自らの手で守ろう、ふるさと白井の自然と環境
よりよい環境保全を進めるには、地域コミュニティや市民活
動に積極的に参加し、自らの手で環境を守り、育てることが大
切です。未来に向けて自然豊かな白井市の環境を守っていきま
しょう。市民、市民団体、事業所及び行政が一体となり開催す
る「白井市環境フォーラム」へのお誘いです。

第９回白井市環境フォーラム
《白井の気象変動と環境のお話し》
時：平成 23 年 2 月 26 日（土）13:00～16:55
場 所：白井市文化会館 2Ｆ 中ホール
参加費：無料
《パネル展示》10:00～16:55（白井市文化会館 2 階研修室）
小・中学校や事例発表者、市内環境団体など環
境活動パネル を展示
プログラム
開会・挨拶
基調講演 東京管区気象台銚子地方気象台 鈴木淳課長
「白井の気象と温暖化問題―チャレンジ 25」
事例発表 市立第三小学校の児童のみなさん
市立南山中学校の生徒のみなさん
ＥＭ白井野菜の会
NPO 法人しろい環境塾
工業団地協議会会員
パネルディスカッション
しろい環境よいとこ百選について
閉会
主
催：白井市環境フォーラム実行委員会
構成団体：白井環境ネットワークの会
・NPO 法人しろい環境塾
・白井の自然を考える会
・NPO 法人北総コラボレーション
・ＥＭ白井野菜の会
・白井社会ボランティアの会（SSVA）
・アダプト５３０クラブ
・活き活きライフしろい
・白井シニアライオンズクラブ ・白井市

皆さまのご来場をこころよりお待ちしています。

「COP」とは、国際条約を結んだ国が
集まる会議（締約国会議）のことです。
多様な生き物や生息環境を守り、その
恵みを将来にわたって利用するために結ばれた生物多様性条約では、10 回目の締約国会議「COP10」が
2010 年 10 月、愛知・名古屋で開催されました。白井市市民活動推進センター登録団体の中にも環境に貢献
している団体が多数あります。今回は「谷田武西の原っぱと森の会」をご紹介します。

谷田武西の保全活動記
NPO 法人谷田武西の原っぱと森の会 矢野真理
私たち谷田武西の原っぱと森の会は、企業庁に立ち入りの承諾を得て、白井市谷田・印西市武西
に残された企業庁用地開発除外地の、ゴミ拾い、保全とモニタリング作業、観察会などを行ってい
ます。
谷田武西にはいろんな生きものがたくさん生息しています。それはここの地形が湿地や斜面林や
草原を成す谷津でできていることが深く関係しています。谷田の遠谷津・澤山・先神の谷津。そこ
に住まう生きものたちの連鎖。これらのどの谷津も欠かすことができません。観察会で親子と歩く
と、子どもたちはあちらこちらで道草をして遊びます。大人も童心に
もどってゆったりします。それは、私たちも谷津に抱かれた生きもの
の一つになっているからでしょうか。
白井市は、まちの環境をより良くするために谷田地区に残された豊
かな自然を保全しようとしています。私たちも、活動を続けながら、
歩いて知って守る楽しみを広げたいと思っています。
ホタル飛びかう先神の谷津を埋め立てから守りましょう。
千葉県企業庁から白井市へ譲渡されるよう、募金を始めました。ご協力をお願いします。
募金団体：せんがみの谷津募金実行委員会（NPO 法人谷田武西の原っぱと森の会も参加しています。）
事務局：北総里山クラブ

募金郵便口座：00180-0-566069（せんがみの谷津募金実行委員会）

お 知 ら せ
第 13 回写真コンテスト作品募集
「北総の四季」北総地域の自然をテーマとした写真を募集しています。ひろく県北部で写されたものであれば、行事、
子ども、動物たちの作品も歓迎します。お気軽にご参加ください。
応募規定：カラー、白黒とも可、ネガでなくプリントしたもの、２L サイズ。１人２作品まで
応募方法：既定の応募用紙。又はタイトル、撮影場所、撮影日、住所、氏名、電話番号を明記したものを、写真裏に添付
送 り 先：〒270-1424

白井市堀込 1-5-2-104 「白井の自然を考える会」山口宛

受付期間：2010 年 11 月 1 日（月）～ 2011 年 1 月 10 日（月）
審

査：2011 年 1 月 23 日（日）13:00～

白井市市民活動推進センター

審査員による審査（応募者と会員は審査のようすを見学できます）
展

示：2011 年 1 月 29 日（土）～ 2 月 10 日（木）西白井複合センター
2010 年 2 月 13 日（日）～ 3 月 23 日（水）北総線白井駅、小室駅、千葉ニュータウン中央駅にて順
次展示

