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セミナー＆体験教室　『キャンドル作家
が伝える　豊かな『あかり』のある暮らし
～「環境」と「こころ」について～

12月3日（土）
帯広の森　はぐくーむ
（帯広市）

富良野の大自然につつまれた工房でキャンドルの創作
活動を続けているキャンドル作家をお招きし、豊かな「あ
かり」をテーマに、わたしたちの健康的な暮らしや温暖化
問題について考える時間を過ごします。また、会場内で
は、COOL CHOICEに関するパネルも展示します。

一般社団法人カンナ・カンナ、公
益財団法人北海道環境財団、十
勝総合振興局

クリスマスマーケット＆キャンドルナイト 12月17日（土）
旭川市市民活動交流セン
ターCoCoDe

「電気を消してスローな夜を」をテーマに、ミニ講演会「環
境・地産地消そして炎のある暮らし」、屋外での木質利用
体験プログラム「足湯をつくろう！～木の暖かさ」、COOL
CHOICEパネル展、蜜蝋づくり、クリスマスコンサートな
ど、多様なコンテンツからなる催しを通して、環境やエネ
ルギーについて考える時間を過ごします。

旭川市市民活動交流センター
CoCoDe、公益財団法人北海道環
境財団、環境の保全と創造に関す
る旭川地域協議会

岩
手
県

キャンドルナイト 12月18日（日） 紫波町オガールプラザ
電気を消してスローな夜をすごそう
エネルギーのこと、温暖化防止のこと、私たちの周りの環
境のことなどを家族、友人と語りあってみよう

特定非営利活動法人環境パート
ナーシップいわて

岩手県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：019-681-1904

秋
田
市

秋田市地球温暖化防止活動推進セン
ター研修会

12月17日（土）
　9:30～

秋田市中央市民サービス
センター「センタース」　研
修室2/3

①「省エネルギーの阻害要因（バリア）とその解消に向け
た組織的・心理的アプローチ」
　・温暖化対策行動及び省エネルギー行動を阻害するバ
リアとなっているものとは何かをひも解き、行動実現へ導
く心理的アプローチ「ナッジ」についてと、組織的アプロー
チによる省エネバリア解消の可能性について理解し学
ぶ。
　・講師：一般財団法人　電力中央研究所　木村　宰　氏

②「電力自由化と温暖化対策」
　・スタートした電力自由化についての背景や繰り広げら
れている様々なサービス提供や価格競争の購入パター
ンや省エネ度の現状について知り、良い電気を選ぶこと
の意味、また、自分が選ぶ電気が温暖化対策を考慮して
いるかどうかの視点の重要性について学ぶ。
　・予定講師：日本消費生活アドバイザー・コンサルタント

➢参加者：秋田市地球温暖化防止活動推進員及び一般
市民

秋田市地球温暖化防止活動推進
センター （一般社団法人 あきた地
球環境会議）

秋田市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：018-874-8548

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧

北海道環境財団
TEL：011-218-7811

北
海
道
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住宅省エネルギー技術講習会 12月4日（日） 三川町なの花ホール
大工技能者や設計士等地域での木造住宅生産を担う
方々を対象として、住宅の省エネ対策に係る講習会を国
土交通省の補助事業の一環として開催しています。

山形県省エネ木造住宅推進協議
会

キャンドルナイトイン上山城 12月17日（土） 上山城
地域の市民団体等と連携し、キャンドルナイトを開催し、
その中で省エネ対策の推進等を呼びかけます。

上山城郷土資料館、上山市地球
温暖化防止活動協議会、山形県
地球温暖化防止活動推進セン
ター

茨
城
県

千波湖環境学習会（第8回） 12月4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

茨城県環境管理協会
TEL：029-248-7431

ECOテック&ライフとちぎ2016 12月3日（土）～4日（日）

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2016」 ～ひろがれ　エコ行動の輪～ 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。
http://www．tochieco．jp/ecoteck2016/

