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神社の祭礼の日︵七月最

利用して発電するもの。

と一体のものです。現在は

官・学の連携でエネルギー・地球

両日共通 10時30分〜12時
ネットワークの住まい紹介

国立研究開発法人。職員約1000名

増やすことが出来なく原発

どを燃やして、その熱を

揚水発電がないと、原発を

業技術の一端を担う、日本最大の

余り大量の電力を使うこの

講座①13時〜 家づくり・建築現場で働く人たち
講座②14時〜 リフォーム・リノベーションで賢く暮らす
講座③15時〜 老後の備え、多様な住まい（2）

家畜の糞尿や可燃ごみな

で、夜間どうしても電力が

日本のエネルギー・環境分野と産
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バイオ=生物、マス=資源

略称ネドと言います。正式名称は
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解説② バイオマス発電

NＥDＯ
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連 載２

原発なくともやっていける
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皮葺き入母屋造りの堂々

か所にあり、ポンプで水を

４月14日㈯10時〜４時30分

ダムが高い所と低い所の二

14

NＥDＯのPVチャレンジ

揚水発電

解説①
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42

講座①13時〜 これからも「住み続ける」ための耐震リフォーム
講座②14時〜 省エネ、創エネで快適住まい
講座③15時〜 老後の備え、多様な住まい（1）

解説③

青梅市「福島家住宅」

一本一本バラバラに下�

60

という屋号で呼ば
れています�御嶽
までの多 摩 川 は 岩

200

42

福島家住宅

住まいと
エネルギー

原発のコストは安くない
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