★☆ 環境と農のイベント案内 ☆★ 2017.9.15 号 (更新:1 回/月程度・不定期)
【環境全般･ｴﾈﾙｷﾞｰ･観察会･他】編

文責：環境と農の広場 ／ 新美 健一郎

いつ?'17 年 何を? (表題)
月.日.時
内容の一部(講師等)含む

内容は?

9.16 土
他 1 日※

最先端のｽﾏｰﾄｼﾃｨ､東京大学と千葉大学の 2 つのｷｬﾝﾊﾟｽ､
緑溢れる県立柏の葉公園を結ぶ約 5 ｷﾛの道のり(公道)を
巡るｾｸﾞｳｪｲﾂｱｰ｡ 資格:普通自動車免許｡18 歳〜約 70 歳
ﾃｰﾏ:今ある環境は未来からの贈り物､みんなで環境問題を
考える! http://www.kankyostation.org/wp/2017/06/第 1 回

9.16 土
13~14:30
9.17 日
13~
9.17 日
13:30~15:30
9.18 月祝
9:30~12

セグウェイ キャンパスツアーin 柏の葉(有料)
※:9/30(土) 各 10:00〜､13:30〜
http://kashi-robo.jp/ - tour

私たちの柏における｢持続可能な地域社
会創り｣を考える公開勉強会
映画｢襤褸(らんる)の旗｣(足尾鉱毒事件)

上映&講演会
[かわはく研究室] 田んぼの小さな生きもの
http://www.river-museum.jp/event/cat90/post-362.html

日本鳥学会 2017 年度大会 公開シンポジウム

★生態学者 vs 外来生物
〜本気で根絶､本気で再生 奄美･沖縄･小笠原
講師と演題:亘悠哉(森林総研)〜激動の奄美＊
https://osj2017symposium.jimdo.com

9.20 水
9~17

リーダー養成講座

～ はじめの一歩 この指とまれ (初心者向け)
https://www.pref.chiba.lg.jp/wit/event/2017/kenkouza29-00-1.html

9.20 水
15~21

PV ビジネスセミナー in 大阪

9.23 土祝
9:30~12
9.23 土祝
10~12
9.23 土祝
10~15

第 37 回

新 FIT 時代の産業用太陽光トレンド
https://solarjournal.jp/sj-market/19299/

原っぱの会自然観察会
http://inzai-cac.org/?p=3816

登壇者[敬称略] (所属)

注) 県:千葉県(他欄含)

NW:ﾈｯﾄﾜｰｸ

私たちの柏における「持続可能な地域社会/

上映後､日本を代表する社会派ｶﾒﾗﾏﾝ･三留理男氏
による映画制作の裏話など｡無料､申込不要
｢ﾐｼﾞﾝｺ｣の仲間などを顕微鏡を使って観察｡田んぼをささ
える小さな生きものをじっくりみてみましょう｡
＊:大詰めのﾏﾝｸﾞｰｽ対策,回復する希少種,それを食べだし
たﾉﾈｺ｣|長嶺隆(どうぶつたちの病院沖縄)〜やんばるの森の脅威
ﾉｲﾇ,ﾉﾈｺ問題 ～終わりなき戦いを終わらせるために～｜
小高信彦(森林総研)〜回復する森林生態系:沖縄島北部や
んばる地域の固有鳥類と外来種ﾏﾝｸﾞｰｽ対策｜他
八木雄二(東京港ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)〜現場体験から団体運営のﾉｳﾊ
ｳ､現場活動の手法を学ぶ｡対象:県在住のﾘｰﾀﾞｰとして活
動している､これからﾘｰﾀﾞｰになる人。昼食各自持参
改正 FIT 法施工後の PV ﾋﾞｼﾞﾈｽに役立つ情報｡ｾﾐﾅｰ後､参
加者同士やｽﾎﾟﾝｻｰ企業と交流｢ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨ｣開催｡
経産省近畿経産局､菅直人元首相､ほか登壇｡

秋の野の花を探しながら里山を散策しましょう。

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

集:柏の葉ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ(UDCK)

かしわ移動支援ﾛﾎﾞｯﾄ実証実験推進会議
info@udck.jp

(柏市若柴 178-4 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ 148-4)

(NPO):NPO 法人 (一社):一般社団法人

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ A
(JR 常磐線柏駅徒歩 3 分)

かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ(13:00～17:00 土日

横芝光町文化会館･視聴覚室
(山武郡横芝光町横芝 922-1)
同館 1F 荒川情報局前

同映画上映実行委員会
TEL:070-1245-0620 申込不要

(埼玉県寄居町小園 39)
春日講堂[筑波大 筑波ｷｬﾝﾊﾟｽ]
(つくば市春日 1-2 TX つくば駅徒歩 10 分)
https://osj2017symposium.jimdo.com/ア
クセス/

祝休館)

TEL:04-7170-7090 要申込

埼玉県立 川の博物館
TEL:048-581-7333 当日参加 OK
同大会事務局/国立科学博物館動物
研究部気付
osj2017@kahaku.go.jp
申込不要

集：JR 津田沼駅南口 千葉工大前
現地：都立東京港野鳥公園
(大田区東海 3-1)
ﾊｲｱｯﾄ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ 大阪(大阪府大阪市住
之江区南港北 1-13-11 ﾆｭｰﾄﾗﾑ南港ﾎﾟ
ｰﾄﾀｳﾝ線 中ふ頭駅より徒歩 3 分)
集:白井市保健福祉ｾﾝﾀｰ第二駐車場
(同市 復 1123 船橋ｶﾝﾄﾘｰ前)

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば
TEL：090-8116-4633 9/6 迄

集：同館 2F 講座室〜かわせみ河原

埼玉県立 川の博物館
TEL:048-581-7333 9/21 迄
同ﾌｪｽﾀ実行委員会･市原市

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
(NPO)谷田武西の原っぱと森の会

TEL:047-491-8357

H29 年度｢第 2 回 いちはら環境フェスタ｣
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/kankyoryoku
ka/kankyo/ivent_jyouhou/kankyoufestakouhou.html

持物など：飲み物､長袖､長ｽﾞﾎﾞﾝ､歩きやすい靴
かつて砂金が採れた荒川で｢砂金採り｣に挑戦｡運がよけ
れば砂金が採れるかも! ※必ず砂金が採れるとは限りません
持続可能社会実現のため､環境保全､3R 活動推進の展示･
実演等で､市民一人ひとりが環境問題全般への関心と理
解を深める場に｡また､好評｢ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ｣始め各ｲﾍﾞﾝﾄも

9.23 土祝
13~15
9.23 土祝
13:30~15

三番瀬探検隊｢干潟の生きものを探そう｣

当学習館前､三番瀬海浜公園干潟の生きものを観

集：同館 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽ

ふなばし三番瀬環境学習館

察。帽子をかぶりｽｺｯﾌﾟで土を掘り｢えんやこら!｣
講師:らんま先生(eco 実験ﾊﾟﾌｫｰﾏｰ)〜実験を交えた再生可能ｴﾈ
ﾙｷﾞｰの講話。対象：埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県在
住･在勤･在学で小学生以上の方(小学生は保護者同伴必須)

(船橋市潮見町 40)

TEL:047-435-7711 9/16 迄

日本科学未来館 未来館ﾎｰﾙ
(江東区青海 2-3-6)

9.23 土祝

里山学習会〜 池の水質改善､生物多様性
の保全し高めることをめざした学習会
夜の自然を満喫♪〜 ウミホタル観察ツアー

講演(2 件)：高村典子(国立環境研)〜溜池研究｜高橋清

上高津ふるさと歴史の広場 土浦市

孝(ｼﾅｲﾓﾂゴ郷の会)〜外来魚問題｜意見交換
神秘の光♪ｳﾐﾎﾀﾙ｡採取して､観察して､ｳﾐﾎﾀﾙの生態に
迫ります｡ 参加費:2,000 円/名

考古資料館(同市 上高津 1843)

九都県市／(株)JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ法
人営業相模原支店
TEL:042-701-2161 要申込
(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会
TEL:090-9640-7194 申込不要
南房総市 大房岬自然の家

砂金採り教室[満員]
http://www.river-museum.jp/event/cat88/post-360.html

http://www.sambanze.jp/2017/08/05/event_2017092301/

九都県市主催

｢らんま先生の eco 実験パフォーマンスショー｣
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p054885.html

14~16

9.23 土祝
19~21:15

http://taibusa.jp/eventinfo/event.cgi?id=813223
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(埼玉県寄居町小園 39)
出光会館(市原市姉崎海岸 24-1)
駐車場:姉崎公園駐車場(同海岸 23-2)

南房総地域の海辺

TEL:0436-23-9667

TEL:0470-33-4561

9.24 日
9~12

生物多様性シンポジウム

〜 大畔(おおぐろ)の森探検･虫と草花
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8506/025587.html

9.24 日
13~16

三番瀬探検隊｢♪鳥くんと野鳥を探そう｣

9.25 月･27 水･
29 金
19~21

Adobe illustrator 超入門講座 [満員]
illustrator でポスター チラシを作ろう!