とちぎのエコキーパーをさがせ！VoL.7 12月3日（土）
今回で第7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

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

環境ネットやまがた
TEL：023-679-3340

山
形
県

マロニエプラザ
（宇都宮市）
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群
馬
県

COOL CHOICE ぐんまフォーラム
賢く選ぶ交通談義
～みんなでスマートムーブ宣言をつくろ
う～

12月6日（火） 群馬県生涯学習センター

パリ協定の日本の約束草案達成のために必要な群馬県
の温暖化対策として、運輸部門からのCO2削減を目的
に、公共交通や自転車をテーマとしたフォーラムを開催
する。
http://www.gccca.jp/2016/11/04/3139/

群馬県地球温暖化防止活動推進
センター

群馬県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：027-237-1103

埼
玉
県

第7回低炭素まちづくりフォーラム in 埼
玉
～つながろう　広がろう　エコの環～

12月10日（土）
10:00～16:30

埼玉大学全学講義棟１号
館

○基調講演　「自然災害、自然環境、その深いつながり、
その中でわれわれはどうすべきか」
講師　浅枝　隆氏（埼玉大学大学院　理工学研究科　教
授）

○学生ポスターセッション

○分科会
　バイオマス利活用による地域分散型エネルギー
　2030年に向けた家庭の省エネ　ほか

http://www.kannet-
sai.org/about/activities/2016/1210.html

第７回低炭素まちづくりフォーラム
in埼玉実行委員会
共催：埼玉大学、埼玉県地球温暖
化防止活動推進センター
後援：埼玉県

埼玉県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：048-749-1217

川
口
市

ecoキャラバンおじゃま虫 in 紅葉まつり 12月3日(土)～4日(日)
川口銀座商店街｢樹モー
ル｣グリーンプラザ

COOL CHOICE呼びかけの一環としてLEDの効果を発電
量・電気代の違いで説明、併せてCOOL CHOICEについ
ても説明し賛同を得る。

川口銀座商店街振興組合、川口
市地球温暖化防止活動推進セン
ター

川口市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：048-222-9050

熊
谷
市

エコドライブのすすめ 12月14日（水） 熊谷市久下公民館
熊谷市登録講座「エコドライブのすすめ」において、シミュ
レーターを活用してエコドライブを体験していただきます。
燃料代の節約と地球温暖化防止のために。

熊谷市地球温暖化防止活動推進
センター

熊谷市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：048-536-0557

八
王
子
市

斉田季実治さん環境講演会＆アニメ映
画上映会

12月10日（土）
八王子南口サザンスカイタ
ワー４階　オリンパスホー
ル八王子

NHK全国ニュースでお馴染みの人気気象予報士、斉田
季実治さんに地球温暖化問題について講演をしていただ
きます。また映画「アナと雪の女王」の上映も行います。
ご家族でどうぞ。
http://www.coolcenter802.tokyo

八王子市、
クールセンター八王子（八王子市
地球温暖化防止活動推進セン
ター）

クールセンター八王子
TEL：042-656-3103
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月間テーマ展示
「地球温暖化とパリ協定発効」

12月1日（木）～27日（火）
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・気候変動の現状と課題、パリ協定発効を、
展示により周知する。また、小学生の夏休みの自由研究
作品を展示する（１７日まで）。

かわさき環境フォーラム(第4回)
12月17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
蔵溝ノ口駅近く)

環境体験・参加コーナー、各種展示・発表・上映、特別講
座、おもちゃ病院、小型家電回収、エコカフェなど。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

講演「今から始めるＳＤＧｓ・
　　　　　　　　　ビジネス向け入門編」
（一社）環境パートナーシップ会議
　　　　　　　副代表理事　星野智子氏

12月17日（土）
　11:00～12:30

高津市民館第視聴覚室
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)のビジネス向け入門編。Ｓ
ＤＧｓの基礎、ＳＤＧｓjと企業・ビジネス、ＳＤＧコンパスな
ど。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/tenji/pdf/2016-
12.pdf

