
  

 

主催：NPO 法人千葉県森林インストラクター会 NPO 法人千葉県森林インストラクター会 

（旧名 緑のおもしろ講座 千葉） （検索⇒NPO 法人千葉県森林インストラクター会） 
 
NPO 法人千葉県森林インストラクター会では、千葉県を中心に、近郊の自然・地域文化などを楽しみながら学ぶ講座を開催して

います。［楽しい］と感じながら、一味違った自然を見つけましょう。 

＊講師：NPO 法人千葉県森林インストラクター会所属 森林インストラクター 

＊野外実施の場合、当会で保険を付保します。連絡なしのご参加は保険の対象となりませんので、ご留意下さい。 

＊受講料：支払いは講座毎にお願いします。4 回以上の参加が総合計 5000 円を超えずお得です。 

参加回数 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目  申し込み締め切り 

受講料 1 回につき 1,500 円 500 円 無料  講座日の 1 週間前 

＊定員：3 密回避のため講座毎に設定します（先着お申し込み順）。 

＊ご注意：自然災害、感染症などにより急遽講座を変更、中止する場合もありますので、ご了承ください。 

＊お願い：3 密回避など感染症等に対して十分な安全策を講じて実施しますが、ご参加の皆様には下記①～④の通り、ルール遵守を

お願い申し上げます。また参加人数に合わせ数班に分かれてのご案内となることもご了承下さい。 

①マスク着用  ②体調の優れない方は参加見合わせ  ③自宅での検温  ④野外講座、座学とも参加者間は十分な距離を置く。 

     
No. 

タイブ 

講座名(散策距離) 

講 師（定 員） 

開催日時 

(野外代替日) 
開催場所 

集合場所 

解散場所 

1 

野外 

秋の実りを探しに洞庭湖周辺を歩く 

やや健脚向き       （約 7km）        

講師 長嶺 勝（定員 30名） 

10/8（土） 

10 時 40 分～ 

15 時 20 分 

（10/10 月･祝） 

東浪見寺～ 

憩いの森 

JR 東浪見 10 時 40 分 

JR 東浪見 15 時 20 分 

2 

座学 

私は狂っていません!! 元祖サクラは私だ! 

～秋咲き桜が語る長～い歴史～ 

講師 森池 正典（定員 20名） 

11/26（土） 

10 時～12 時 

（オプション 

～12 時 30 分） 

市民プラザ 

大久保 

市民プラザ大久保 10 時 

市民プラザ大久保 12 時 

（オプション参加者は 

12 時 30 分） 

3 

野外 

秋から冬へ、湿地の植物はどうなん？ 

～＋熱帯植物も観察～ 

（約 4km） 

講師 鈴木 晴美（定員 30名） 

12/17（土） 

10 時～15 時 

（12/24 土） 

大町自然観察園 

鑑賞植物園 

北総線大町駅改札口 

10 時 

大町自然観察園大町門 

15 時 

4 

野外 

沢山の野鳥に会おう 

～カモ類と冬の小鳥を堪能できます～ 

（約 6km） 

講師 安武 弘幸（定員 30名） 

2/11（土） 

９時 50 分～ 

14 時 30 分 

（2/12 日） 

水元公園 

JR 常磐線金町駅南口 
9 時 50 分 

かわせみの里 14 時半頃
「大場川」バス停から 

金町駅に戻る 

5 

座学 

色の世界２ 

～花と果実と動物と～ 

講師 羽根 敏子（定員 20名） 

3/25（土） 

10 時～12 時 

市民プラザ 

大久保 

市民プラザ大久保 10 時 

市民プラザ大久保 12 時 

     

＊11 月、3 月の講座は［習志野みどりの会］との協賛になります。 

＊受講時は筆記用具持参。野外は小雨決行。荒天中止は事前連絡の上、代替日に実施。 

＊問い合わせ 「森池正典」携帯：080-5048-4390        

＊E メールでのお申込み：（森池）masanori_moriikematch@yahoo.co.jp   

＊郵送でのお申込み 〒275-0016 習志野市津田沼 5-13-4-1413 森池正典 宛 ＊FAX でのお申込み：047-419-2836 

＊お申し込み後、当会より受付済の連絡が 5 日経っても無い場合は、お手数ですがお電話にてお問合せください。 

＊お申し込んだ講座は講座の番号に〇をつけておくなど記録に残して置いてください。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NPO 法人千葉県森林インストラクター会 緑を楽しむ講座・習志野 申込書 2022 年度後期（2022 年 10 月～2023 年 3 月） 