9.26 火
9~
9.28 木
9:30~12:30
9.30 土
13~15
10.01 日
9:30~12
10.01 日
9:30~12
10.01 日
10~13
10.01 日
10~13
10.01 日
14~14:30
10.04 水~
06 金 10~17

自然観察会

http://www.sambanze.jp/2017/08/03/event_2017092401/

https://www.palettekashiwa.jp/event/1052/

〜 葛西臨海公園探鳥会

(雨天中止)

秋の自然散策会船橋めぐり･鈴身川コース
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/002/p045060.html

生き物のしくみを知ろう｢スルメイカ｣
http://www.sambanze.jp/2017/08/06/event_2017093001/
第 38 回

原っぱの会 自然観察会
http://inzai-cac.org/?p=3822

ワクワク里山体験〜 観察会 ｢魚｣
主催者 HP： http://www.kasumigaura.net/ooike/

ガレージセール
〜 掘り出し物いっぱい 〜
体験しよう｢3R｣

〜 リサイクルフェア 2017 〜
サイエンスショー
https://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/kan/index4_13.html

LED Japan 2017
LED 設計･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発展
http://www.optojapan.jp/index.html

10.07 土
10~11:30

みんなが主役の自然エネルギーで手賀沼花火を打
ち上げよう～柏市民ソーラー発電所の実現に向け
http://www.kankyostation.org/wp/2017/09/柏市の環境政策と 2050 低炭素ナビ/

10.07 土
10~16

エコフェスせたがや 2017
家族みんなで環境やエネルギーを楽しく学べる
https://www.tokyo-co2down.jp/file/pdf/ecofes2017.pdf

10.07 土
13~14:30

柏市の環境政策と 2050 低炭素ナビ
〜2050 年の柏市をシュミレーションしてみよう
講師: 芦名秀一／青柳みどり(国立環境研究所)〜
・福島第一原子力発電所事故以来､日本は＊
http://www.kankyostation.org/wp/2017/09/柏市の環境政策と 2050 低炭素ナビ/

10.07 土
18:30~

ムーンライト ナイトウォーク＆夜の海の生き
物観察
主催者 HP:http://taibusa.jp

どんな生きものがどんなところで生活しているでしょう。 集:8:45 流山市ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ
森を探検してたくさんの生きものと出会うと・・・
(同市 大畔 25-17)
1.講座｢森のﾎﾀﾙ｣｢森の生きものたち｣ 2.森の観察会

流山市環境政策･放射能対策課
TEL:04-7150-6083 9/22 迄

ﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁｬｰ｢♪鳥くん｣がｶﾞｲﾄﾞの野鳥観察会。 集：同館 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽ
お子様から大人までたくさんの方々が毎回参加
(船橋市潮見町 40)
ﾁﾗｼをつくってみたいけど? Illustrator の使い方が分か ﾊﾟﾚｯﾄ柏ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ
らない!そんな悩み即解決☆Adobe Illsutrator の基本的
操作方法を学び､写真やｲﾗｽﾄ入ﾁﾗｼを作る。(有料)

(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F)

ふなばし三番瀬環境学習館
TEL:047-435-7711 9/17 迄
ﾊﾟﾚｯﾄ柏総合受付
TEL:04−7157−0280

ｼｷﾞ､ﾁﾄﾞﾘなど期待。

集：9 時 船橋駅 さっちゃん像前

丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ

弁当､飲み水､帽子､雨具など持参
自然散策ﾏｯﾌﾟ(鈴身川ｺｰｽ)を基にした自然散策会用
約 5km ｺｰｽを予定。応募多数時は船橋市民優先で抽選

(JR 線・東武線 同駅自由通路内)

TEL:047-438-9568

集:新京成ﾊﾞｽ ｾｺﾒﾃﾞｨｯｸ病院ﾊﾞｽ停

船橋市 環境政策課 環境政策係
TEL:047-436-2450 9/14(木)迄

ｽﾙﾒｲｶのからだのしくみを調べる。
対象:小学生と保護者｡4 年生以上は一人可｡
柄澤保彦氏(日本蜻蛉学会)〜ﾊﾞｯﾀを追っかけよう! 原
っぱの会の里山学校(第 4 回)
増子勝男(元茨城県自然博物館)
〜大池や小川にすむ魚を捕まえよう。そして観察
衣類､食器､おもちゃ､書籍などの日用品が 33 店

ふなばし三番瀬環境学習館
(船橋市潮見町 40)
集:白井市保健福祉ｾﾝﾀｰ第二駐車場
(同市 復 1123 船橋ｶﾝﾄﾘｰ前)
集：同会観察会用駐車場

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28896/025078.html

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ･模擬店･ﾘｻｲｸﾙ啓発品(ﾎﾟｰﾁ､ﾊﾞｯｸﾞ､帽子､他)､
ﾘｻｲｸﾙ作品ｺﾝﾃｽﾄ･ｿｰﾗｰｸｯｷﾝｸﾞ･体験ｺｰﾅ･他
講師：キッコーマン(株)〜ﾎﾀﾙの光とﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
～ﾎﾀﾙの光を体験してみよう
LED はその多彩な特性から､照明産業のみならず､通信､
樹脂硬化､ｾﾝｼﾝｸﾞ､殺菌等､新しいｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発市場
に大きな動きが。製品･技術のﾏｯﾁﾝｸﾞの場として活用を
小山田大和(ｴﾈﾙｷﾞｰから経済を考えるNW経営者会議)〜各地で行われ
ている地域ｴﾈﾙｷﾞｰ事業の取組み事例を知り､地域ｴﾈﾙｷﾞｰ
事業を立ち上げる際の問題点など勉強
家庭で実践できるｴｺな暮らし提案､自治体の取組み｡太陽
光や太陽熱など再生ｴﾈを活用した創ｴﾈや省ｴﾈ技術の体
験､展示､工作｡食品ﾛｽ削減､ごみ減量などの展示やｸｲｽﾞ
＊将来のｴﾈﾙｷﾞｰ政策を定める岐路に立ち､その安定供給
と温室効果ｶﾞｽ削減を求められる｡どのようにｴﾈﾙｷﾞｰと付
き合うか理解するため､地球環境戦略研究機関と国立環
境研は日本版 2050 低炭素ﾅﾋﾞを開発､公開｡柏市環境政策
を知り､同ﾅﾋﾞで 2050 年の日本のｴﾈﾙｷﾞｰ事情をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

月明かりに照らされながら海辺を歩きます♪
また､夜の海の生き物を観察します｡ 参加費 2,500 円
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解:同 住友大阪ｾﾒﾝﾄ研究所･東京学館ﾊﾞｽ停

(土浦市 獅子町 1814)

流山市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗ
ｻﾞ館 (流山市下花輪 191)
柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ
(柏市十余二 348-202)
県立 現代産業科学館 ｻｲｴﾝｽｽﾃｰｼﾞ
(市川市鬼高 1-1-3)
幕張ﾒｯｾ
(千葉市美浜区中瀬 2-1)
ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ D
(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F
JR 常磐線柏駅徒歩 3 分)
二子玉川ﾗｲｽﾞ ｶﾞﾚﾘｱ
(東急田園都市線･大井町線｢二子玉川
駅｣直結)

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ ABC
(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F
JR 常磐線柏駅徒歩 3 分)

南房総地域の海辺

同館
TEL:047-435-7711 9/23 迄
(NPO)谷田武西の原っぱと森の会
TEL:080-5423-1813
(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会
TEL:090-9640-7194
同ｾﾝﾀｰ
TEL:04-7157-7411
同ﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館運営委員会
TEL:04-7199-5082
同館

