｣という課題を荒川水系をﾃｰﾏにして行い、

それら作品から 21点を選抜展示。 

川の博物館 第２展示室 

(埼玉県大里郡寄居町小園 39) 

同館 

TEL:048-581-7333(代表) 

6.18日まで 企画展 モンゴル×日本  展示室 1:ｶﾞﾝﾊﾞｰﾄﾙ&ﾎﾞﾛﾙﾏｰ｢ﾓﾝｺﾞﾙの草原からの贈り物｣ ふなばしｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ公園 子ども美術館 同館 

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/noushin/kousakuhouki.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/kousakuhouki.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806
http://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/17229
http://www.romannomori.co.jp/special/event/
http://www.city.isumi.lg.jp/
http://www.chiba-forest.jp/uchiurayama/event.html
http://www.env.go.jp/press/103525.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/kouryuu/h29kouryuu.html
http://www.river-museum.jp/exhibition/plan/post-63.html
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NEW 3,017km 風がつたえる ものがたり 
http://www.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201705/index.htm 

〜広い草原には羊､ﾔｷﾞ､牛､馬､ﾗｸﾀﾞ､夜は星がいっぱい｡ﾓ

ﾝｺﾞﾙの面白くて楽しい生活を絵本を通し紹介。同 2あり 
(船橋市金堀町 525) TEL:047-457-6661 

6.23日まで 第 77回 企画展 

〜鳥の子育て－ジオ 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 

6.23日まで 

NEW 

第 21回 総合写真展 写真公募 
 定ﾃｰﾏ｢大いなる自然｣､あるいは自由ﾃｰﾏ 

http://shashinten.info/topic.html 

会期:12月 5日(火)～11日(月)/部門:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真とﾌｨﾙﾑ

写真/出品:撮影済み､手持ちの作品も OK･ﾌｨﾙﾑや CD-Rを

郵送するだけ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ加工した作品も OK 

東京都美術館 

(台東区上野公園 8-36) 

(公財)国際文化ｶﾚｯｼﾞ 

TEL:03-3360-1224 
p.contest@kokusai-bc.or.jp 

6.25日まで 

10~16:30 

日本写真家協会 創立 65周年記念写真展 

日本の海岸線をゆく〜日本人と海の文化 
http://newspark.jp/newspark/info_exhibition/insession/ 

総延長 35,000kmの海岸線。漁業や漁港､工場地帯､

祭り､観光､民俗､歴史など人間の暮らし営みの約

180点の作品を通し､日本人と海の文化を探る 

ﾆｭｰｽﾊﾟｰｸ 日本新聞博物館 

(横浜市中区日本大通 11横浜情報
文化ｾﾝﾀｰ) 

同館･読売新聞社･日本写真家協会 

TEL:045-661-2040 

6.29木まで 

10:30~17 

 

｢緑がいっぱい～癒やしの切手たち｣展 

切手の緑を身体いっぱい浴び“心”ﾘﾌﾚｯｼｭ! 
http://www.yushu.or.jp/museum/kikaku/index.html 

環境保全意識の高まりで緑と調和の街づくりも｡ 

｢森林｣｢巨木｣｢盆栽｣｢庭園｣｢野菜の緑｣｢ｻﾎﾞﾃﾝ｣など切手

で構成。緑色の動物や宝石などの切手も 

切手の博物館 1F 企画展示室 

(豊島区目白 1-4-23) 

同館／休:月曜日(祝日も､5/1も休館) 

TEL:03-5951-3331 

6.30金まで 

NEW 

鳥の写真展 スズメ・ハト／新井洋美氏撮影 

〜 生前､同氏はｽｽﾞﾒやﾊﾄなどを10年以上＊ 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/397/033989.html 

＊も撮影｡｢珍しく美しい鳥写真は多くの人が撮影する。

自分は皆があまり注目しない身近な鳥の魅力を切取りた

い｣。期間中､洋美氏撮影の写真をﾌｧｲﾙ展示･無料配布 

ｷﾞｬﾗﾘｰ愉 YOU 

(流山市 南流山 8) 