氏名   フリガナ  

住所 〒 

電話   携帯電話  FAX   

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
(ﾊﾟｿｺﾝ･携帯) 

  

生まれた年 西暦    年（月日不要） 受講希望 No. １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ 全部  

申込経緯 ・当会ホームページ ・本講座からの案内チラシ ・友達などの紹介 ・その他（         ） 

＊個人情報は当会の活動目的以外には使用いたしません。 詳細が同じであれば［前回と同じ］と記載しても構いません。  

2022年度後期「緑を楽しむ講座 習志野」開催のご案内 

♪お気軽にお問合せください♪ 

 

 



講師プロフィールと講座内容 

 
 〇2022 年 10 月 長嶺 勝講師 ［秋の実りを探しに洞庭湖周辺を歩く（東浪見寺～憩いの森）］ 

出身：長野県  現住所：千葉市 システム開発会社出身 

洞庭湖は江戸時代後期に加納久道が、農地を干害から守るため、6.8ha の山間を利用した人造湖です。 

春はサクラが有名ですが秋の色々な山野草、樹木の実りをいくつ発見できるでしょう。楽しく散策してみましょう。 

     

〇2022 年 11 月 森池 正典講師 ［私は狂っていません!! 元祖サクラは私だ！（市民プラザ大久保）］ 

出身：香川県  現住所：習志野市 外資系航空会社出身 

桜は春に咲くもの？ 「桜」は日本固有種？ サクラは国花？ サクラを地理的、歴史的、文化的な面から紹介します。 

講座後オプションで満開の先祖サクラの花見を楽しみます。 

  

〇2022 年 12 月 鈴木 晴美講師 ［秋から冬へ、湿地の植物はどうなん？（大町自然観察園・鑑賞植物園）］ 

出身：茨城県  現住所：印西市 

秋から冬の大町自然観察園にはどんな植物や生きものがいるのでしょう。そしてかれらはどんなふうに生きているのか、 

観察しながら散策を楽しみます。暖かい鑑賞植物園では、冬とは真逆の熱帯の植物たちを見てみましょう。 

 

〇2023 年 2 月 安武 弘幸講師 ［沢山の野鳥に会おう（水元公園）］ 

出身：埼玉県  現住所：松戸市 金融機関出身 

水元公園は大規模な水郷公園で、冬はカモ類を始めとした多くの水鳥で賑わいます。マガモ、コガモ、ヒドリガモ、ハシビロガ

モ、キンクロハジロなどがゆっくりと観察できます。またメタセコイア並木、雑木林、ヨシ原など多様な環境があるので、マヒ

ワ、シメ、ジョウビタキなどの冬の小鳥も期待できます。数年前にはヒレンジャクの群れにも遭遇しました。双眼鏡や望遠鏡で

見る鳥たちは、驚くほど美しいですよ！ 

  

〇2023 年 3 月 羽根 敏子講師 ［色の世界 2（市民プラザ大久保）］ 

出身：愛媛県  現住所：松戸市 元高等学校教諭 

今多くの被子植物が色々な花と果実をつけて大繁栄しています。これは動けない植物が、動物にご褒美をあげながら送粉と種子

散布を代行してもらっている「相利共生」の例としてよく知られています。 

この講座はそれを、植物の色素と動物の色覚にスポットをあてて、実験を交えながら深堀します。 

そして最後に簡単なクラフト。このクラフトのキーワードは「紫外線」。何を作るのかはお楽しみ！ 

 

 

お知らせ： 

円滑な講座運営のため、受講の際は「FIC 森に親しむ会」への入会をいただいておりますので、ご了承をお願い

いたします。入会金・年間会費は無料です。 

当会（FIC）では［野外講座］「緑を楽しむ講座 千葉」「緑を楽しむ講座 習志野」、「緑を楽しむ講座 柏」

を開催しております。ご希望する講座があれば講座担当スタッフまでその旨御知らせください。講座案内・情報

等をお送りいたします。 

「FIC 森に親しむ会」の詳細については、前記 NPO 法人千葉県森林インストラクター会ホームページでもご覧

になれます。 

なれます。 

習志野市民プラザ大久保へのアクセス 

京成大久保駅から 徒歩１０分 

京成大久保駅に停止するのは普通と快速電車のみです。 

（注）駐車場はありません。 

電話 ０４７－４７０－８１７１ 
県道 69 号(御成街道) 

 
ちば SDGs パートナー461 号 

チーバくん 


