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講演会・ミニシンポジウム（釧路自然再
発見シリーズ特別編）「発熱する地球
私たちはいま… ～地球温暖化防止と
私たちの役割～」

12/5(土）13:30～16:00
市立釧路図書館4F視聴覚
ホール

地球温暖化防止に関するセミナーを、地域の推進員や
団体等と連携して開催します。
http://www.heco-
spc.or.jp/eco_db/phpdb.php?table=press&skin=t2&sid=1
59

北海道学院釧路専門学校（主
管）、公益財団法人北海道環境
財団、北海道

公益財団法人北海道環境
財団
TEL：011-218-7811

パネル展「北海道で行われている温室
効果ガスモニタリング調査」

【旭川】11月21日(土)～12
月6日（日）
【札幌】12月14日（月）～12
月16日（水）

【旭川】旭川市視市民活動
交流センターCoCoDe
【札幌】北海道庁庁舎（予
定）

国立研究開発法人国立環境研究所地球環境研究セン
ターの協力を得て、道内で行われている温室効果ガス
のモニタリング調査に関するパネル展を行います。

【旭川】公益財団法人北海道環境
財団
【札幌】公益財団法人北海道環境
財団、北海道

公益財団法人北海道環境
財団
TEL：011-218-7811

キャンドルナイト　イン　上山城 12月12日（土） 上山城
上山市のシンボルでもある上山城を舞台にキャンドルナ
イトを行い、地球温暖化防止の啓発活動を行います。

主催：㈶上山城管理公社
共催：上山市地球温暖化対策協
議会、村山地域地球温暖化対策
協議会、山形県地球温暖化防止
活動推進センター

山形県地球温暖化防止活
動推進センター
023-679-3340

キャンドルナイトinてんどう 12月19日（土） 天童駅西口
地域協議会や地域の方が主体となり、温暖化防止を呼
びかけるキャンドルナイトが開催されます。

天童市地球温暖化防止対策推進
会議、山形県地球温暖化防止活
動推進センター

山形県地球温暖化防止活
動推進センター
023-679-3340

省エネ住宅スキルアップセミナー 12月14日（月）
山形ビッグウイング　山形
国際交流プラザ　４階中会
議室

地球温暖化の防止に向けた低炭素社会の推進を図る
ため、「2020年までに新築住宅の省エネ基準適合率
100％とする」の目標達成を目指します。より専門性の高
い（寒冷地に適した）省エネ住宅の設計・施工に関する
研修会を開催します。

主　催　山形県省エネ木造住宅推
進協議会
協　力　一般社団法人新木造住
宅技術研究協議会

協議会事務局（環境ネットや
まがた）
023-679-3340

茨
城
県

千波湖環境学習会（第9回） 12月6日（日）
千波湖好文カフェ前
親水デッキ

水戸市との協働事業として千波湖学習会を開催してい
ます。市民の憩いの場である千波湖で、自然環境やそ
れらに影響を及ぼす地球温暖化等に関する青空教室を
開催し、多くの市民の皆様と一緒に環境保全を考えるこ
とを目的として年間10回実施することとしており、12月で
8回目となります。12月のテーマは、「地球温暖化と千波
湖周辺の越冬昆虫を調べよう」です。
Http://www.kankyokanri.or.jp

水戸市
一般社団法人　茨城県環境管理
協会
※共催

一般社団法人　茨城県環境
管理協会
029－248－7431

北
海
道

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧

山
形
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ECOテック&ライフとちぎ2015 12/5（土）～12/6（日）
マロニエプラザ（宇都宮
市）

地球温暖化防止キャンペーンとして「ECOテック＆ライフ
とちぎ2015」 ～エコ体験を、もちかえろう～ を、今年も開
催します。
「ECOテック＆ライフとちぎ」は、多くの企業や団体等によ
る様々な商品、活動、取組などが学べ、ご家庭ですぐ実
践できるエコアイディアがみつかる楽しい催しです。