同ｷﾞｬﾗﾘｰ 

TEL:090-5577-0201 

6.30金 必着 

NEW 

第 32回 手賀沼写真コンクール作品募集 
ﾃｰﾏ:：四 を彩る手賀沼の自然環境 

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event_

moyooshi/volunteer/32photoboshuu.html 

ｻｲｽﾞ等:六切〜四切(ﾜｲﾄﾞ可)｡ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀの場合、専用

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用紙に A4〜四切ｻｲｽﾞ(ﾜｲﾄﾞ可)｡いずれも横位

置｡ｶﾗｰ･ﾓﾉｸﾛ不問｡但し合成や組写真不可｡'15年 6月 1

日以降撮影の他ｺﾝﾃｽﾄに応募ない自作品 1人 3点まで 

詳細は左記 URL参照 

応募先:〒270-1146我孫子市高野山新

田 193 手賀沼親水広場水の館内 手賀

沼課 

我孫子市役所 手賀沼課 

TEL:04-7185-1484 

6.30金 
消印有効 

NEW 

第 37回 緑の都市賞 
緑を増やし守る取組みの実績を表彰 

https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city 

樹木や花､水辺などの｢みどり｣による環境改善､景観向

上､地域社会活性化､青少年育成等､環境や社会への貢献

実績と成果ある市民団体､企業､公共団体等の団体を顕彰 

詳細は左記 URL参照 (公財)都市緑化機構 

TEL:03-5216-7191 

6.30金まで 

NEW 

第 45回「我ら海の子展」絵画作品募集 
対象：幼児･小学生･中学生 

http://aqua.club.or.jp/index.html 

生物の源と貿易日本を支える航路の｢海｣、子ども達への

理解を深める｡ 海を表現することで子ども達の想像力を

伸ばし､広い視野の人材育成一助・ 

詳細は左記 URL参照 (一財)ｻｰｸﾙｸﾗﾌﾞ協会 

TEL:03−3320−3979 
 

6.30金まで 

 

全国高校生 農業アクション大賞 

〜 地域との共生を求めて 〜 

http://www.mainichi.co.jp/event/nou-act/index.html 

農業高校生などｸﾞﾙｰﾌﾟで取組む農や食の課題研究やﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄを支援｡地元農家ら生産者､JA､事業所､NPO､行政機

関など｢地域と連携｣3 ｶ年活動計画 

詳細は左記 URL参照 全国農業協同組合中央会､毎日新聞社 

TEL:03-3212-0190 平日10時～17時 

6.30金まで (船橋市)景観マップを作ります。 

市内でとっておきの景観を教えてください！ 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/003/p050703.html 

船橋市市制 80周年記念・景観 80選 

(例)船橋市が誇れるもの･きれいなまちなみ･残しておき

たい自然環境･地域活動行事 

詳細は左記 URL参照 船橋市役所都市計画課(5F) 

TEL:047-436-2528 

7.03月〜 

'18.3.30金NEW 

H29年度(流山市)集合住宅･事業所用 

★太陽光発電設備設置奨励金 

奨励金額：2.5万円/kW 上限 30万円 

対象集合住宅：流山市内の分譲&賃貸共同住宅 

詳細は以下 URL参照 
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html 

流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

7.05水まで 

NEW 

あしたのまち くらしづくり活動賞(レポート募集) 
皆さんの地域づくり"元気の素"の応募を 

http://www.ashita.or.jp/prize/ 

活動例(抜粋):災害に強い地域づくり･高齢者の生きがい

づくり･地球温暖化防止や地域循環型社会･都市と農山漁

村との交流･地域防犯､地域点検･食育や地域の食文化 

詳細は左記 URL参照 (公財)あしたの日本を創る協会 

TEL:03-5772-7201 

7.07金まで 

NEW 

第 6回 印旛沼・流域再生大賞 募集 

印旛沼･流域のため活動している団体や個人 

http://inba-numa.com/shimin/saiseitaisyou/ouboannai/ 

(1)水環境の保全･再生(2)流域の自然環境の保全･再生

(3)水資源の保全･活用(4)水防災(5)水文化(6)その他 

※長年継続の取組みはもちろん､単年だけの取組みも 

詳細は左記 URL参照 印旛沼流域水循環健全化会議事務局

県土整備部 河川環境課 

TEL:043-223-3155 

     