新
潟
県

県内のＦＭ放送（9社）による地球温暖
化
防止月間のスポット広報

12月初旬 －
「地球温暖化防止月間」と「COOL CHOICE」の周知広報
を行う。

新潟県地球温暖化防止活動
推進センター

新潟県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：025-264-2144

山
梨
県

暮らし自体をエコにしてみたら　こうなっ
た

12月7日（水）
　13:00～16:00

桂川ウエルネスパーク

にわとり、ひつじ、馬をはじめとしたたくさんの動物たちと
ともに「生態系の中に生きる」半農半ＮＰＯの活動を実践
する加藤大吾さん（ＮＰＯ都留環境フォーラム代表）。ゲス
トトークと、ちょっぴり体験の時間をもちながら、持続可能
な社会へのヒントを探ります！

山梨県地球温暖化防止活動推進
センター（公益財団法人キープ協
会）

山梨県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：0551-48-8011

川
崎
市

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
TEL：044-813-1313
office@kwccca.com

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）
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静岡市3区ライトダウンキャンペーン 12月初旬 静岡市内（詳細未定）

静岡市・地域のプロスポーツチームや事業所と協働し
て、私鉄駅や大型商業施設等において、市内一斉ライト
ダウンについての普及啓発キャンペーンを実施する。
http://www.sccca.net

〔事務局〕
静岡県地球温暖化防止活動推進
センター

第10回富士市環境フェアにおける
COOL CHOICE　PRブース

12月3日（土） ふじさんめっせ（富士市）

富士市環境フェアは、さまざまな企業や団体が出展する
県内最大級の環境イベントです。会場において、COOL
CHOICEのPRブースを出展する。
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/fujijikan/enjoy/kb719c00
00000obv.html

〔ブース運営者〕
静岡県地球温暖化防止活動推進
センター

エコカー・エコドライブPR事業 12月4日（日）

イオン清水店
　　　　　（静岡市清水区）
静鉄自動車学校
　　　　　（静岡市清水区）

重要性は認知されているものの、エコカー選択やエコドラ
イブの実践に至っていない市民が多い現状から、エコ
カーに実際触れ、エコドライブを体験する機会を設ける。
また、静岡市・地域のプロスポーツチームや事業所と協
働して、COOL　CHOICEをPRする。http://www.sccca.net

〔イベント運営事務局〕
静岡県地球温暖化防止活動推進
センター

STOP温暖化！文化祭 12月10日（土）
MIRAIEリアン（静岡市葵
区）

ショートフィルム上映、エコマジックショーやエコ＆地産地
消マルシェ・ワークショップ等を通して、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する。
http://www.sccca.net

静岡県地球温暖化防止活動推進
センター（NPO法人アースライフ
ネットワーク）・しずおか未来エネ
ルギー㈱

ライトダウン＆キャンドルナイト 12月10日（土）
青葉シンボルロード
B1ブロック（静岡市葵区）

家庭や事業所でのライトダウンを促し、またキャンドルや
ソーラーLEDライトの灯りで彩られるエコイベントを開催。
開催にかかる照明やバンド演奏などについても、EV車給
電や電気を使わない形で実施。またエコ宣言参加者には
キャンドルを配布。http://www.sccca.net

NPO法人アースライフネットワーク
（静岡県地球温暖化防止活動推
進センター）・しずおか未来エネル
ギー㈱・静岡市・ストップ温暖化！
しずおか推進協議会

静
岡
県

静岡県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：054-271-8806
apply@sccca.net

5／10



（地域の地球温暖化防止活動推進センター分）

行　　事　　名 開催期間 場　　　所 詳細がわかるURL又は概要等 主催者 連絡先

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧

省エネ住宅を建てよう（講座） 12月4日（日）

進化する住まい!!どこで建ててもおなじ？
建物の性能を設備に依存する高額なメーカー住宅と進化
する住まいへの技術が追いつかない工務店・・・
そのような住まいを建てたあとに残るのは、住宅ローン
と、光熱費と、その後の維持費・・・。
建ててから、失敗した!!と思わないためにも、住まいにつ
いて、真剣に考えてみませんか？
 浜松市では、「浜松エコハウスモデル住宅（きづきの
森）」を見学しながら、建物の省エネ化で、小さなエネル
ギーで暮らせる家についての解説と、省エネ住宅を、賢く
建てるための補助金の説明会を月替わりで内容を変え
て、開催しています。

