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ララーーババンン千千葉葉
ち ば

ネネッットトワワーークク

草草深深のの森森のの整整備備
イイベベンントトのの開開催催((森森のの音音楽楽会会、、森森のの植植物物観観察察会会、、里里山山ウウォォーークク))

里里山山のの知知識識ががああるるとと、、ここここにに住住んんででいいるる
価価値値がが倍倍増増ししまますす。。  
里里山山のの歴歴史史・・文文化化・・自自然然をを学学びび保保全全のの知知
識識もも得得らられれまますす。。  

千千葉葉ニニュューータタウウンンのの周周りりはは谷谷津津とと台台地地がが
織織りりななすす貴貴重重なな里里山山でですす。。私私たたちちはは「「田田
園園とと都都市市がが支支ええああううままちちづづくくりり」」をを目目指指
ししてて里里山山保保全全活活動動ををししてていいまますす。。  草草深深のの森森・・結結縁縁寺寺周周辺辺・・そそのの他他千千葉葉ニニュューー

タタウウンン周周辺辺のの里里山山自自然然のの豊豊かかささをを味味わわううイイ
ベベンントトをを提提供供しし、、「「田田園園とと都都市市ととがが支支ええ合合
ううままちち」」とといいうう価価値値をを市市内内外外のの人人たたちちにに
PPRR ししまますす。。里里山山とといいうう広広大大なな公公園園にに囲囲まま
れれたたままちち環環境境保保全全都都市市をを目目指指ししまますす。。

活活動動場場所所  ：：  草草深深のの森森((毎毎月月))  

結結縁縁寺寺他他印印西西のの里里山山((春春・・秋秋))  

団団体体情情報報  

森森のの音音楽楽会会  

メメイインンのの活活動動

自自然然・・環環境境  

里里山山ウウォォーークク  
ケケビビンンとと歩歩くく！！

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

ままちちづづくくりり  

自自
然然
・・
環環
境境

6600

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ボボーーイイススカカウウトト印印西西
いんざい

第第
だい

11団団
だん

  

キキャャンンププややハハイイキキンンググななどど野野外外ででのの自自然然体体験験やや奉奉仕仕、、仲仲間間ととのの活活動動ななどどのの体体
験験をを通通ししてて、、青青少少年年がが楽楽ししみみななががらら様様々々ななここととをを学学びびまますす。。小小学学生生かからら大大学学
生生年年代代ままでで、、年年齢齢にに合合わわせせたたププロロググララムムでで活活動動ししてていいまますす。。

メメイインンのの活活動動

ボボーーイイススカカウウトトはは子子どどももたたちちのの自自発発的的なな
活活動動をを大大切切ににししてていいまますす。。仲仲間間ととのの野野外外
活活動動やや奉奉仕仕活活動動をを通通ししてて、、自自立立心心やや協協調調
性性、、社社会会性性、、そそししててたたくくままししささをを身身ににつつ
けけまますす。。  
ささららにに国国際際交交流流やや環環境境問問題題、、最最近近でではは
SSDDGGss ななどどへへのの取取りり組組みみもも通通じじてて、、現現代代のの
社社会会でで求求めめらられれるる生生ききるる力力とと心心構構ええをを育育
みみまますす。。  

ボボーーイイススカカウウトトはは 110000 年年以以上上のの歴歴史史ををもも
つつ青青少少年年のの健健全全育育成成をを目目的的ととししたた世世界界的的
なな運運動動でですす。。千千葉葉ニニュューータタウウンンエエリリアアでで
はは 11998800 年年にに小小室室にに船船橋橋第第 2211 団団ととししてて発発
団団、、そそのの後後活活動動拠拠点点ごごととにに分分かかれれ、、現現在在
はは印印西西第第 11 団団とと白白井井第第 11 団団ととししてて活活動動しし
てていいまますす。。  