http://www.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201705/index.htm
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info1/kikakuten.html
http://shashinten.info/topic.html
mailto:p.contest@kokusai-bc.or.jp
http://newspark.jp/newspark/info_exhibition/insession/
http://www.yushu.or.jp/museum/kikaku/index.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/397/033989.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event_moyooshi/volunteer/32photoboshuu.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/event_moyooshi/volunteer/32photoboshuu.html
https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city
http://aqua.club.or.jp/index.html
http://www.mainichi.co.jp/event/nou-act/index.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/003/p050703.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://www.ashita.or.jp/prize/
http://inba-numa.com/shimin/saiseitaisyou/ouboannai/
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7.14金〜31月 

 

Panasonic NPOサポート ファンド 
〜NPO/NGOが持続的に発展できるよう、組織基盤

の強化を応援(分野：環境・子ども・アフリカ) 

http://news.panasonic.com/jp/topics/153189.html 

環境分野は､国内で先進的取組み NPOや､新興途上国で活

動NGOを対象､第三者の多様で客観的視点を取入れ､組織

の優先課題を抽出し解決の方向性を見出す｢組織診断｣､

組織運営上の課題解決｢組織基盤強化｣の取組み支援 

詳細は左記 URL参照 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(株)／ 

(NPO)地球と未来の環境基金 

TEL:03-5298-6644 

7.15土〜 

9.03日  

NEW 

第 54回企画展「アマゾンはいま」 

この夏､博物館がジャングルになる！ 
主催者 HP： http://www.gmnh.pref.gunma.jp 

日本の約 20 面 の南米ｱﾏｿﾞﾝに生 する魚類を生体

で､  類､鳥類､ 虫類は剥製で展示しｱﾏｿﾞﾝｼﾞｬﾝｸﾞﾙを

演出｡環境  は藤原幸一氏写真が現実を訴える｡ 

群馬県立自然史博物館 
(富岡市上黒岩 1674-1) 

同館 

TEL:0274-60-1200 

7.19水〜 

10.29日 10~17 

NEW 

日本の家〜1945年以降の建築と暮らし 
ﾛｰﾏ､ﾛﾝﾄﾞﾝを巡回した展覧会､ついに東京で開幕! 

http://www.momat.go.jp/am/exhibition/the-ja

panese-house/ - section1-1 

日本の建築家 56組による 75件の住宅建築を､400点を超

える模型､図面､写真､映像などを通して紹介する壮大な

試み｡時系列ではなく､ﾃｰﾏごとの展示になっているので､

｢日本の家｣の特徴を深く理解いただける｡ 

東京国立近代美術館 1F 

(千代田区北の丸公園 3-1) 

同館 

TEL:03-5777-8600 

7.30日まで 

NEW 

牧野式植物図への道Ⅰ 
〜 種の全体像を描くために 

http://www.makinoteien.jp 

日本の近代植物分類学の礎を築いた一人の牧野富太郎

は､植物図の名手でもあり、牧野自筆植物図を展示する

ことで､｢牧野式植物図｣を完成させるまでの変遷を紹介 

練馬区立 牧野記念庭園記念館 

(練馬区東大泉 6-34-4) 

同館・高知県立牧野植物園 

TEL:03-6904-6403 

7.31月まで 

NEW 

第 22回 エコメッセ 2017 in ちば (10月 9日開催) 