エコな料理教室（ワークショップ） 12月10日（土）

環境にやさしいおしゃれなクッキング教室です。生ごみが
減るため、ごみ捨ても楽になります。

もちもの：エプロン,三角巾、箸,コップ,材料代500円

エコクラフト教室（ワークショップ） 12月24日（土）

新年に向けて小さな門松を作ります。
大人向けの教室ですが、大人の同伴があればお子さん
の参加もOKですよ。
基本的には全て天然の材料を使います。
持ち物：花切りハサミ（なければ普通のハサミ）、参加費
500円

石
川
県

環境講座「もったいないで地球を救お
う」

12月初旬
小松市第１地区
コミュニティセンター

小松市民を対象に、家庭から排出されるCO2のうち､約７
割を占める電気とガソリンを減らすためのキーワード
「もったいない」について、小松市の皆さんの工夫や知恵
を集めた『ご近所さんのもったいない集』をもとに、地球温
暖化防止推進員がお財布にも地球にもやさしく､簡単に
できることをピックアップして井戸端会議形式で開催いた
します。併せて、環境省が制作したDVD「気候変動への
挑戦」の上映もいたします。

公益社団法人 いしかわ環境ﾊﾟｰﾄ
ﾅｰｼｯﾌﾟ県民会議

石川県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：076-266-0881

長
野
市

ペレットストーブ普及事業シンポウム・
親子環境学習会（仮称）

12月18日（日）
権堂イーストプラザ市民交
流センター

長野市が実施する環境学習会と長野市地球温暖化防止
活動推進センターで実施しているペレットストーブ普及促
進事業との共催事業として「自然エネルギー」をテーマに
地球温暖化や自然エネルギーについて、こどもから大人
まで一緒に勉強し、自分で何ができるのかを考える契機
となる場を提供するもの。

長野市、
長野市地球温暖化防止活動推進
センター

長野市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：026-237-6681

三
重
県

みえ環境フェア2016 12月11日（日） メッセウイング・みえ

三重県における地球温暖化防止対策を一層推進するた
め、日頃より環境保全活動等を行っている県民、ＮＰＯ、
企業、自治体の情報を発信し、来場者に対して地球温暖
化の現状等について啓発し行動変容を促すとともに、出
展者の交流を図る場として「みえ環境フェア２０１６」を開
催します。

三重県地球温暖化防止活動推進
センター

三重県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：059-245-7517

浜
松
市

エコハウス
浜松市西区大平台3-21-
18

浜松市地球温暖化防止活動推進
センター

浜松市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：053-485-2021（金、土、
日）、TEL：054-252-9023（月
～木）
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大
津
市

環境情報合同交流会
おおつ環境フェスティバル2016

12月3日（土） ピアザ淡海3階305会議室

大津市域で活動する環境系市民活動団体、環境志向の
高い事業者、大学の環境系学部、行政の環境所轄部門
等、環境課題に取り組み、情報の発信源である諸団体が
一堂に会し、相互に情報交換・交流を行うともに、広く市
民に呼びかけ環境保全への啓発・意識の向上を目指し、
環境学習の機会を提供する。

大津市地球温暖化防止活動推進
センター

大津市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：077-526-7655

大
阪
府

【COP22報告会】
歴史的な合意「パリ協定」からの第一歩
～COP22を受けた取組み～

12月17日（土）
13:30～16:30

エル・おおさか
南館10階　「南1023」
（最寄駅　京阪・地下鉄谷
町線「天満橋駅」）

パリ協定を運用可能なものにするために、国連気候変動
枠組条約第22回締約国会議（COP22）で話し合われた内
容について、お伝えします。
本報告会では、温暖化の国際交渉を常に第一線で追っ
てこられ、COP22にも参加される高村ゆかりさんを講師に
お迎えし、国際交渉の内容について、報告いただきま
す。