TEL:047-379-2000
(株)JTB ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ
TEL:03-5657-0769
(NPO)かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ(13:00～17:00
土日祝休館)

TEL:04-7170-7090 申込不要

世田谷区環境政策部ｴﾈﾙｷﾞｰ施策推進課

TEL:03-5432-2273
(NPO)かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ(13:00～17:00
土日祝休館)

TEL:04-7170-7090 申込不要

南房総市 大房岬自然の家

TEL:0470-33-4561

10.07 土･08 日
10~17
10.07 土〜

小学生向けエコとエネルギーの体験教室

環境エネルギー・ラボ 2017
http://www.city.setagaya.lg.jp/event/1994/d00154725.html
野外教育指導者／指導者を目指す方のための

09 月祝

アウトドアゲーム指導法講習会

2泊3日

http://www.zaidan-kyoiku.or.jp/education/outdoor_game/

10.09 月祝
9~12

生物多様性シンポジウム〜 利根運河の魅力
講師：利根運河の生態系を守る会

10.09 月祝
10~16

エコメッセ 2017in ちば

10.09 月祝

エコメッセ 2017in ちば
〜 当日ボランティア約 70 名を大募集！

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/8506/025588.html

つながれ ひろがれ 千葉最大の環境活動見本市
http://www.ecomesse.com

6:50~, 9~,
12:30~(3 部制)

http://www.ecomesse.com

10.09 月祝
13:30~15:30

緑の講習会

10.09 月祝
14~15:30
10.12 木
8~17:30

環境パートナシップちば 20 周年記念講演会

・樹木ツアー 〜 果実の観察
http://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/koshu/midori.html
参加申込先：mailto:info@kanpachiba.com
県環境講座 「キノコから見えてくる自然〜

キノコ探しを体験してみよう」
http://kanpachiba.com/archives/2291

10.12 木
12~17

家電リサイクル工場見学バスツアー

10.12 木〜
11.12 日 ※

柏市内巡回写真展
｢柏の生きもの､こんなにいろいろⅢ｣

10.14 土
13:30~16:30

県 市民活動団体マネジメント講座

対象：柏市民限定・先着 30 名
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p042059.html

http://www.kankyostation.org/wp/2017/09/市
内巡回写真展「柏の生きもの、こんなにいろい/

★休眠預金活用と社会的ｲﾝﾊﾟｸﾄ評価の最新動向
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/zigyou/h29manejimentokouza1.html

10.15 日
9:30~11:30

講演会｢柏市の野鳥のお話を聞きましょう」
http://www.kankyostation.org/wp/2017/09/講
演会「身近な野鳥（仮）」 講師・柴田佳秀氏/

10.15 日
10~15
10.16 月
13~18:30

大堀川水辺公園散策と手賀沼
http://www.teganumaforum.com/enagareyama.html
第6回

PV ビジネスセミナー

〜 世界のソーラー最新事情 〜
https://solarjournal.jp/sj-market/19164/

10.20 金
13~15:05

全国自治体病院学会 県民公開講座
総会特別講演Ⅲ＆Ⅳ

未来の主役となる子ども達に､｢環境とｴﾈﾙｷﾞｰ｣について
楽しく､科学的に理解を深めてもらう大型ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｲﾍﾞﾝ
ﾄ｡ｵﾄﾅも一緒に楽しめます!
五感を働かせ想像力を高める活動で､子どもたちに､自然
の美しさ不思議さを感じとらせ､知的好奇心や探求心を
芽生えさせ､ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝし協調して課題解決力をつける
1.講座：｢生きものの魅力｣｢地形の魅力｣2.利根運河土手
沿いに生きものの観察 3.運河水辺講演にて網やかごを使
っての生きものの捕獲と観察(参加者は川に入りません)
進め!COOL CHOICE 持続可能な社会の実現を目指して交
流を深め､情報を共有し普及･啓発･交流活動として子ど
もから大人まで楽しみながら参加できる
早朝搬入手伝い|屋内作業|屋外作業|着ぐるみ|半日でも
1 日でも可｡＊開催日以外､実行委員として参加されたい
方もご連絡を｡対象は高校生以上｡交通費 1,000 円支給
八田洋章〜秋は稔りの季節｡果実は植物にとって子孫を
増やす大切な種子(たね)を保護する器官｡食べられるも
の､形のおもしろいもの､色のきれいなもの､色々です

二子玉川ﾗｲｽﾞ･ｵﾌｨｽ 8F
(東京都市大 二子玉川夢ｷｬﾝﾊﾟｽｶﾀﾘｽﾄ
BA)

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾗﾎﾞ実行委員会
TEL:03-6413-8801 要申込

国立乗鞍青少年交流の家
(岐阜県高山市岩井町 913-1)

(公財)日本教育科学研究所

集：流山市 東深井福祉会館
(同市 東深井 498-30)

流山市環境政策･放射能対策課
TEL:04-7150-6083 10/06 迄

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 他
(千葉市美浜区中瀬 2-1)

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会
TEL:080-5374-0019

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 他
(千葉市美浜区中瀬 2-1)

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会
TEL:080-5374-0019

柏の葉公園
(柏市柏の葉 4-1)

同園
TEL:04-7134-2015 要申込

高木幹夫(日能研)〜こどもたちの持続可能な社会に
向けて親世代ができること

幕張ﾒｯｾ 国際会議場 201 会議室
(千葉市美浜区中瀬 2-1)
集：8:00 JR 千葉駅東口 NTT 前

ｴｺﾒｯｾちば実行委員会
TEL:080-5374-0019 要申込

集：柏市役所
(柏市 柏 5-10-1)

柏市環境部廃棄物政策課
TEL:04-7167-1140 9/15 迄

柏市 柏 1-7-1−301
柏市 柏の葉 4-1
柏市 柏 5-8−12

(NPO)かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ(13:00～17:00
土日祝休館)

鴨崎貴泰(日本ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ協会)〜休眠預金活用による新たな
資金循環の創出を講義とﾜｰｸでその意義と内容を理解し､
資金活用に当たって何が求められるかを学ぶ
柴田佳秀(科学ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)〜｢ｶｼﾜ市の樹木｣は柏｡では｢柏市の
鳥｣を知っています? 野鳥や自然に興味のある方､是非お
越しを｡どなたでも参加可。申込不要。

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ 会議室 1･2
(千葉市中央区中央 4-5-1 きぼｰる 13F)

県／ちば市民活動･市民事業ｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ
TEL:043-303-1688 10/12 迄

ﾊﾟﾚｯﾄ柏 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ D

(NPO)かしわ環境ｽﾃｰｼｮﾝ(13:00～17:00
土日祝休館)

大堀川､北千葉導水路､水の館等見学学習｡手賀沼浄化の
｢手賀沼せっけん工場｣見学｡対象:親子

集：TX おおたかの森駅南口
(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用)
ｺｸﾖ多目的ﾎｰﾙ

吹春俊光(県立中央博物館)/坂本文雄(ちば千年の森をつくる
会)〜ｷﾉｺの生態系ｼｽﾃﾑと自然環境について､体験を通し
て学ぶ。対象：県民等 18 歳以上
家電の再資源化の工程を通じ､企業の環境への取り組み
や購入者のｺｽﾄ負担の必要性の理解を深めてもらう
見学先：(株)ﾊｲﾊﾟｰｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ本社工場(市川市東浜 1-2-4)
※10/12(木)～15(日)／ﾊﾟﾚｯﾄ柏 多目的ｽﾍﾟｰｽ A
10/26(木)～11/3(金)／柏の葉公園ｾﾝﾀｰ 1F ｷﾞｬﾗﾘｰ
11/6(月)～12(日)／柏市中央公民館

内容(予定):住宅用 PV/蓄電池/O&M/PV 市場分析｡
対象:販売･施工店､EPC 企業､ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀｰの皆様
ｾﾐﾅｰ終了後､ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞﾃﾞｨﾅｰ(懇親会)
石黒浩(阪大)〜人と関わるﾛﾎﾞｯﾄの研究開発は医療分野
に何をもたらすのか?