出展団体募集／ ﾃｰﾏ:進め!COOL CHOICE 
http://www.ecomesse.com 

募集:200区画/広さ:2m×2m/区画)/1区画料金:企業･行

政 2万円､市民活動団体･大学 8千円､高校･学生団体 1区

画無料､2区画目から 8千円/ ※ 

幕張ﾒｯｾ国際会議場 

(千葉市美浜区中瀬 2−1) 
※他詳細は左記 URL参照 

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会事務局 

TEL:080-5374-0019 

8.06日まで 

NEW 

ナマズが暴れた!? 安政の大地震展― 

大災害の過去・現在・未来 

http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/exhibition.php 

日本を中心に世界各地の大災害と復興の歩みを歴史資料

から明らかに｡ 熊本大地震から 1年､困難を乗り越えた

先人の声にあらためて耳をかたむけてみます 

東洋文庫 ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

(文京区本駒込 2-28-21) 

(公財)東洋文庫 

TEL:03-3942-0280 

8.12土まで 

NEW 

ビオトープ管理士 資格試験 (有料) 

試験日：9月 24日(日) 
http://www.biotop-kanrishi.org 

｢ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ管理士｣は､地域で受け継がれた自然や歴史､文

化など貴重な財産と､国際的な動向を踏まえたまちづく

り･くにづくりを実践できる技術者 

詳細は左記 URL参照 (公財)日本生態系協会 

TEL:03-5954-7106 

8.14月 必着 

NEW 

全日本【鳥】フォトコンテスト in JBF2017 

人にも鳥にも優しい撮影を心がけよう！ 
http://www.birdfesta.net/jbf/b1.html 

野鳥写真の公募展｡鳥の写真を通じ､鳥や自然全般への興

味･関心を深め､環境教育の理解いただき､力作を｡ 

ﾃｰﾏ:1.生態･行動部門､2.環境部門(問題提起含む) 

詳細は左記 URL参照 我孫子市役所手賀沼課 

TEL:04-7185-1484 

8.20日 

消印有効 

NEW 

イオン環境財団 第 27回 環境活動助成先公募 
ﾃｰﾏ:生物多様性保全と持続可能な利用のために 

https://www2.aeon.info/josei/ 

活動分野：A.植樹・B.森林整備・C.砂漠化防止・D.里地､

里山､里海の保全・E.湖沼･河川の浄化・F.野生生物の保

護・G.絶滅危惧生物の保護 助成総額：1億円 

詳細は左記 URL参照 (公財)ｲｵﾝ環境財団 

TEL:043-212-6022 

9.04月 必着 第 3回 学生住宅デザインコンテスト 
http://www.mainichi-j-contest.jp/index.html 

ﾃｰﾏ:木に寄り添う家/審査基準:｢ﾃｰﾏ｣｢独自性｣｢実

現可能性｣｢環境配慮｣/条件:木造 66㎡以上の住宅 

詳細は左記 URL参照 毎日新聞社・HINOKIYA 

TEL:03-6265-6815 10時〜17時 

9.05火まで 
消印有効 

 

毎日農業記録賞(2017年 第 45回)作品募集 
 

http://www.mainichi.co.jp/event/mainou/ 

｢農｣や｢食｣､｢農に関わる環境｣への思い､体験､提言｡｢一

般部門｣と｢高校生部門｣｡いずれもｸﾞﾙｰﾌﾟ応募可｡A4判

4000文字程度｡ 

詳細は左記 URL参照 毎日新聞社 

TEL:03-3212-0190 10時〜17時 

9.29金 必着 

NEW 

緑のカーテン体験談＋写真 募集 

・自慢の緑のｶｰﾃﾝを県HPに載せてみませんか? 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/toshikouen/curtain/jouhou.html 

体験談の内容や様式は自由ですが､200字程度にま

とめ写真を添えﾒｰﾙ又は郵送で。 

詳細は左記 URL参照 県県土整備部都市整備局公園緑地課 

TEL:043-223-3996 
kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp 

工事完了後 

3ヶ月以内 

526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 

'18.2.28火まで 

受付中 

 

H29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/p040546.html 

家庭に｢省ｴﾈ｣｢創ｴﾈ｣｢見える化｣｢蓄ｴﾈ｣設備を導入し､｢ｴｺ

ﾊｳｽ化｣するための費用の一部を補助｡本年度より制度内

容が変更に 

詳細は左記 URL参照 

 