対対象象年年齢齢はは小小学学校校11年年生生かかららでですすがが、、見見学学
はは年年長長ささんんででもも可可能能でですす。。子子どどももたたちちがが
未未来来をを生生ききてていいくくううええでで本本当当にに大大切切ななここ
とと。。合合言言葉葉はは「「ななろろうう。。一一人人前前にに」」。。見見
学学やや体体験験入入隊隊ななどど、、おお気気軽軽ににごご相相談談くくだだ
ささいい。。  
ままたた、、餅餅つつききややザザリリガガニニ釣釣りりななどど、、一一般般
のの方方々々ににもも参参加加いいたただだけけるるイイベベンントトもも実実
施施ししてていいまますすののでで、、ぜぜひひごご参参加加くくだだささ
いい。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

：：  hhttttpp::////ssiitteess..ggooooggllee..ccoomm//vviieeww//bbssiinnzzaaii11 

：：  印印西西市市内内 

((そそううふふけけ公公民民館館ほほかか市市内内公公民民館館、、 
ココミミュュニニテティィーーセセンンタターー、、公公園園、、
キキャャンンププ場場))

活活 動動 日日  ：：  日日曜曜日日をを中中心心にに毎毎月月 22～～33回回  

団団体体情情報報  

自自然然・・環環境境  

奉奉仕仕活活動動  

6611

自自
然然
・・
環環
境境

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。



62

 
 
 

温温暖暖化化
おんだんか

防防止止
ぼ う し

印印西西
いんざい

  

環環境境フフェェススタタややだだんんごごままつつりり、、出出前前講講座座、、講講演演会会ななどどをを通通ししてて市市民民へへのの「「温温
暖暖化化防防止止のの啓啓発発活活動動」」及及びび「「ごごみみ減減量量運運動動」」、、印印西西市市とと共共同同でで「「ごごみみ処処理理施施
設設のの見見学学会会」」ななどどをを実実施施。。環環境境行行政政へへのの積積極極的的なな提提言言活活動動ななどど。。  

①①「「ごごみみ処処理理施施設設見見学学会会」」やや「「３３ＲＲ出出前前
講講座座」」のの推推進進にによよりり、、家家庭庭かかららののごごみみ
排排出出量量がが減減少少傾傾向向にに転転じじてていいまますす。。

②②当当団団体体でで実実施施ししてていいるる家家庭庭ででのの省省エエネネ
診診断断ののデデーータタがが千千葉葉県県のの実実態態調調査査のの蓄蓄
積積にに寄寄与与ししてていいまますす。。

③③ケケーーブブルルテテレレビビのの取取材材をを受受けけてて、、温温暖暖
化化防防止止のの活活動動がが３３回回放放映映さされれままししたた。。

22000077 年年 66 月月にに、、印印西西市市にに住住むむ千千葉葉県県地地球球
温温暖暖化化防防止止活活動動推推進進員員がが中中心心ににななっってて家家
庭庭のの温温暖暖化化防防止止にに寄寄与与すするるここととをを目目的的にに
「「温温暖暖化化防防止止印印西西」」をを結結成成ししままししたた。。市市
のの公公益益市市民民活活動動団団体体登登録録ももししてていいまますす  

①①22005500 年年ままででにに温温室室効効果果ガガスス排排出出量量をを実実
質質ゼゼロロととすするる政政策策をを、、印印西西市市ででもも環環境境行行
政政ののテテーーママととししてて位位置置付付けけるるよようう提提言言すす
るる。。

②②印印西西市市とと協協働働でで実実施施ししてていいるる「「ごごみみ処処理理
施施設設見見学学会会」」参参加加者者をを現現時時点点のの延延べべ 448855
人人をを 11,,000000 人人ににすするる。。

③③市市民民ののささららななるる脱脱炭炭素素化化意意識識向向上上をを図図るる
たためめ、、環環境境講講座座をを開開催催すするる。。

④④会会員員募募集集：：ここのの運運動動ににはは市市民民のの参参加加がが必必
要要でですす。。皆皆ささんんももぜぜひひ参参加加ししててくくだだささ
いい！！

活活動動場場所所  ：：  印印西西市市内内  

活活 動動 日日  ：：  随随時時  

団団体体情情報報  

自自然然・・環環境境  

6622

自自
然然
・・
環環
境境

リリササイイククルル見見学学会会

環環境境フフェェススタタにに参参加加  

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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谷谷田田
や た