3

(柏市柏 1-7-1−301 Day One ﾀﾜｰ 3F
JR 常磐線柏駅徒歩 3 分)

(港区港南 1 丁目 8 番 35 号 JR 品川駅港

TEL:03-3273-6552

県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば
TEL:090-8116-4633 要申込

TEL:04-7170-7090 申込不要

TEL:04-7170-7090 申込不要
(NPO)せっけんの街流山運営委員会

TEL:04-7146-2851 要申込
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

南口(東口)から徒歩 5 分)

幕張ﾒｯｾ国際会議場
(千葉市美浜区中瀬 2-1 JR 海浜幕張駅

全国自治体病院学会／(地独)総合病
院国保旭中央病院

http://www2.c-linkage.co.jp/56jmha/program/

養老孟司(東大)〜機械の世界と生き物の世界

徒歩 5 分)

TEL:0479-63-8111 当日先着順

10.21 土
13:45~16

かずさ DNA 研究所 開所記念講演会

かずさｱｶﾃﾞﾐｱﾎｰﾙ ﾒｲﾝﾎｰﾙ

(公財)かずさ

10.21 土〜
22 日

里うみ里やま自然体験 (有料)

10.22 日
13:30~16:30

第 21 回

10.27 金･28 土
10~16:30

東京大学 柏キャンパス一般公開 2017
〜 柏で探検、知の世界

酒井隆子(みかど協和(株)〜野菜の食文化をつくる～日本の
種苗会社の役割｜永瀬浩喜(県がん研)〜国民病であるがん
の克服:県がん研の取組み
対象:小学 1 年〜中学 3 年(親子参加可)
[活動予定]･早朝地引き網と海鮮ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ･ｻﾂﾏｲﾓ､落花
生収穫または釣り体験･焚き火で焼き焼きｸｯｷﾝｸﾞ
宮下直(東大)〜身近から考える生物多様性(｢医､食､住｣
の身近な題材で､生活がいかに生物多様性で支えられて
いるか)|しろい環境塾〜里山を生かしたまちづくり
新領域創成科学研､物性研､宇宙線研､大気海洋研究所､ｶ
ﾌﾞﾘ数物連携宇宙研､人工物工学研､空間情報科学研､環
境安全研(柏)､情報基盤ｾﾝﾀ､高齢社会総合研､柏図書館

https://event.starsphere.jp/kazusa/kaisyo/

秋の海、里で収穫・味覚体験
http://livedoor.blogimg.jp/elfin_ee/imgs/0/5/056252b9.jpg

手賀沼流域フォーラム 2017 年度
〜 講演と事例報告 〜

http://www.teganumaforum.com/events.html

http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/openhouse/index.html

(木更津市かずさ鎌足 2-3-9 JR 木更津
駅東口から無料送迎ﾊﾞｽ運行)

南房総市・鋸南町

DNA 研究所
TEL:0438-52-3900 要申込

集：21 日東京駅 17:30／千葉駅 18:30

ELFIN 体験共育くらぶ
TEL:0470-55-8322 10/06 迄

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)

手賀沼流域ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会
TEL:090-1208-8680 当日先着順

東大 柏ｷｬﾝﾊﾟｽ
(柏市柏の葉 5-1-5)

東大柏地区共通事務ｾﾝﾀｰ総務･広報係
TEL:04-7136-3200

どこで?(所在地､交通､宛先､

主催、問い合わせ先など

【農林水産・食・畜産・緑・ﾊﾞｲｵﾏｽ・朝市】NEW：新掲載
いつ'17 年.
月.日.時
9.17 日
10~16:30
NEW

何を？(表題)

内容は？、講師等(敬称略)、

内容の一部を含む

略記／県:千葉県(他欄共通)

｢職業､農業｣ 県 農業法人等就業相談会
雇用希望の農業法人､大規模農家出展

個別相談､先輩就農者の体験談､新規就農相談｡
参加無料・予約不要。出展者ﾘｽﾄ URL:

http://www.chiba-engei.or.jp/event.html

9.22 金〜12.09
土(全 5 回)19~
NEW

農業を始める｢真庭(岡山県)起農スクール」
東京会場 受講生募集中！

9.24 日
10~15 NEW
9.29 金まで
NEW

やちまた落花生まつり

http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/info/detail_print_1.jsp?id=9163
http://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/17819

関東農政局｢消費者の部屋｣9 月特別展示
★米トレーサビリティ ～お米の産地情報
http://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/seikatsu/170824.html

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/

9.30 土 &
10.01 日 10~14
NEW

落花生の収穫体験(野菜販売も予定)

10.01 日 他※

いも掘り体験(有料)

9:30~12 NEW
10.04 水〜06
金 10~17

雨天中止
主催者 HP：https://www.no-side-kashiwa.com

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/event/12376/035713.html

セーフティ＆テクノロジー ジャパン(食品開発
展 2017)
http://www.hijapan.info/index.php

応
募先等) 集､解:集合,解散 S:地下鉄

(NPO):NPO 法人

NW：ﾈｯﾄﾜｰｸ

きぼｰる(Qiball)13F 千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支
援ｾﾝﾀｰ
(千葉市中央区中央 4-5-1)

(公財)千葉県園芸協会

移住就農や農業経営の基礎を学ぶ全 5 回講座。真庭市へ
の移住･就農に興味ある方ほか｢農業基礎知識を｣｢農業で
生活は?｣｢農業を始めるには?｣｢真庭での暮らしは?｣

ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ東京本部
(千代田区大手町 2-6-2 JR 東京駅日本
橋口すぐ)

(株)ﾊﾟｿﾅ農援隊

八街市の特産物である落花生｡塩ゆでｼﾞｬﾝﾎﾞ落花生
｢おおまさり｣の試食や生落花生の販売ほか

JR 八街駅北口 ﾛｰﾀﾘｰ隣

同まつり実行委員会
TEL:043-443-1405

http://www.chiba-engei.or.jp/images/img_event/2017sodankai_exhibitor.pdf

米ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ法概要、産地情報の伝達方法や対象品目等
のﾊﾟﾈﾙ展示。米や米加工品に問題(自主回収､食品事故等)
が発生した際､流通ﾙｰﾄを速やかに特定
里山の谷津田は生き物の生息域として重要｡ｻｼﾊﾞの生息
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
入場料:500 円/組 体験料:落花生 (10 株/区画)1,500 円
ｼﾞｬﾝﾎﾞ(5 株/区画)1,500 円 ※1 組は最大 5 名様 ※区画
は追加申込み可｡※落花生は半立､ｼﾞｬﾝﾎﾞはおおまさり

(八街市 中央 1-1)
さいたま新都心合同庁舎 2 号館 1F ｴﾝﾄﾗ
ﾝｽﾎｰﾙ
(さいたま市 中央区新都心 2-1)

募集の詳細は左記 HP 内または右記
まで問合せ

TEL:043-223-3008

TEL:06-7636-6124
agri@pasona-nouentai.jp

同局 消費・安全部 消費生活課

TEL:048-601-0548
(認 NPO)宍塚の自然と歴史の会

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

湯浅農園
(柏市手賀 1152-3 付近)

(株)農菜土

料金:150 円/kg｡持物:畑に入れる服装､いも持ち帰

流山市前ヶ崎

り用袋､手洗い用の水。※:10/08(日),15(日),22(日)
食の安全､品質向上を目指す分析･計測･衛生管理､環境､
包装･物流､製造技術紹介。分析計測､安全衛生､粉体液体
食品製造技術､環境技術､包装技術など 5 大技術｜他

[畑のおいもがなくなりしだい終了]

流山市農業青少年ｸﾗﾌﾞ
TEL:090-6181-3237 要申込

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 西 1･3･4 ﾎｰﾙ
(江東区有明 3-11-1)

UBM ﾒﾃﾞｨｱ(株)
TEL:03-5296-1017
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TEL:04-7137-7318 要申込

10.04 水〜06

アグロ・イノベーション 2017

金 10~17

・農産物の生産､加工､流通､販売の､技術･＊
http://www.jma.or.jp/ai/ja/visitor/index.html

10.11 水
14~17
NEW

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ拡大研究会2017
〜 持続可能なバイオマス発電燃料の調達と持
続可能性基準導入に向けて

10.11 水
〜13 金
10~18 NEW
10.12 木
10~17
NEW
10.13 金
13:15~15

第4回

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

国際 次世代農業 EXPO 他
アジア最大！800 社出展
http://www.agri-next.jp/tokyo/

北東ｱｼﾞｱ農政研究ﾌｫｰﾗﾑ第 12 回国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

★ 農村地域の活性化～地方創生に向けて
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/170907.html