柏市 環境政策課 

TEL:04-7167-1695 

http://news.panasonic.com/jp/topics/153189.html
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/
http://www.momat.go.jp/am/exhibition/the-japanese-house/#section1-1
http://www.momat.go.jp/am/exhibition/the-japanese-house/#section1-1
http://www.makinoteien.jp/
http://www.ecomesse.com/
http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/exhibition.php
http://www.biotop-kanrishi.org/
http://www.birdfesta.net/jbf/b1.html
https://www2.aeon.info/josei/
http://www.mainichi-j-contest.jp/index.html
http://www.mainichi.co.jp/event/mainou/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/toshikouen/curtain/jouhou.html
mailto:kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/12/121/7704/000650.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p040546.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosite/ondanka/shimin/p040546.html
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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 

 

物作りを通しリサイクルを考えましょう！ 

(我孫子)「ふれあい工房」 
http://www.abiko-fureaikoubou.com/index.html 

ごみの減量や資源化拠点と､市民の自主的活動の場。高

齢者がｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞになり､ﾘｻｲｸﾙ指導などの交流･社会参加

で循環社会､共同まちづくり､社会福祉向上を目的 

左記 URL内｢ｲﾍﾞﾝﾄ情報｣参照 我孫子市 ふれあい工房 

我孫子市青山 450 

TEL:04-7186-5500 

年間 

NEW 

多摩森林科学園・森林講座 
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html 

森林総合研究所の研究成果を研究者が分かりやすく解

説。森林･林業や木材への興味をさらに深めていただく｡

皆様のご参加をお待ちしております｡ 

左記 URLに同じ 多摩森林科学園 

東京都八王子市廿里町 1833-81 

TEL:042-661-1121 

年間 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 

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 

NEW 

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/kouza2017/ 左記各団体／事務局

TEL:03-3349-9598  

'18.2.28火まで 

受付中 

 

(船橋市) 1太陽光発電機器､2太陽熱利用機器､3

地中熱利用機器､4 ｴﾈﾌｧｰﾑ､5蓄電池等設置補助 
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p029346.html 

目的：環境への負荷の低減や地球温暖化防止を推進 

補助額:(1)2万円/kW(10kW未満､上限 9万円)｡(2)一律 5

万円｡(3)一律 10万円｡(4)前同｡(5)前同｡ 

詳細は左記 URL参照 船橋市 環境政策課 

TEL:047-436-2465 

'18.3.09金まで
受付中 NEW 

(流山市)住宅用省エネルギー設備設置補助金 

☆燃料電池･ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電･太陽熱利用設備 

補助額上限：家庭用燃料電池 10万円｜定置用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄

電池 10万円｜太陽熱利用設備(強制循環型のみ)5万円 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10

838/10841/034234.html ←詳細参照 
流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 
'18.3.30金まで

受付中 

NEW 

(流山市)住宅用省エネルギー設備設置補助金 

★太陽光発電設備･電気自動車充給電設備 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/034234.html 

補助額上限:太陽光発電[既築]･2.5万円/kW､上限 10万

円｡(HEMS※付+2万円)|同新築･1.5万円/kW､(同+1万円)｡

電気自動車充給電設備 5万円。(※:ｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ) 

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 

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) 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 定器です 

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 

模の話･ 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 出量など数値で 

わかり 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.abiko-fureaikoubou.com/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html
http://j-water.org/
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/kouza2017/
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p029346.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/034234.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/034234.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10838/10841/034234.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 

NEW 

県民 環境講座 
http://www.pref.chiba.lg.jp/wit/jouhou/kouz

aikeika.html 

1.子ども向け・7/28〜10/9(4回) 

2.一般県民向け・7/9〜1/7(8回) 

3.リーダー養成講座・9/20〜11/12(3回) 

左記 URL参照 
 

※:http://kanpachiba.com 

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

/schedule/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 

県／窓口：千葉県内各市町村 

http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chi

kyuukankyou/ne/shien-ippan.html - ken 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ･省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備設置支援(住宅用) 