栃木県地球温暖化防止活動推進
センター

栃木県地球温暖化防止活
動推進センター
TEL：028-673-9101
http://www．tochieco．
jp/ecoteck2015/

とちぎのエコキーパーをさがせ！VoL6 12/5（土）
マロニエプラザ（宇都宮
市）

今回で第6回となる「とちぎのエコキーパーをさがせ！」
は、地域での創意工夫を活かした取り組みを募集し、ス
テージ発表を行い、広く情報発信していきます。

栃木県地球温暖化防止活動推進
センター

栃木県地球温暖化防止活
動推進センター
TEL：028-673-9101
stochi@tochieco．jp

温暖化防止「あなたの街で伝え隊」 12/19（土）～20（日）
宇都宮アンテナショップ
「宮カフェ」

「あなたの街で伝え隊」は、市民が別の目的（買い物・遊
び・休息等）で多く集まる場所に、こちらから出向き、環
境のイベントやセミナー等に参加したことがない市民や
親子に、ゲームや体験をとおして省エネ行動の実践を促
します。

栃木県/栃木県地球温暖化防止
活動推進センター

栃木県地球温暖化防止活
動推進センター
TEL：028-673-9101
stochi@tochieco．jp

神
奈
川
県

かながわエコドライブキャンペーン 12月13日（日）
新都市プラザ（横浜そごう
前）

「エコドライブ」の普及を広く進め、励行実践を呼びかけ
るため、キャンペーンを実施します。当日はエコドライブ
シュミレーターでのエコドライブの体験をしていただくとと
もに「ブルーハーバーオーケストラ」の演奏も行います。

神奈川県地球温暖化防止活動推
進センター（NPO法人かながわア
ジェンダ推進センター）

NPO法人かながわアジェン
ダ推進センター
045-321-7453
info@kccca.jp

月間テーマ展示「地球温暖化と適応」
12月1日（火）～12月26日
（土）

ＣＣかわさき交流コーナー
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

地球温暖化の現状と課題、適応策の必要性を、展示に
より周知します。また、小学生の夏休みの自由研究作品
を展示します（５日まで）。

川崎市地球温暖化防止活動推進
センター（ＮＰＯ法人アクト川崎）

川崎市地球温暖化防止活
動推進センター（ＮＰＯ法人
アクト川崎）事務局
044-813-1313
office@kwccca.com

月間テーマ講座「アイスも地球も溶け
ちゃう前に！」

 12月17日（木）19:00～
20:45

てくのかわさき第１&2研修
室
（溝ノ口）

アメリカ・バーモント州生まれのアイスクリームチェーン
のベン&ジェリーズが取り組む、ビジネスの中での地球
温暖化防止への取り組みを聞く。アイスクリームの試食
もあります。

川崎市地球温暖化防止活動推進
センター（ＮＰＯ法人アクト川崎）

川崎市地球温暖化防止活
動推進センター（ＮＰＯ法人
アクト川崎）事務局
044-813-1313
office@kwccca.com

かわさき環境フォーラム(第３回)
 12月5日（土）10:30～
15:30

ＣＣかわさき交流コーナー
（溝ノ口ノクティ２・１１階）、
キラリデッキ(ＪＲ南武線武
蔵溝ノ口駅付近)

フォーラムでは、環境体験教室、エコ工作、ネイチャーク
ラフト、お菓子手作り、ごみの分別ゲーム、エコドライブ
シミュレーター等、子どもが楽しめるイベントを用意して
います。また、その他sにも、エコカフェ、環境ニュース上
映、Ｘチェンジ、おもち病院や各種展示があり、表彰式な
ども開催します。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/#001

川崎市地球温暖化防止活動推進
センター（ＮＰＯ法人アクト川崎）

川崎市地球温暖化防止活
動推進センター（ＮＰＯ法人
アクト川崎）事務局
044-813-1313
office@kwccca.com

栃
木
県
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講演「川崎の気候変動地元学を知ろ
う」
法政大学教授　白井 信雄 氏

 12月5日（土）13:00～
15:00

高津市民館第視聴覚室
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

地球温暖化対策としての適応策を地元での環境影響調
べから考えるボトムアップアプローチについて、第一人
者の法政大学サステイナビリティ研究所の白井信雄教
授が講演します。

川崎市地球温暖化防止活動推進
センター（ＮＰＯ法人アクト川崎）

川崎市地球温暖化防止活
動推進センター（ＮＰＯ法人
アクト川崎）事務局
044-813-1313
office@kwccca.com

ソーラーシネマ・ライトダウンキャンペー
ン

12月18日(金） 青葉シンボルロード

会場にある約25,000球のイルミネーションをライトダウン
し、ソーラーランタンを灯します。また、グリーン電力証書
を活用した屋外上映会を実施することで、来場者への再
生可能エネルギーの認知度向上、理解促進を図りま
す。