武武
む

西西
ざい

のの原原
はら

っっぱぱとと森森
もり

のの会会
かい

  

原原っっぱぱのの草草刈刈、、樹樹林林地地・・湿湿地地のの整整備備、、外外来来種種のの除除去去、、各各種種調調査査、、観観察察会会等等のの
里里山山学学校校、、環環境境学学習習ののササポポーートト  

自自然然環環境境のの保保全全作作業業とといいううののはは、、たたんん
たたんんとと草草をを刈刈っったたりり、、調調査査ををししたたりりしし
てて環環境境をを守守っってていいくく地地味味なな作作業業でですす。。  
ここれれをを長長年年続続けけててききたたここととがが自自慢慢でで
すす。。  

印印西西市市武武西西とと白白井井市市谷谷田田のの千千葉葉県県がが所所有有
ししてていいたた開開発発除除外外地地((現現在在はは印印西西市市・・白白井井
市市のの市市有有地地））ににはは豊豊かかなな里里山山がが残残っってておお
りり、、ここここをを守守りりたたいいとといいうう思思いいでで団団体体をを
立立ちち上上げげままししたた。。  

人人とと多多様様なな生生ききももののがが共共存存ししてていいたた昔昔
のの里里山山ののよよううにに、、豊豊かかなな自自然然をを維維持持しし
てていいくくここととをを目目指指ししてて、、多多くくのの市市民民やや
行行政政、、大大学学等等とと知知恵恵をを出出しし合合っってて里里山山のの
環環境境をを守守っってていいくくここととでですす。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttpp::////hhaarraappppaannookkaaii..wweebb..ffcc22..ccoomm  

：：  印印西西市市武武西西・・白白井井市市谷谷田田ににままたたががるる里里山山 

：：  日日時時内内容容はは HHPP ののススケケジジュューールル欄欄にに掲掲載載 

団団体体情情報報  

「「武武西西のの広広いい原原っっぱぱ」」  
のの草草刈刈りりのの様様子子           

市市民民のの皆皆ささんんもも参参加加ししてて、、  
原原っっぱぱののモモニニタタリリンンググでですす。。  

自自然然・・環環境境  特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

自自
然然
・・
環環
境境

6633

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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亀亀
かめ

成成川川
なりがわ

をを愛愛
あい

すするる会会
かい

  

ホホタタルルをを守守るる湿湿地地回回復復、、トトンンボボをを守守るる外外来来種種駆駆除除とと水水辺辺作作りり、、ヨヨシシノノボボリリやや
モモツツゴゴをを守守るる川川のの流流路路作作りり、、オオミミナナエエシシをを守守るる原原っっぱぱのの手手入入れれ、、キキンンラランンをを
守守るる雑雑木木林林のの手手入入れれななどど。。観観察察会会付付きき活活動動体体験験イイベベンントト。。

野野外外のの活活動動はは、、ままっったたりりくくつつろろいいででママッッ
ススルルをを鍛鍛ええ、、ままちちづづくくりりとと自自然然保保護護ににもも
貢貢献献。。様様々々なな世世代代交交流流ののももぐぐももぐぐタタイイムム
はは楽楽ししみみ。。

印印西西市市はは豊豊かかなな里里山山生生態態系系とと都都市市機機能能をを
合合わわせせ持持つつ魅魅力力的的ななままちちでですす。。ニニュューータタ
ウウンンをを一一歩歩出出るるとと田田園園風風景景がが広広ががりり、、農農
業業のの営営みみのの中中でで育育ままれれたた生生ききももののたたちちにに
出出会会ええまますす。。生生ききももののがが暮暮ららすす里里山山をを守守
っってて、、印印西西のの魅魅力力をを活活かかししたたままちちづづくくりり
ををししよよううとと 22001100 年年にに設設立立、、22002200 年年にに
NNPPOO法法人人化化ししままししたた。。