森林講座〜里山管理を始めよう

募集中
完売
随時募集
随時受付中

幕張ﾒｯｾ
(千葉市美浜区中瀬 2-1 JR 海浜幕張駅徒

5F 中研修室 5B

(さいたま市中央区新都心 2−1)
多摩森林科学園 森の科学館
(八王子市廿里町 1833-81)

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

農家が農作業時の人手不足でお困りの際に,農業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
(“農業ｻﾎﾟｰﾀｰ”)として農作業のお手伝いをしていただ
く｢農業ｻﾎﾟｰﾄ事業｣を実施

内容の詳細は左記 URL 参照

(野菜販売も予定) 雨天中止
主催者 HP：https://www.no-side-kashiwa.com

❤我孫子市がやる「農家と婚活」
内容抜粋:①野菜の収穫体験②野菜で料理*
http://www.bunya.ne.jp/news/other/19950.htm
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)

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
つくば市農業サポーター
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14272/14344/008657.html

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/index.html

ﾘｰﾄﾞｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)
TEL:03-5302-3142

歩 5 分)

さいたま新都心合同庁舎 2 号館

詳細は左記 URL 参照
(千葉県匝瑳市飯塚 1037-1)

あびこ de 農家と婚活 男女参加者募集!

(6.16 金から)

同 NW ／ mail@npobinn.net
TEL:047-389-1552 要申込

(渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学 1F)

市民参加型の市民(太陽光)発電所。どなたでもﾊﾟﾈﾙ 1 枚
(25,000 円)から市民発電所に参加可能。'17 年 5 月 17
日現在、約 280 枚販売終了､残り約 40 枚

10.21 土
8:45~17

開設

地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ

TEL:03-3434-1988

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/170616.html
匝瑳(そうさ)ソーラーシェアリング第一市民発電
所 増設機完成!〜太陽光パネルオーナー募集中
https://www.energy-chiba.com

さつまいも・落花生収穫体験

全 7 回※

(一社)日本能率協会

農林水産『見える化』シリーズ
「まるみえアグリ」サイト開設

−持続的な利用のために−

10.14 土 &
15 日 10~14
NEW

10.22 日まで

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 7 ﾎｰﾙ
(江東区有明 3-11-1)

吉永秀一郎(森林総研関西)〜かつては柴刈りや炭焼きが行わ
れていた里山｡時の流れの中で見捨てられた里山の森林
を現代に甦らせる技術を提案｡
入場料:500 円/組 体験料:さつまいも(5 株/区画)1000
円 落花生(5 株/区画)500 円 ｼﾞｬﾝﾎﾞ(5 株/区画)1500 円
※1 組は最大 5 名様 ※区画は追加申込み可
*③ﾌﾘｰﾀｲﾑ|参加費:男性 4000 円女性 3000 円｜募集人数
▽男女各 15 名|参加資格:男性①市内で農業②市内で実
家が農業③市内で就農希望｜女性①農業をやってみたい
②農業や農家に興味のある ※婚姻歴は問いません｡
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｡
農業者に役立つ「資材」
「流通」
「研究」の｢見える化｣ｳｪ
ﾌﾞｻｲﾄまとめた｢まるみえｱｸﾞﾘ｣

http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html

NEW

＊ｻｰﾋﾞｽを広く訴求､｢安全､安心､高品質な農作物の安定
的な供給｣｢消費者の趣向･生活様式に合わせた販売手法
実現｣｢日本産農産物の新たな販路の開拓｣の実現を支援
1.泊みゆき(ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会 NW)〜ﾊﾞｲｵﾏｽ発電燃料の持続可能
性とは 2.岩田まり(三菱総研)〜EU の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ指令
改正とﾊﾞｲｵﾏｽの持続可能性に関わる動向(仮題)3.川上豊
幸(熱帯林行動 NW)〜ﾊﾟｰﾑ油の CO2 排出係数と持続可能性 他
IT 農業､ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ､6 次産業化､植物工場など､農業を
強くする次世代技術や製品｡特別講演(無料)､専門ｾﾐﾅ(有
料)､出展社ｾﾐﾅ(無料)など｡農業資材･6 次産業化関連も
地方活性化は農業振興が重要ですが､同問題抱える中国･
韓国の研究者を迎え｢農業･農村の構造変化と担い手問
題｣｢農産物ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ｣から農村地域活性化を共に考える

農水省 農林水産政策研究所
TEL:03-6737-9012 10/5 迄※
※左記 URL 内から申込
同館
TEL:042-661-1121 要申込
shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp

農菜土農園
(柏市柳戸 564-6 付近)

(株)農菜土

我孫子市内の農家及び生涯学習ｾﾝﾀ
ｰ｢ｱﾋﾞｽﾀ｣(同市 若松 26-4)・他

我孫子市結婚相談所･あびこいﾊｰﾄ

TEL:04-7137-7318 要申込

TEL:04-7157-3900
我孫子市社会福祉協議会内

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

農水省〜左記への要望等の URL

左同 TEL:03-3502-8111 代表

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_k
yousou_ryoku/marumie/index.html

市民ｴﾈﾙｷﾞｰちば合同会社

TEL:0479-85-6760
左記 URL 内から問合せ可

fe/9298/10857/010860.html

←詳細 URL

流山市農業振興課
TEL:04-7150-6086
つくば市経済部農業政策課農業政策係

TEL:029-883-1111(代表)

【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。
9.16 土
9~11
NEW

船橋漁港の朝市
〜船橋の人と､船橋のものを､船橋で
http://gyoko-asaichi.com/index.html

魚貝類だけではなく､船橋産農作物･加工物販売や､地元
船橋のお店もたくさん｡出店者は皆､農業も漁業も盛んな､
地元船橋を愛する人々､近隣地域の方も是非足をお運び
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船橋漁港
(船橋市湊町 3-16-1 近辺)

同朝市事務局
TEL:047-433-1125

9.16 土
9~、10~
NEW
毎週水
14:30~15:30
17:30~18:30

船橋漁港の朝市内

毎週
火〜金
毎週土[通年]
7:30〜8:30

印西市 ★ 農産物の移動販売 ★

船橋漁港で揚がった鮮魚をさばいてみませんか?
ﾌﾟﾛの料理人､船橋漁港の漁師が先生になり､お魚のさば
き方を 1 からお教えします｡

船橋漁港
(船橋市湊町 3-16-1 近辺)

同朝市事務局
TEL:047-433-1125

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

昼の部：柏市柏 5 空き地※
夜の部：柏駅東口

同ﾏﾙｼｪ実行委員会
TEL:04-7167-1143 柏市農政課

http://www.city.kashiwa.lg.jp/fanfun/bloghakunchu/bloghakunchu2/

(※柏駅東口徒歩 10 分 柏市役所手前)

流山市農家生活研究会の朝市

野菜、季節の果物、花卉など

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005977.html

火：木下東集会所〜金：木刈 5 丁
目集会所 詳細左記 URL 参照
流山市文化会館駐車場
(同市加 1-16-2)

JA 西印旛 直販部店舗課

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

月〜土[通年]

同上

東葛病院駐車場

同上

8:45〜11:45

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

10 月〜7 月
8:45〜9:45
第 1･3 日曜
8〜15
毎週土曜
8:30〜11
第 4 土曜
8:30~12:30

コスモス会 ふれあい朝市(毎日)

(流山市下花輪 409)
流山市名都借 320

同会 TEL:04-7144-2820

毎週 土
8~12
水曜除く毎日

〜 お魚さばき方教室(有料)
http://gyoko-asaichi.com/index.html

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

同上
同上

長全寺門前市 (荒天中止)

うんがいい!朝市 (雨天中止)

同市運営委員会事務局
TEL:04-7169-9090
流山市商工課
TEL:04-7150-6085
利根運河交流館

http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/

TEL:04-7153-8555

http://monzenichi.com/member/member.php

南流山の朝市

柏産の野菜、市内商店・事業所の商工品の販 売な
ど。
地元野菜､草花の苗､ふるさと産品など販売

長全寺境内
(柏市柏 6-1-9)
南流山駅(南口) 駅前公園
(JR・TX 南流山駅すぐ)