入

イオンモール千葉ニュータウン店でも展示予定

賞：最優秀賞 1 点＜賞金 10,000 円＞ 優秀賞 2 点＜賞金

問 合 せ：白井の自然を考える会

047-491-9291

山口

5,000 円＞ 佳作 1 点＜賞金

3,000 円＞

参加・イベント情報
＊詳細な内容や質問は、それぞれの
問合せへお願いします。

体験活動あそびっく
「クリスマス会」

読みきかせは愛のひととき
絵本の魅力

これは面白い。目の前で舞台が動き

館山にある「小さな小さな絵本の館

出す！？小学生は夢中です。

グリム」館主の飯塚須磨子さんに、

《予定》

絵本の魅力について語っていただ

日

きます。

のトッピングもあります。
日

時：2010 年 12 月 22 日（水）
14:00～

会

場：冨士センター

視聴覚室

参加費：500 円

047-491-2163

国島

時：2011 年２月 5 日（土）

問合せ：子ども劇場

10:00～12:00

047-491-2163

国島

（9:45 開場）
場 所：保健福祉センター

講演会「ほっとけない！若者の就

（ウェルぷらっと）
講 師：飯塚

職氷河期―憲法 9 条と 25 条―」

須磨子

参加費：無料
講演後、交流会を予定しておりま
す。時間の許す方はぜひ、ご参加く

問合せ：子ども劇場

肩掛け芝居

14:00～

日 時：2011 年１月２９日（土）

アコーディオン、クラリネット、バ
イオリンの演奏と歌。楽しいケーキ

小学生対象

ださい。
（13:００頃終了予定）
問合せ：しろい人形劇まつり実行委
員会 047-49１-3595 新井

日

時：2011 年 2 月 6 日（日）

開

場：13:00

講

演：13:30～14:50

講

師：小森陽一

九条の会・事務局長（東京大学教授）
演

奏：15:00～16:20
「平和をうたう」井上ともやす

場

所：白井市文化会館

中ホール

参加費：無料

幼児対象 ナメちゃんの
あったかわいわいライブ
幼児親子のワクワクするようなあ
ったかな時間。
日

時：2011 年 1 月 15 日（土）

所：冨士センター

047-491-8606

大集会室

たこあげ、こま回し、はねつき、お

日

《予定》

国島

時：2011 年 2 月 19 日(土)
9:30～15:00

場

13:00～

問合せ：子ども劇場
047-491-2163

廃油からの「リサイクルせっ
けん」の販売

日 時：2011 年 1 月 30 日（日）

参加費：親子で 1,500 円

伊藤

体験活動あそびっく
むかしあそび
手玉・・・みんなで楽しく遊ぼうね

11:00～
場

問合せ：しろい・九条の会

所：白井駅前センター
フェスティバル会場

参加費：500 円

問合せ：NPO 法人せっけんの街

問合せ：子ども劇場
047-491-2163

国島

047-491-3878

一ノ倉

新登録団体の紹介
北総線値下げ裁判の会
（白井支部）
成田アクセス線の開通では不合
理・不公正な京成電鉄の申請が認可
されてしまいました。その不合理・
不公正を正す活動をします。
問合せ：047-498-4104

藤野

ryuuichi.thono@gmail.com

白井シニアライオンズクラブ

「活かそうシニアの経験と知恵、目
指そう事業の定着化」をスローガン
に、薬物乱用防止教室の開催、認知
症サポーターの養成、白井市福祉セ
ンターに四季に応じた花壇作りな
ど、地域に密着した奉仕活動を行っ
ております。入会希望の方は連絡し
て下さい。
問合せ：047-491-9089

小林

第４回しろい市民活動まつり“２０１０”
650 名の市民が参加！
11 月 28 日、保健福祉センターにて白井市民活動まつり
を開催しました。このまつりは、より多くの人にボランテ
ィアや市民活動を知ってもらい、自らが活動することによ
り、心がつながりあう地域社会を作ろうと開催しました。
今回は、市民大学校の皆さんも参加して、市民活動推進
センター登録団体の紹介や、テーマ別の意見交換会を企画
したところ、団体の活動紹介を通じ、自分にできる・やり
たい市民活動を発表し合い、市民活動のきっかけづくりに
なったようです。
また、１階イベント広場では、特別参加の南山中学校吹
奏楽部、かたつむり（大正琴）
、ヴィヴァーチェ（ハンドベ
ル）の素晴らしい演奏。ひまわり連の迫力あるソーラン踊
り。フィナーレは伊藤雅宣さんのアコーディオン伴奏によ
る合唱。約 650 名の皆さんが参加、多彩な行事、展示を楽
しんでいただき「まつり」を大きく盛り上げてくれました。

白井市市民活動推進センター運営協議会からのお知らせ
白 井市市民 活動推 進セン ターの平 成
22 年度上半期（4 月～9 月）の利用状況
は、右記の通りです。平成 21 年度に比べ、
利用団体数では 8.1%増、利用者数では、

①H21 年度

②H22 年度

②－①

②÷①

利用団体数

1.407

1.521

＋114

108.1

利用者数

3.216

3.374

＋158

104.9

項目

4.9%の増となっております。

県では、より多くの県民の皆さんにＮＰＯ活動を知っていただき、さらにＮＰＯ活動への参加につなげ
ていただくために、
「ちばＮＰＯ月間」と「ＮＰＯの日」を設け、県、市町村・ＮＰＯが連携して、県内各
地域で様々なイベントや活動写真展などを開催中です。千葉ニュータウン中央駅（12 月 9 日～12 月 20
日）では“楽しさ”“やりがい”の伝わる活動写真の展示をしています。

編集後記

あの猛暑の夏も終わり、はや足で初冬に入ってきました。この気候のせいもあり、紅葉は危ぶ

まれたのですが、まだまだ白井の里も捨てたものではありません。ほんの少し足をのばしただけで、しみ
じみとした里山の秋を満喫できます。
ないでしょうか。

それなりの落ち着いた、目にも心にも優しい散歩ができるのでは
（山口）