四四季季折折々々のの美美ししいい景景色色のの中中でで様様々々なな生生きき
ももののにに出出会会ええるる HHAAPPPPYY とと WWOONNDDEERR をを分分
かかちち合合いいたたいいとと願願っってていいまますす。。絶絶滅滅のの危危
機機ににああるる生生ききももののたたちちをを助助けけてて、、預預かかっっ
てていいるる自自然然のの恵恵みみをを未未来来にに返返ししまますす。。  

HH PP  

FFaacceebbooookk  

ブブ ロロ ググ  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttppss::////kkaammeennaarrii--lloovvee..llooccaalliinnffoo..jjpp// 

：：  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kkaammeennaarrii..lloovvee 

：：  hhttttpp::////bblloogg..lliivveeddoooorr..jjpp//kkaammeennaarriiggaawwaa// 

：：  別別所所谷谷津津公公園園のの水水辺辺、、亀亀成成川川ととそそのの流流域域 

：：  〔〔定定例例会会〕〕 

毎毎月月第第 11・・第第３３日日曜曜日日、、第第４４金金曜曜日日  

99::2200～～1122::0000  

団団体体情情報報  

メメイインンのの活活動動

ももぐぐももぐぐタタイイムム！！！！  

自自然然・・環環境境  特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

ままちちづづくくりり  健健康康・・福福祉祉  子子育育てて支支援援  

6644

自自
然然
・・
環環
境境

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生生ききもものの観観察察会会  

自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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パパククパパクク・・ナナテティィンン  

フフィィリリピピンンのの伝伝統統手手工工芸芸にに携携わわるる女女性性職職人人のの収収入入向向上上をを目目的的ににフフェェアアトトレレーードドをを
行行っってていいるるNNGGOOでですす。。地地域域でではは、、フフェェアアトトレレーードド((人人権権とと環環境境にに配配慮慮ししたた貿貿易易))とと
エエシシカカルル消消費費((人人やや社社会会・・環環境境にに配配慮慮ししたた消消費費行行動動))のの啓啓発発活活動動ををししてていいまますす。。
PPaakkppaakk  NNaattiinn ととははフフィィリリピピノノ語語でで｢｢私私たたちちののつつばばささ｣｣とといいうう意意味味でですす。。

日日本本のの私私たたちちのの大大量量生生産産＆＆消消費費行行動動がが途途
上上国国のの環環境境破破壊壊やや貧貧困困をを引引きき起起ここししてていい
るる現現実実やや搾搾取取のの社社会会構構造造をを知知りり、、衝衝撃撃をを
受受けけたたここととががききっっかかけけでですす。。商商品品のの背背景景
をを知知りり、、選選ぶぶ大大切切ささをを痛痛感感。。「「毎毎日日ののおお
買買いい物物ががよよりり良良いい社社会会ををつつくくるる」」ここととをを
アアピピーールルししたたいいとと思思いいままししたた。。みみんんななでで
未未来来をを考考ええ、、学学びび、、行行動動ししままししょょうう。。

自自然然農農法法やや伝伝統統技技術術にによよっってて地地域域のの文文化化・・
環環境境をを守守りり、、持持続続可可能能なな社社会会をを目目指指すすフフェェ
アアトトレレーードドににつついいてて多多くくのの人人にに知知っっててもも
ららいい、、消消費費行行動動ににつつななげげててほほししいいでですす。。
SSDDGGss 目目標標のの「「1122..つつくくるる責責任任つつかかうう責責
任任」」「「11..貧貧困困ををななくくそそうう」」「「55..ジジェェンンダダーー
平平等等をを実実現現ししよようう」」をを目目指指ししまますす。。

HH PP  

活活動動場場所所  

：：：  hhttttppss::////wwwwww..ppaakkppaakknnaattiinn..oorrgg// 

：：  定定例例ミミーーテティィンンググ（（月月 22 回回））  

販販売売イイベベンントト・・ワワーーククシショョッッププ（（不不定定期期））  

団団体体情情報報  

人人間間国国宝宝ママググダダレレナナささんん((9977))かからら  
技技術術をを学学ぶぶ若若者者たたちち((次次世世代代ププロロジジェェククトト))  