近隣農家の新鮮野菜、地域商店の惣菜、流山 運河水辺公園
(東武線 運河駅 徒歩 2 分)
ふるさと産品など。詳細は左記 URL 参照
八街土曜市
肉や魚､総菜からお茶･お花まで､地元専門店の JA いんば八街支所 倉庫
〜 店の人と気軽に話せる雰囲気が魅力 人気商品が勢揃い｡
(八街市八街ほ 235)
＊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
地元で採れた新鮮野菜の産直市やﾌﾘﾏなど楽しさい
っぱい｡川辺を散歩しながらお立寄を。

主催者 HP：http://www.inzaikankoukyokai.com

★4 月〜11 月：遊覧船による「ぶらり川めぐり」あり

(印西市発作地先 六軒大橋[国道 356 ﾊﾞ
ｲﾊﾟｽ]西側)

第 3 日曜
6~9
毎週土曜
7~8※
毎週日曜日

のだ朝市
〜 食を通して地域の活性化を
かまがや朝市
※11 月〜4 月は AM 8 時〜9 時

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
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

中華料理｢幸楽｣前 駐車場
(東武線 愛宕駅近く)
鎌ケ谷市役所駐車場
(同市 新鎌ケ谷 2-6-1)

大原漁港 港の朝市

新鮮な海産物や野菜･干物･地域産品･商工品

大原漁港または荷捌(にさばき)所

8~12

〜 その場で・自分でバーベキュー

http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/

第 1･3 日曜日

ちくら漁港朝市(南房総市)

海産物､旬の野菜･果物など販売｡
買った食材を焼いて味わうﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅｰも
＊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
草刈など同地利用者対象に再生経費の一部を助成

(いすみ市大原 11574)
千倉漁港荷捌き所

8〜12

実施中

同会 朝市部会
TEL:04-7158-1762

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/institution/106/005979.html

勝浦 朝市 (元旦は休み)
〜 日本三大朝市のひとつ ＊
印西市「川の停車場」
産直軽トラ市＆フリーマーケット (雨天中止)

6~11
第 3 土曜日
9~14

TEL:0476−48−2218

お知らせ

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＊
耕作放棄地対策

2017 年 6 月現在

https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/kousak

1〜15 日：(勝浦市)下本町通り
16〜月末：(同)仲本町通り
｢川の停車場｣第 2 発着所

TEL：043-443-3021
勝浦市観光商工課
TEL：0470-73-6641
(NPO)印西市観光協会/月･水･金
TEL:0476-42-7530

以下 URL 参照

同市実行委員会･野田の食を盛り上げる会
TEL:04-7125-2731
同市朝市組合 事務局
TEL:047-443-4010 JA とうかつ中央
港の朝市運営委員会
TEL:0470-62-1191 同市商工会
千倉地域づくり協議会『きずな』
TEL:0470-44-1113
(公社)千葉県園芸協会

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

TEL:043-223-3011

県 農地･農村振興課

左同

(南房総市千倉町平舘 763-11 付近)

詳細は左記 URL 参照
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八街商工会議所

更新

uhouki.html

☆10a 当たり 25,000 円の助成など

TEL：043-223-2862

https://www.pref.chiba.lg.jp/sc/150806

長期の開催・募集・展示会・他 [ 分野共通(農・食関連除く) ] NEW:新掲載
いつ '17 年
何を(表題)
内容
月.日
9.18 月まで
NEW

生物多様性アクション大賞
あなたの活動を生物多様性とつなげてみよう！
http://5actions.jp/award2017/

9.18 月まで
9:30~17

第 69 回 企画展

昆虫大研究プロジェクト

★あなたも研究者 みんながつくる昆虫展
https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/kikaku/121/index.html

9.18 月祝まで

夏期特別企画 この夏、世界の亀が大集結!!

「亀 〜 世界の大カメ展 〜」
http://www.aquaworld-oarai.com/news/22178

9.19 火〜NEW
24 日 9~17※

9.25 月まで

第 10 回 写真展
※ 初日は 13 時から、最終日は 15:30 まで

自然写真同好会

10 月 9 日開催こども環境会議ちば 参加者募集

対象:県内｢こどもエコクラブ｣活動中のこども
http://kanpachiba.com/archives/2255

9.27 水まで

第 61 回 全国

学芸･サイエンスコンクール

〜 得意な分野でチャレンジしよう！
https://www.obunsha.co.jp/gakkon/

9,29 金まで
NEW

サントリ-世界愛鳥基金

9,29 金まで
NEW

サントリ-世界愛鳥基金
・鳥類保護団体への活動助成部門 H30 年度

・水辺の大型鳥類保護部門 H30 年度
http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html

http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html

9,29 金まで
NEW

サントリ-世界愛鳥基金
・地域愛鳥活動助成部門 H30 年度
http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html

9.29 金 必着

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?

どこで・どこへ (所在地、交通、

主催、問い合わせ先など

県:千葉県 (他欄共通)

宛先、応募先等)

(NPO):NPO 法人

地産地消と旬食材使う食堂(たべよう)､海や川､山で自然体
験(ふれよう)､美しい自然や生きものを写真表現(つたえよう)､
地域伝統文化の保存(まもろう)､環境配慮商品開発(えらぼう)
地球上の昆虫種は 300 万とも 500 万ともいわれ,種の多
様性は他動物郡の追随許さず,地球上最も繁栄の生き物
でしょう｡｡｡1 万点超える標本展示ほか､関連行事多数!
今年の夏休みｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ･大洗に世界のｶﾒが大集合!巨大な
ﾘｸｶﾞﾒとのふれあい撮影会やｴｻやりなど､ｲﾍﾞﾝﾄも盛りだ
くさん｡さあ!みんなで茨城の海へ GO!!

詳細は左記 URL 参照

国連生物多様性の 10 年日本委員会

(同県東茨城郡大洗町磯浜町 8252-3)

同館
TEL:029-267-5151

自然を愛する仲間が､花や風景など撮影した約 80
点を展示

柏市中央公民館

同会

(柏駅徒歩 10 分)

･ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ～みんなで友達になろう ･お互いのｸﾗﾌﾞの活
動紹介! ･みんなの｢すごいね!｣を知ろう ･発表したｸﾗﾌﾞ
にｴｺﾒｯｾｰｼﾞを贈ろう／講師：こどもｴｺｸﾗﾌﾞ全国事務局
部門:[ｻｲｴﾝｽ]理科自由研究､自然科学研究､社会科自由研
究､人文社会科学研究､[ｱｰﾄ等]絵画､書道､小説､詩､読書
感想文､作文/小論文､[環境分野]:写真､ﾎﾟｽﾀｰ/ﾃﾞｻﾞｲﾝ
ｺｳﾉﾄﾘ･ﾄｷ･ﾂﾙ等の保護､生息環境の水田･湿原などの整備
等を行い､地元自治体､他団体等と連携し､活動ｴﾘｱに確た
る拠点を確立し､または確立できる団体｡
支給対象団体は､自然環境の保全のため野生動植物の保
護･繁殖業務を主たる目的の法人・任意団体。期待：地
域担当行政や地方環境事務所の推薦受ける程度の活動
鳥類の保護･観察活動を行なう小中学校、高校のｸﾗﾌﾞ･委
員会や子供ｴｺｸﾗﾌﾞ､又は自治会やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等地域のｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ。学校および 2 年連続の助成はしない。

詳細は左記 URL 参照

TEL:090-1121-3482
県／環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば
TEL:090-8116-4633

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

この賞が更にめざすのは､非営利組織間で課題解決に向
けた競争で､取組みが社会に知られ、同組織が課題解決
に向かう市民の受け皿となる良循環が生まれること
地域で活動している市民団体や NPO を支援
部門:市民活動･市民事業部門 助成上限 30 万円
ﾋｱﾘﾝｸﾞ:10 月中旬｡公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ:11 月 13 日

詳細は左記 URL 参照

(UNDB-J)

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾊﾟｰｸ 茨城県自然博物館
(茨城県坂東市大崎 700)
ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ･茨城県大洗水族館