しずおか未来エネルギー株式会
社

しずおか未来エネルギー㈱
054-260-4414
info＠s-miraienergy.com

STOP温暖化！文化祭
見て！聞いて！→アクション！

12月19日（土） 静岡音楽館AOI　7階講堂
ショートフィルム上映、環境落語、環境講演会を通して、
様々な切り口で環境アクションにつなげる啓発イベント
を実施します。

静岡県地球温暖化防止活動推進
センター

静岡県地球温暖化防止活
動推進センター
054-271-8806
info@sccca.net

おひさまパワー体験教室 12月20日（日） 市民岡部体育館
太陽光発電設置施設を会場とし、地域の子ども達を対
象に簡易ソーラークッカー工作教室を通じて、再生可能
エネルギー環境教育を実施します。

しずおか未来エネルギー株式会
社

しずおか未来エネルギー㈱
054-260-4414
info＠s-miraienergy.com

長
野
市

環境学習会（平成２７年度ペレットス
トーブ普及促進シンポジューム）

12月12日（土）
権堂イーストプラザ市民交
流センター

「電気はどうやってつくられる？」をテーマに、火力、風
力、太陽光、温度差、燃料電池等による発電実験と学
習会。「バイオマスエネルギーてなあに？」をテーマに、
ソルガムと木質バイオマスに関する講演とシンポジュー
ムを行います。ペレットストーブ等の展示・実演も予定。

長野市地球温暖化防止活動推進
センター（長野市との共催事業）

長野市地球温暖化防止活
動推進センター
026-237-6681
nacice@dia.janis.or.jp

京
都
府

低炭素食材選択キャンペーン 12月中 参加企業・団体の食堂等

地元でとれた旬の食材を食べる「地産旬食」は、輸送に
伴うエネルギー削減・ＣＯ２排出削減になります。さら
に、生産段階で環境負荷を少なくする工夫をして作られ
た生産物もＣＯ２削減に繋がります。温暖化防止月間に
あわせて「低炭素食材の利用」を促進するキャンペーン
を実施、参加団体等の食堂での低炭素食材利用の推
進および啓発を行います。
http://www.kcfca.or.jp/jigyou/ecolife/cat50/foodh27.ht
ml

特定非営利活動法人　京都地球
温暖化防止府民会議
（京都府地球温暖化防止活動推
進センター）

京都府地球温暖化防止活
動推進センター
電話：075-803-1128
ＦＡＸ：075-803-1130
メール：center@kcfca.or.jp
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奈
良
県

地球環境保全活動団体交流会「匠の
環」

12月22日（火）
奈良県文化会館 小ホー
ル

県内各地域で行われている地球温暖化防止活動等の
環境保全活動について実践している団体の取り組み発
表、活動紹介の展示、交流会、等を通じて意見交換と情
報共有の場とします。　http://naso.jp/

奈良県地球温暖化防止活動推進
センター（NPO法人奈良ストップ温
暖化の会）

奈良県地球温暖化防止活
動推進センター（NPO法人奈
良ストップ温暖化の会）事務
局
0742-35-6730

島
根
県

地球温暖化ってなあに 12月中
島根県立図書館
（松江市内中原町５２番
地）

１２月６日に図書館でマイバッグづくりを行うほか、期間
中にはホールで温暖化防止のパネル展示を行います。

島根県立図書館
公益財団法人しまね自然と環境
財団

島根県立図書館子ども室
0852－22－5746

環境学習センター「アスエコ」12月展示
～地球温暖化防止展～

12月２日（水）～25日（金）

環境学習センター「アスエ
コ」
岡山市北区下石井２丁目
２－１０

地球温暖化の最新情報の紹介や、気候変動による影響
などについての展示を行います。

・（公財）岡山県環境保全事業団

（公財）岡山県環境保全事
業団　環境学習センター「ア
スエコ」
086-224-7272

アースキーパーのつどい２０１５ 12月23日（水）

岡山コンベンションセン
ター
岡山市北区駅元町14番1
号

環境にやさしい活動を行うアースキーパーメンバーシッ
プ会員が集う場として、年１度開催している。温暖化防
止月間に併せて開催しており、温暖化に関する情報交
換と会員同士が集う場を提供します。