自自然然・・環環境境  

日日比比ののNNGGOOのの協協力力ででエエシシカカルルババッッググののブブ
ラランンドド「「HHAABBII  PPRRIIDDEE」」ががススタターートト。。暮暮らら
ししとと環環境境にに配配慮慮ししたた商商品品づづくくりりをを通通じじ
てて、、伝伝統統織織物物のの継継承承にに取取りり組組むむ女女性性職職人人
をを応応援援ししてていいまますす。。

ににっっぴぴ  

「「だだんんごごままつつりり」」  
アアッッププササイイククルルワワーーククシショョッッププ

6655

自自
然然
・・
環環
境境

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

ウウェェッットトラランンドドガガイイドド

  

小小ささなな子子どどももかからら年年配配者者ままでで誰誰ででももがが
参参加加ででききるる身身近近なな自自然然体体験験をを大大切切ににしし
てていいまますす。。ままたた、、市市とと一一緒緒にに作作っったた里里
山山ママッッププはは市市内内全全域域をを歩歩いいてて調調べべまましし
たた。。いいろろいいろろなな情情報報ががたたくくささんん入入っってて
いいまますす。。見見るるだだけけででもも楽楽ししいいママッッププにに
ででききああががりりままししたた。。  

市市内内ににはは里里山山自自然然がが多多くくあありり、、市市街街地地かか
らら歩歩いいてて行行けけるる所所もも少少ななくくなないい。。そそのの貴貴
重重なな自自然然をを知知りり、、味味わわいい、、楽楽ししむむここととのの
幸幸せせをを広広めめたたいいとと、、ままたた、、大大規規模模開開発発やや
私私たたちちのの暮暮ららししのの影影響響でで、、失失わわれれたたりり汚汚
さされれたたりりししつつつつああるる自自然然のの負負のの側側面面もも多多
くくああるるここととにに関関心心をを持持っっててももららいいたたいいとと
活活動動をを始始めめままししたた。。  

身身近近なな自自然然のの様様子子をを観観察察ししたたりり調調査査ししたた
りりししてて分分かかりりややすすくくみみななささんんにに知知ららせせたた
いいでですす。。ままたた、、自自然然情情報報ををネネッットトななどどでで
発発信信しし、、自自然然環環境境ににつついいてて多多くくのの人人々々にに
問問題題意意識識をを持持っっててももららいいたたいいでですす。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttpp::////wwwwww55ff..bbiigglloobbee..nnee..jjpp//~~yyaattuuddaaddaayyoorrii// 

：：  北北総総地地区区をを中中心心ととししたた里里山山自自然然    

   ：：  不不定定期期 

団団体体情情報報  

北北総総地地区区をを中中心心ととししたた里里山山自自然然((市市街街地地のの公公園園やや調調整整池池もも含含むむ))のの大大切切ささをを多多くく
のの市市民民にに伝伝ええるる活活動動やや調調査査をを行行っってていいまますす。。  

自自然然・・環環境境  

オオオオヨヨシシキキリリ

ジジュュウウニニヒヒトトエエ  

ノノススリリ

ダダイイササギギ  

自自
然然
・・
環環
境境

6666

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ツツググミミ

自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

  水水
みず

とと暮暮
く

ららししをを守守
まも

るる会会
かい

  

人人ににもも環環境境ににももややささししいいせせっっけけんんをを使使うう暮暮ららししをを提提案案ししてていいまますす。。小小学学生生、、中中学学
生生、、家家庭庭教教育育学学級級、、一一般般のの方方ななどど幅幅広広いい層層をを対対象象にに環環境境学学習習をを実実施施。。パパネネルル展展
示示、、自自分分たたちちのの飲飲みみ水水・・捨捨てて水水ののルルーートトををたたどどるる「「水水のの旅旅」」やや講講演演会会をを企企画画。。  