10 月 9 日(月祝)会場:幕張ﾒｯｾ国際会議
場/ｴｺﾒｯｾ 2017 ちば内

対象は分野部門毎に異なる。
詳細は左記 URL 参照

(株)旺文社 同ｺﾝｸｰﾙ事務局
TEL:03-3266-8002

詳細は左記 URL 参照

三井住友信託銀行個人資産受託業務
部公益信託ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｻﾝﾄﾘｰ世界愛鳥基
金申請口 TEL:03-5232-8910
三井住友信託銀行個人資産受託業務
部公益信託ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｻﾝﾄﾘｰ世界愛鳥基
金申請口 TEL:03-5232-8910
三井住友信託銀行個人資産受託業務
部公益信託ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｻﾝﾄﾘｰ世界愛鳥基
金申請口 TEL:03-5232-8910
県県土整備部都市整備局公園緑地課
TEL:043-223-3996

詳細は左記 URL 参照

詳細は左記 URL 参照

kouen2@mz.pref.chiba.lg.jp

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

9.30 土まで

第 5 回｢エクセレント

NEW

★大賞 100 万円･新聞特集記事掲載･評価 FB

9.30 土まで

ちば元気ファンド

NPO｣大賞募集

http://www.excellent-npo.net

～今､かなえよう 育てよう 私たちの思い
http://www.ken-net.gr.jp/about_fund/
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TEL:03-5256-6770
左同
TEL：0297(38)2000

｢ｴｸｾﾚﾝﾄ NPO｣をめざそう市民会議･毎日
新聞社 TEL:03-6262-8772
enpo@genron-npo.net

詳細は左記 or 下記 URL 参照
http://www.ken-net.gr.jp/about_fund/2015youkou/

市民ﾈｯﾄﾜｰｸ千葉県
TEL:043-201-1051

9.30 土まで

9.30 土〜
10.09 月祝
NEW

きのこ展

10.01 日まで

特別展 深海 2017 ★★もっと深く★★
〜～最深研究でせまる"生命"と"地球"〜〜

10.06 金
締切り
NEW

中小水力発電事業 4 団体勉強会 施設見学会
開催日：11 月 3 日(金祝) 有料
http://j-water.org/wp-content/uploads/2017/09/291103sisetukenngakukai.pdf

うなぎが帰れる環境を残したい｡そんな気持ちで川や干
潟をしらべよう｡ｽﾏｰﾄﾌｫﾝやﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ､筆記用具､参加ﾏﾆｭ
ｱﾙを持って出かけよう。気をつけよう!(注意事項)あり
地域を特定しないで取組むことができる普及性高いｴｺ活
動の《普及･啓発部門》と､地域固有の問題に着目した専
門性高いｴｺ活動の《研究･専門部門》の 2 部門
野生と栽培きのこを大量展示の迫力そのまま､漫画や絵
本に登場のきのこやその仲間を､物語とともに深く掘り
下げ紹介｡不思議いっぱいきのこﾜｰﾙﾄﾞ｡関連ｲﾍﾞﾝﾄ多
ﾀﾞｲｵｳｲｶの遭遇から 4 年｡ ･深海を星空のように彩る発光
生物がいっぱい! ･深海の巨大生物が結集! ･深海を調べ
てみよう!･深海に囲まれた日本 ･見えてきた巨大災害
[場所]東京都交通局多摩川水系 発電所 2･ﾀﾞﾑ 2(西多摩郡
奥多摩町) [定員]30 名(達しない場合中止) [参加費]7,000
円/人(ﾊﾞｽ代,昼食代,保険代,消費税込み)

10.08 日まで

生物多様性って何？展 2017
〜 地球にはたくさんの生物が暮らしてい＊

*る｡生物どうしのつながりや､人との関わりを知り､
生物を守るためにできることを展示を通じ考える

10.10 火まで
NEW

第７回 毎日地球未来賞

主に市民･草の根ﾚﾍﾞﾙの活動が対象｡3 分野中 1 分野の活
動､複数分野の活動いずれも可｡東日本大震災の被災地､
被災者のこれら分野復興支援活動も可
内容:表題のｴﾈﾙｷﾞｰについて調べたり取材し､かべ新聞
の形式でまとめる｡対象:小学 4 年〜6 年生｡注:個人では
なく 2 名以上のｸﾞﾙｰﾌﾟで作成｡ｻｲｽﾞ:A2(A3×2 枚)
対象:小学 4 年～6 年生(海外に設置されている日本人学校の
児童を含む) ○ﾃｰﾏ:石油に関わりあるものならﾃｰﾏは自由
原稿用紙(400 字)2～3 枚(写真､ｸﾞﾗﾌある場合 4 枚まで)
国内で身近な緑を守り育てる活動と､子どもたちが緑と
触れ合う機会を創出する活動に取り組む市民団体

自然しらべ 2017
〜〜 うなぎ目線で川・海しらべ！〜〜

9.30 土
消印有効

http://www.nacsj.or.jp/shirabe/2017/05/1598/
高校・高校生のエコ活動全般コンテスト

eco-1(エコワン)グランプリ
http://www.eco-1-gp.jp/youkou.html

〜あの「物語」のきのこたち〜
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2017/10kinoko/index.html

http://shinkai2017.jp (有料)

10.13 金まで
NEW

「食料」
「水」
「環境」
http://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/07-1.html
H29 年度 わたしたちのくらしとエネルギー

〜 かべ新聞コンテスト〜みんなでつくろう
http://www.energy-modelschool.jp/kabeshinbun/h29boshu.html

10.13 金まで
NEW

地球･夢･未来−石油の作文コンクール
≪調べてみよう 石油の活躍≫
http://www.paj.gr.jp/paj_info/press/2017/06/13-001778.html

10.14 土まで
NEW
10.29 日まで

2017 年 花王･みんなの森づくり活動助成
https://urbangreen.or.jp/info-grant/kao/minmori2017_boshu
企画展示

航空×空気×気象～天気のふしぎを科学する
http://www.aeromuseum.or.jp/event.htm

10.29 日まで
10~17

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

10.31 火まで
NEW

H30 年度

県 環境月間ポスター募集

＜環境保全意識の普及と啓発＞
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/boshuu/2017/kankyogekkan.html

10.31 火まで
NEW
11.26 日まで

第 58 回

自然科学観察コンクール

〜 小さな発見が､世界をおもしろくする
https://www.shizecon.net/entry/index.html - points
第 78 回企画展

★鳥･酉･鶏･とり－酉年はトリで楽しむ

一般的なお天気のしくみや､実際の飛行機の運航にお天
気がどのように関わっているのか､実験装置や解説ﾊﾟﾈﾙ､
観測機器の実物で紹介
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｡
ﾃｰﾏ例：地球温暖化防止・ごみ､空き缶､空きびん等の散
乱防止､減量化及び再資源化・生活環境の美化・家庭雑
排水等による河川･湖沼･海の汚濁防止・自然環境の保護
ﾃｰﾏ:動･植物の生態･成長記録､鉱物､地質､天文気象の観
測など､自由｡ 資格：全国の小･中学生｡ｸﾞﾙｰﾌﾟやｸﾗｽ単位
での研究作品も可｡ｵﾘｼﾞﾅﾙな作品
＊りを持ってきたのか､鳥に対する様々な｢視点｣をﾃｰﾏに
展示。ﾆﾜﾄﾘの多様な品種や標本や､鳥が描かれた図譜な
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(公財)日本自然保護協会自然しらべ係

詳細は左記 URL 参照

えこっくる江東
(江東区潮見 1-29-7)
詳細は左記 URL 参照

左同(環境学習情報館)
TEL:03-3644-7130
毎日新聞社
TEL:06-6346-8407

詳細は左記 URL 参照

資源ｴﾈ庁/(公財) 日本科学技術振興
財団
TEL:03-3212-8489
石油連盟

TEL:03-3553-4102
shirabe2017@nacsj.or.jp

詳細は左記 URL 参照

(公財)ｲｵﾝﾜﾝﾊﾟｰｾﾝﾄｸﾗﾌﾞ／eco-1 ｸﾞﾗﾝ
ﾌﾟﾘ運営事務局(毎日企画ｻｰﾋﾞｽ)

TEL:03-6265-6813
国立科学博物館 筑波実験植物園

(つくば市天久保 4-1-1)

同園
TEL:029-851-5159

国立科学博物館
(台東区上野公園 7-20)

同館
TEL:03-5777-8600

集：新宿駅西口
解：JR 八王子駅・新宿駅

同勉強会／水力発電事業懇話会
TEL:080-9089-6699 要申込
事務局：東京発電(株)

詳細は左記 URL 参照

TEL:03−5843−9795
石油の作文ｺﾝｸｰﾙ事務局

募集内容詳細は左記 URL 参照

(公財)都市緑化機構

航空科学博物館 2F 展示室
(千葉県山武郡芝山町岩山 111-3)