・岡山県
・（公財）岡山県環境保全事業団
・岡山県地球温暖化防止活動推
進センター

岡山県センター
086-224-7272

ウォームビズパネル等展示 12月初旬～12月末
香川県地球温暖化防止活
動推進センター（せとeco・
かがわ）2階

食べ物や衣服など、室温20℃設定でも快適に過ごす
ウォームビズの提案及びウォームシェアを考えていく展
示コーナーをセンター内に設けます。

公益財団法人香川県環境保全公
社（香川県地球温暖化防止活動
推進センター）

香川県地球温暖化防止活
動推進センター（せとeco・か
がわ）
087-833-2822
kagawa-ecc.kankyo
@trad.ocn.ne.jp

温暖化防止パネル展示及びうちエコ診
断

12月19日（土）～24日（木）

瓦町FLAG　8階
市民交流プラザ
「ストップ！地球温暖化」展
内

地球温暖化防止月間に併せて、市民の地球環境に対す
る意識の向上を図る「ストップ！地球温暖化」展にパネ
ル展示、「うちエコ診断」等の内容で出展します。

香川県地球温暖化防止活動推進
センター（協力団体　高松市他）

高松市環境保全推進課
087-839-2393
kanho@city.takamatsu.lg.jp

高
知
県

冬の温暖化防止パネル展 12月中旬（予定） 高知市内（予定）

12月の地球温暖化防止月間に合せて、温暖化に関する
パネル展示と、推進員による省エネ相談業務を行いま
す。毎年、高知市役所正面玄関ピロティにて実施をして
いましたが、現在新庁舎建設中の為、使用する事がで
きません。場所、日時など現在、高知市と調整中で詳細
は未定です。

高知県地球温暖化防止活動推進
センター

高知県地球温暖化防止活
動推進センター
088-802-2201
center@ecolabo-kochi.jp

岡
山
県

香
川
県
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熊
本
市

らんま先生エコ実験ショー 12月20日（金）
くまもと県民交流会館パレ
ア
9F　パレアホール

環境パフォーマンスを通じて地球温暖化のことを広く市
民に知ってもらうことを狙いとして開催します。

熊本市地球温暖化防止活動推進
センター

NPO法人くまもと温暖化対
策センター
096-374-6655
kuma-
ontai.city@mist.ocn.ne.jp

鹿
児
島
県

地球温暖化対策セミナー 12月15日（火） かごしま県民交流センター

県内で環境への取組を実施されている企業の事例や，
地球温暖化対策を紹介します。
また，講師をお招きして地球温暖化に関する講演を合わ
せて行います。

（一財）鹿児島県環境技術協会
鹿児島県地球温暖化防止活動推
進センター

環境普及部環境普及課
099-284-6013
co2@kagoshima-env.or.jp

沖縄県地球温暖化防止展 12月7日（月）～11日（金） 沖縄県庁１Ｆ県民ホール
県民に広く地球温暖化対策についての関心と理解を深
めるため、「地球温暖化防止パネル展」を開催します。

沖縄県環境部
沖縄県環境部環境政策課
環境企画班
098-866-2183

那覇市地球温暖化防止月間パネル展
12月7日（月）～11日（金）
のうち3日間（予定）

那覇市役所1階ロビー
牧志駅前ほしぞら公民館

那覇市地球温暖化対策協議会の会員が行う環境への
取り組みについて、展示を行います。

那覇市地球温暖化対策協議会
那覇市環境政策課
地球温暖化対策推進Ｇ内
098-951-3392

家庭の省エネ診断
12月7日（月）～11日（金）
のうち3日間（予定）

沖縄県庁１Ｆ県民ホール
浦添市役所

沖縄県地球温暖化防止展、浦添市にて開催をする温暖
化防止月間パネル展において、家庭のエネルギー使用
量を見える化し、対策を提案する家庭の省エネ診断を開
催します。

沖縄県地球温暖化防止活動推進
センター

沖縄県地球温暖化防止活
動推進センター　担当　若林
098-945-2686

沖
縄
県
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