二二十十数数年年前前かからら、、印印西西市市内内のの中中学学校校でで家家
庭庭科科のの時時間間にに環環境境学学習習「「地地球球ににややささししいい
暮暮ららしし方方」」をを毎毎年年実実施施ししてていいまますす。。  

過過去去にに手手賀賀沼沼がが水水質質汚汚濁濁全全国国ワワーースストト11位位
をを続続けけてていいたた主主なな原原因因ににはは私私たたちちがが流流すす
生生活活雑雑排排水水、、中中ででもも日日常常生生活活にに欠欠かかせせなな
いい洗洗剤剤がが大大ききくく関関与与ししてていいまますす。。水水環環境境
をを守守るる重重要要ささをを伝伝ええ、、自自分分たたちちががででききるる
ここととかからら実実践践ししててももららええるるよようう働働ききかかけけ
るるたためめにに団団体体をを立立ちち上上げげままししたた。。  

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策ににはは、、安安
心心・・安安全全ななせせっっけけんんがが大大いいにに効効果果をを発発揮揮
ししてていいるるここととをを周周知知ししまますす。。  
今今やや香香りりブブーームムでで、、特特にに柔柔軟軟剤剤のの合合成成香香
料料でで日日常常生生活活をを送送るるここととがが困困難難なな人人がが激激
増増ししてていいまますす。。いいわわゆゆるる「「香香害害」」でで、、そそ
のの解解決決をを市市にに訴訴ええるるだだけけででななくく、、政政府府にに
求求めめるる活活動動にに協協力力ししてていいききまますす。。  

FFaacceebbooookk  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//iinnzzaaiimmiizzuukkuurraasshhii// 

：：  木木刈刈フフレレンンドドリリーーププララザザ、

：：  定定例例会会毎毎月月第第 22 月月曜曜日日  

団団体体情情報報  

中中学学校校授授業業風風景景  

メメイインンのの活活動動

「「水水のの旅旅」」手手賀賀沼沼船船上上見見学学  

自自然然・・環環境境  

自自
然然
・・
環環
境境

6677

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

自
然
・
環
境

     木木刈刈デデポポーー地地域域交交流流ススペペーーススききらららら

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

・・地地域域
ち い き

猫猫
ねこ

  友友
とも

のの会会
かい

  

主主なな活活動動はは、、野野良良猫猫のの不不妊妊去去勢勢ののササポポーートト、、市市民民へへのの啓啓発発活活動動((愛愛護護動動物物ででああ
るる野野良良猫猫とと地地域域住住民民ととのの共共存存のの必必要要性性やや野野良良猫猫へへのの虐虐待待・・猫猫のの飼飼育育放放棄棄のの撲撲
滅滅をを訴訴ええるる))、、印印西西市市行行政政ととのの協協議議ななどど。。  

昨昨年年もも110000匹匹をを超超ええるる野野良良猫猫のの不不妊妊去去勢勢
手手術術をを行行いいままししたた。。ままたた、、セセミミナナーー開開
催催・・チチララシシ配配布布等等にによよりり,,多多くくのの方方々々にに
地地域域猫猫活活動動のの PPRR をを行行いいままししたた。。  

我我ががままちち・・印印西西市市はは、、便便利利ささとと自自然然にに恵恵
ままれれてていいるる反反面面、、捨捨てて猫猫がが自自然然繁繁殖殖しし困困
っってていいるる方方たたちちががいいるる一一方方でで、、そそのの猫猫たた
ちちへへ個個人人的的にに餌餌ややりりやや保保護護ををししてていいるる方方
たたちちももいいまますす。。ここのの摩摩擦擦をを少少ななくくしし、、地地
域域のの人人とと共共生生ででききるる「「地地域域猫猫」」をを増増ややすす
べべくく、、千千葉葉県県ののガガイイドドラライインンにに沿沿っってて活活
動動ししてていいまますす。。  