TEL:03-5216-7191
同館
TEL:0479-78-0557

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

募集の内容詳細は左記 URL 参照

県 環境生活部 循環型社会推進課

TEL:043-223-4144
応募の詳細は左記 URL 参照

自然科学観察研究会
TEL:03-6265-6837

我孫子市 鳥の博物館

同館

〜酉年にちなみ､人と鳥がどのように関わ＊
http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/info1/kikakuten.html

'18.1.08 月祝
まで

民俗特集展示

[注]地域別の
期限等は右記
URL 参照
'18.2.28 火まで
受付中

読んだ感想を絵に描こう
第 29 回 読書感想画中央コンクール
http://www.dokusyokansoubun.jp/kansouga/index.html

'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

〜 国立公園 今昔 〜
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html

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

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

'18.3.09 金まで
受付中
'18.3.30 金まで
受付中

(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
(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

'18.3.30 金

H29 年度(流山市)集合住宅･事業所用

まで

★太陽光発電設備設置奨励金
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
(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

随時
貸出受付中

通年
予約制
貸出受付中
実施中

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〜
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
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

どを通して､野生動物としての｢鳥｣､暦の｢酉｣､家禽の
｢鶏｣､芸術の対象の｢とり｣の 4 ｺｰﾅｰで紹介

(我孫子市高野山234-3)

TEL:04-7185-2212

戦前期から地域の観光業や自然保護のあり方に大きな影
響を与えた国立公園。｢保護地域｣の関心や価値の移り変
わりを､絵葉書､ﾁﾗｼ､土産物などの資料から読み解く
読書の感動を絵画表現することで､児童･生徒の読書力､
表現力を養い､読書の活動を振興する。地域：北海道･東
北･関東･信越･北陸･東海･近畿･中国(山口県除く)･四国
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
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｡
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
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)
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

国立歴史民俗博物館 第 4 展示室
(佐倉市城内町 117)

同館
TEL:03-5777-8600

対象指定図書･締切り･問合せ先等
の詳細は左記 URL 参照

(公社)全国学校図書館協議会､毎日

詳細は左記 URL 参照

柏市 環境政策課
TEL:04-7167-1695

詳細は左記 URL 参照

船橋市 環境政策課
TEL:047-436-2465

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

詳細は左記 URL 参照

流山市 環境政策･放射能対策課

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｡
個人が携行する日常生活環境で､どの程度の
放射線量を受けているか調べる測定器です
地域団体(自治会､市民団体､学校等)に､地球規

詳細は下記 URL または問合せを

模の話･節電･太陽光発電など旬の情報を出前
家電品の消費電力量や CO2 排出量など数値で
わかり節電が実感できる｡(流山市内対象)
回収対象油種､回収団体･場所､他詳細 URL：

新聞社､実施都道府県学校図書館協
議会

TEL:04-7150-6083
TEL:04-7150-6083

詳細は以下 URL 参照

流山市 環境政策･放射能対策課

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html

[電話で予約要]

TEL:04-7150-6083
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
同課
TEL:04-7168-1005

各団体で指定した会場

流山市 環境政策･放射能対策課

(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

http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875

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

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.ckz.jp/onndannka/consortium.html

年間・定期・募集・情報提供＆イベント等のコーナー／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！

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

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

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

年間

多摩森林科学園・森林講座
http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/event/kouza2017.html
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我孫子市青山 450
TEL:04-7186-5500
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

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
＊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｡

左記 URL に同じ

＊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
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
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)

http://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mu
s/info2/tegatan/index.files/tegatan201
6.pdf

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions
/schedule/index.html

佐倉市城内町 117
TEL：03-5777-8600

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

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

再生ｴﾈ･省ｴﾈ
関連支援

県／窓口：千葉県内各市町村

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

年間等

(松戸市) ２１世紀の森と広場

http://j-water.org

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

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/

年間

市民のための環境公開講座
http://www.sjnkef.org/kouza/index.html

年間

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

年間

国立歴史民俗博物館
くらしの植物苑 観察会

http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chi
kyuukankyou/ne/shien-ippan.html - ken

〜 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

年間

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

年間
年間

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

東葛しぜん観察会
http://blog.canpan.info/tok-sizen/

年間

千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会
http://chibawildbird.web.fc2.com

http://www.ceic.info/event/

全国小水力利用推進協議会
TEL:03-5980-7880
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
左記同
我孫子市高野山 234-3
TEL:04-7185-2212

http://www.sjnkef.org/kouza/kouza2017/

左記各団体／事務局
TEL:03-3349-9598

左記 URL 参照

県 環境研究ｾﾝﾀｰ
TEL:0436-24-5309
※申込みは左記 URL

※:http://kanpachiba.com

sisitsuka@muf.biglobe.ne.jp

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

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
＊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
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
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｡

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

http://www.wildbirdpark.jp/event_
info.html

大田区東海 3-1
同公園管理事務所

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
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TEL:03-3799-5031
http://www.nposatoyama.com/event.
html

同会事務局

左記 URL に同じ

同会事務局
TEL/FAX：047-343-8041

jimukyoku@nposatoyama.com

mishima-h@titan.ocn.ne.jp

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/

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

年間

埼玉県立 川の博物館
http://www.river-museum.jp/index.html

年間

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

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/

年間

流山おもちゃ病院〜 おもちゃの診察･治療
http://nagareyamaomocha2.blogspot.jp

募集中

リサイクル講座の講師を募集中！
･年齢､性別､経験問いません! (謝礼あり)
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/28895/028540.html

毎月

流山市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館

いろいろ開催

リサイクル講座等
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

毎月

探鳥会は初心者中心の野鳥観察会｡県内七ｶ所で定例探
鳥会､そのほか県内で四季折々に鳥や植物などの観察会
を行っている｡
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

http://www.chibawbsj.com

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

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
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
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

左記 URL 内からﾁｪｯｸ

趣味で作成していたﾘﾒｲｸ､DIY､ﾘｻｲｸﾙの作品を､市民の皆
さんに広めてみませんか? おしゃれで楽しい作品作りの
ｱｲﾃﾞｱをお持ちの方､お待ちしています!

条件や募集内容詳細は左記 URL 参
照

未定

同館

いすみ市万木 2050
TEL:0470-86-5251

http://www.maff.go.jp/j/heya/tenz
i/index.html
http://schedule49.blog.fc2.com

(同市下花輪 191)

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)

左記 URL 参照
TEL:047-431-3511(土･15〜18 時)

同館

埼玉県大里郡寄居町小園 39
TEL:048-581-7333（代表）
茨城県つくば市天久保 4-1-1
TEL:029-851-5159
同省
TEL:03-3591-6529（一般相談）
TEL:03-5512-1115（子ども相談）
同病院
TEL:04-7158-4407
流山市環境部 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
TEL:04-7157-7411

同市環境部 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
TEL:04-7157-7411
同館
TEL:04-7199-5082

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p007555.html
(柏市十余二 348-202)
いろいろ開催
お願い:｢環境｣｢農｣｢食｣｢省ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢自然ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢科学｣｢防災･減災｣などの活動やｲﾍﾞﾝﾄ､それらを支える情報をお寄せください｡また､本情報の転送は自由です｡
注 1:参加対象が市内在住など限定されるものも含まれます｡ｲﾍﾞﾝﾄ例としてご覧ください｡ 注 2:詳しくは検索をおすすめします｡ 注 3:応募など準備に時間のかかるものは早め､通常
ｲﾍﾞﾝﾄは概ね 1 ヶ月先まで掲載します｡ 注 4:日程･内容が変更される場合があり､ご確認ください｡ 注 5:できるだけ多種多様情報を掲載したく､同一団体さんの掲載数を限らせてい
ただく場合あります｡ 注 6:主催者と問合せ･申込み先が異なる場合があります｡ 注 7:参加費 1,000 円程度まで｢有料｣記載しませんが､それ以上は極力記載するようにします｡参加の
場合ご確認ください｡ 注 8:締切日が過ぎても参加可能な場合あります｡ 注 9:注目情報は受付期限を過ぎても掲載する場合あります｡

〜☆〜★〜 明日への助け合い = 環境とエネルギー保全・食農安全 〜★〜☆〜
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