注：すでに公募の締切り､制度の廃止･新設や補助

率･補助額の変更等の可能性あり 

 県内の各市町村担当部署／県環

境生活部循環型社会推進課 

TEL：043-223-4139 

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

uide/kouen_ryokuka/top/index.html 

本広場は広さが東京ﾄﾞｰﾑ11個分(50.5ﾍｸﾀｰﾙ)もある大き

な公園｡緑豊かな園内は山､林､池､田園など様々な自然に

触れ合える環境｡★見どころ：千駄堀池･野草園･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(手賀沼周辺の自然観察会) 
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/inf

o2/tegatan/index.files/tegatanplan2017.pdf 

鳥の博物館前にひろがる手賀沼の自然の中で､鳥と

それにかかわり合う生き物たちを観察する散歩感

覚の自然観察会｡ 

左記 URLに同じ 我孫子市 鳥の博物館 

TEL：04-7185-2212 

年間 千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

http://chibawildbird.web.fc2.com 

昭和 49年に自然保護運動を進めて来た人たちにより誕

生｡会員は 200人程で､鳥を見て楽しむこと､鳥や自然を

知ること､守ることの 3つが活動の柱｡ 

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

年間 日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

http://www.chibawbsj.com/ 

探鳥会は初心者中心の野鳥観察会｡県内七ｶ所で定例探

鳥会､そのほか県内で四 折々に鳥や植物などの観察会

を行っている｡ 

http://www.chibawbsj.com 左記 URL参照 

TEL:047-431-3511(土･15〜18時) 

年間 行徳野鳥観察舎および行徳保護区で行

なわれる定例行事 

県 行徳野鳥観察舎(友の会含む)定例行事 

･定例園内観察会：毎週日曜･祝日(休館日除く) 

http://homepage2.nifty.com/suzuga

mo/gyouji.html 
同観察舎 

TEL:047-397-9046 

年間 千葉県いすみ環境と文化のさとセンター 
http://www.isumi-sato.com 

ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ(生態園･昆虫広場･ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場･湿性生態園)

中心に､小動物の広場(松丸)､ふるさとの森(松丸)､万木

の丘(万木)､ﾄﾝﾎﾞ沼(高谷)､ﾎﾀﾙの里(山田)､照葉樹の森

(鴨根)､昆虫広場(細尾) など 

 いすみ市万木 2050 

TEL:0470-86-5251 
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http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/schedule/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/schedule/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
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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
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http://www.nposatoyama.com/
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mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
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mailto:mishima-h@titan.ocn.ne.jp
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.files/tegatanplan2017.pdf
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info2/tegatan/index.files/tegatanplan2017.pdf
http://chibawildbird.web.fc2.com/
http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.chibawbsj.com/
http://www.chibawbsj.com/
http://homepage2.nifty.com/suzugamo/gyouji.html
http://homepage2.nifty.com/suzugamo/gyouji.html
http://www.isumi-sato.com/
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年間 埼玉県立 川の博物館 

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

体験教室やおまつり､親子で楽しめる工作､ｳｫｰｷﾝｸﾞ

など様々なｲﾍﾞﾝﾄ 

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

calendar.html 
埼玉県大里郡寄居町小園 39 

TEL:048-581-7333（代表） 

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

筑波山の南裾にひろがる緑ゆたかな自然あふれる

植物園。国立科学博物館が植物の研究を推進する

ために設置した機関 

左記 URL内からﾁｪｯｸ 茨城県つくば市天久保 4-1-1 

TEL:029-851-5159 

年間 

 

農水省 本省(霞ヶ関) 

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

消費者の皆さまとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを深めるため､農水

省北別館 1階に設けられ､行政や食生活などの情報

提供を｡特別展示では延べ 200万人超える来場 

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

i/index.html 
同省 

TEL:03-3591-6529（一般相談） 

TEL:03-5512-1115（子ども相談） 

年間 

 

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

皆さんの家に 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 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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