ＰＰＲＲ活活動動やや地地域域のの自自治治会会・・行行政政へへのの現現状状
報報告告ななどどをを精精力力的的にに行行いいまますす。。人人とと猫猫がが
仲仲良良くくののんんびびりり共共生生しし、、真真のの意意味味でで印印西西
市市がが人人ににととっっててもも猫猫ににととっっててもも住住みみよよいい
ままちちににななるるよようう、、精精力力的的にに活活動動をを続続けけてて
ままいいりりまますす。。  

HH PP  

ブブ ロロ ググ  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttppss::////iinnzzaaiinneekkoo..jjiimmddooffrreeee..ccoomm// 

：：  hhttttppss::////aammeebblloo..jjpp//iinnzzaaii--ccaatt// 

：：  印印西西市市内内全全域域 

：：  毎毎日日 

団団体体情情報報  

自自然然・・環環境境  

奉奉仕仕活活動動  

6688

自自
然然
・・
環環
境境

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  自

然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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吉吉
よし

高高
たか

のの大大 桜桜
おおざくら

をを守守
まも

るる会会
かい

  

千千葉葉をを代代表表すするる一一本本桜桜とといいううここととももああ
りり、、印印西西市市内内だだけけででななくく他他地地域域かかららもも多多
くくのの花花見見客客がが訪訪れれまますす。。そそううししたた方方々々とと
ココミミュュニニケケーーシショョンンででききるるこことと。。

55 年年後後、、1100 年年後後をを見見すすええてて、、大大桜桜周周辺辺にに
カカタタククリリやや花花桃桃ななどどをを植植樹樹しし「「花花のの里里・・
吉吉高高」」をを目目指指ししてていいまますす。。ままたた、、千千葉葉県県
内内・・近近郊郊のの一一本本桜桜のの管管理理者者がが集集うう「「一一本本
桜桜ササミミッットト」」的的なな会会合合をを開開催催しし、、情情報報・・
意意見見のの交交換換ををししててみみたたいい。。

大大桜桜のの人人気気がが高高ままるるににつつれれ、、花花見見客客がが多多くく
ななりり、、樹樹のの根根元元付付近近のの土土がが固固くくななっってて樹樹勢勢
にに衰衰ええがが見見らられれるるよよううににななっったたここととかからら、、
維維持持管管理理のの必必要要性性をを認認識識ししてて会会をを発発足足ささせせ
ままししたた。。ままたた、、花花見見ののママナナーーをを守守っっててももらら
ううたためめ、、ガガイイドド活活動動をを兼兼ねねたた見見ままわわりり、、大大
桜桜のの魅魅力力発発信信ななどどもも目目的的ののひひととつつでですす。。  

活活動動場場所所  ：：  大大桜桜周周辺辺とと吉吉高高地地区区  

        ((印印西西市市吉吉高高 993300))  

活活 動動 日日  ：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

手手入入れれ作作業業  

下下草草のの刈刈取取りりやや肥肥料料のの散散布布ななどど、、吉吉高高のの大大桜桜のの生生育育をを良良好好にに保保つつたためめのの維維持持
管管理理をを中中心心にに活活動動ししてていいまますす。。ままたた、、開開花花シシーーズズンンにに訪訪れれるる人人達達がが快快適適なな花花
見見をを楽楽ししめめるるよようう、、周周辺辺のの環環境境整整備備をを行行っってていいまますす。。  

肥肥料料散散布布  

自自然然・・環環境境  

6699

自自
然然
・・
環環
境境

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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結結縁縁寺寺里里山山
けちえんじさとやま

保保存存会会
ほぞんかい

  

「「ににほほんんのの里里110000選選」」にに選選ばばれれたた結結縁縁寺寺周周辺辺のの魅魅力力をを多多くくのの人人にに伝伝ええよよううとと
地地域域のの歴歴史史ななどどにに関関すするるセセミミナナーーををははじじめめ、、里里山山をを体体感感ししててももららおおううとと、、
田田植植・・かかかかししづづくくりり・・稲稲刈刈ななどどのの体体験験イイベベンントトもも開開催催ししてていいまますす。。  

子子どどももたたちちのの歓歓声声いいっっぱぱいいのの体体験験イイベベンン
トトはは大大人人ももすすっっかかりり童童心心ににかかええりりまますす。。
幽幽玄玄のの世世界界をを体体感感ででききるる竹竹灯灯籠籠もも、、灯灯ろろ
ううづづくくりりもも、、みみんんななでで参参加加すするるここととがが自自
慢慢でですす。。

長長年年、、結結縁縁寺寺周周辺辺のの清清掃掃活活動動・・花花植植ななどど
をを実実施施ししててききままししたた。。訪訪れれるる方方々々かかららはは
「「気気持持ちちよよくくすすごごせせるる」」ととのの声声ををいいたただだ
いいてていいまますす。。  
そそのの中中でで、、地地域域内内外外のの世世代代間間交交流流がが必必要要
ででははなないいかかととのの機機運運がが高高ままりり、、結結縁縁寺寺のの
素素晴晴ららししささをを知知っってていいたただだここううとと 22001177
年年にに団団体体をを立立ちち上上げげままししたた。。  

結結縁縁寺寺のの魅魅力力はは、、一一日日ににししてて成成りりまませせんん。。
長長年年ににわわたたりり続続けけらられれてていいるる、、結結縁縁寺寺周周辺辺
のの清清掃掃活活動動等等のの成成果果でですす。。ここのの環環境境をを持持続続
しし、、次次世世代代ににつつななげげるるよようう、、子子どどももたたちちにに
結結縁縁寺寺をを大大切切にに感感じじててももららええるるよようう活活動動にに
工工夫夫ををししてていいききたたいいとと思思っってていいまますす。。  

活活動動場場所所  ：：  結結縁縁寺寺周周辺辺  

活活 動動 日日  ：：  イイベベンントト等等開開催催日日  

団団体体情情報報  

自自然然・・環環境境  

自自
然然
・・
環環
境境

7700

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

竹竹灯灯籠籠  かかかかしし祭祭りり  

自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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いいんんざざいい竹竹
ちく

炭炭
たん

研研究究会会
けんきゅうかい

 

放放置置さされれ藪藪化化ししたた竹竹林林をを整整備備しし、、伐伐採採ししたた竹竹をを竹竹炭炭((ポポーーララスス炭炭))等等のの資資源源にに変変
ええてて大大地地にに還還すすこことと。。  

千千葉葉県県いいすすみみ市市をを拠拠点点ととすするる「「NNPPOO 法法人人
いいすすみみ竹竹炭炭研研究究会会」」のの作作業業手手順順にに則則りり、、
活活動動をを行行っってていいまますす。。  

印印西西市市だだけけででははあありりまませせんんがが、、竹竹林林所所有有
者者のの高高齢齢化化やや担担いい手手のの減減少少ななどどでで手手入入れれ
ががさされれずずにに放放置置さされれるる竹竹林林がが増増加加ししてていい
まますす。。道道路路付付近近のの放放置置さされれたた竹竹林林でではは、、
倒倒木木にによよるる車車ととのの接接触触事事故故もも起起ききてていいるる
現現状状をを知知りり、、少少ししででもも地地域域のの竹竹林林をを間間伐伐
しし、、美美ししいい竹竹林林にに整整備備ででききるるよよううおお手手伝伝
いいししたたくく団団体体をを立立ちち上上げげままししたた。。  

22001199 年年にに立立ちち上上げげたたばばかかりりでですす。。数数年年
後後ににははタタケケノノココをを楽楽ししめめるるよよううなな素素敵敵
なな竹竹林林ををめめざざしし、、竹竹林林所所有有者者ののごご理理解解とと
ごご協協力力ををいいたただだききななががらら、、活活動動ししててまま
いいりりたたいいとと思思っってていいまますす。。竹竹林林整整備備ににつつ
いいてておお困困りりごごととががあありりままししたたららごご連連絡絡
くくだだささいい。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  印印西西市市内内   

：：  土土日日午午前前中中（（週週１１回回程程度度）） 

団団体体情情報報  

竹竹林林整整備備  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  自自然然・・環環境境  

自自
然然
・・
環環
境境

7711

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  自
然
・
環
境

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。