大阪府地球温暖化防止活動連絡
調整会議

大阪府地球温暖化防止活動
推進センター（一般財団法人
大阪府みどり公社内）
TEL：06-6266-1271

奈
良
県

地球環境保全活動団体交流会「匠の環」12月21日（水） 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
TEL：0742-49-6730

12月3日（土）
鳥取県福祉人材研修セン
ター

児童の科学の目を養い、地球環境への興味や保全の意
欲を引き出す体験型の行事。

12月4日（日） アクシス米子
地球温暖化防止活動推進員が中心となって行う温暖化
防止対策などの勉強会

島
根
県

クールチョイスセミナー
屋内ｲﾝﾃﾘｱの見直しで省エネ
～ＬＥＤ照明　活用のご案内～

12月8日（木）
　10:00～11:30

(株)豊洋　暮らしいきいき
館

暮らしの質を高め、省エネに役立つ室内インテリアの工
夫とは？例えば、照明機器のLED化や暖かみを感じる素
材を取り入れると、電気代や暖房費等を節約することが
できます。モデルハウスでの実例を交え、インテリアコー
ディネーターの方から住宅の省エネ性能を高めるポイン
トについて学びます。

島根県地球温暖化防止活動推進
センター
（公財）しまね自然と環境財団

しまね自然と環境財団
松江事務所
TEL：0852-67-3262

エコ端会議
鳥
取
県

鳥取県地球温暖化防止活動推進
センター

鳥取県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：0857-52-2700
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アースキーパーのつどい2016 12月18日（日）

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する。

・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

STOP温暖化展「私たちの食べている物
はどこからきてるの？」（予定）

11月18日（金）
　～12月28日（水）

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

12月の地球温暖化防止月間に合わせて、フードマイレー
ジ、地産地消など「食」から地球温暖化を考える企画展を
開催する。

・（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

アースパレード2016 ｉｎ とくしま 12月10日(土） 徳島駅周辺
パリ協定発効や徳島県の「脱炭素社会」条例成立等
に合わせ、県民へ地球温暖化防止への呼びかけを
行うため実施します。

徳島県地球温暖化防止活動推進
センター、とくしま環境県民会議、
徳島県

環境セミナー
「気候変動にどう取り組むかを考える」

12月10日(土） 徳島市シビックセンター

セミナーでは、世界や国、徳島県の最新の動きを学び、
日頃の暮らしや事業活動など、身近なところで私たちが
どのように気候変動問題に取り組んでいけば良いのかを
考えます。

徳島県地球温暖化防止活動推進
センター（NPO法人環境首都とくし
ま創造センター）、NPO法人徳島
環境カウンセラー協議会

ポロロといっしょに“ecoクリスマス！” 12月23日(金） とくしま動物園
「とくしま地球温暖化防止大使」を勤めるホッキョクグマの
“ポロロ”とともに、ECOなライフスタイルのきっかけづくり
とするための啓発イベントを実施する。

徳島県、徳島県地球温暖化防止
活動推進センター

岡
山
県

徳
島
県

岡山県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：086-224-7272

徳島県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：088-678-6091
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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る。

かがわ環境活動団体交流会 12月11日（日）
香川県文書館2階視聴覚
ホール

地球温暖化防止活動や環境教育を実践している団体
（NPO・企業・学校等）など、幅広い分野から情報交換や
交流をしながらお互いの活動を理解し、さらに活動を活
性化させるためのきっかけづくりとして開催する。

温暖化防止パネル展示等 12月15日（木）～19日（月）

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
展示及びパンフレットの配布等の内容で出展する。

香川県地球温暖化防止活動推進
センター、高松市他

佐
賀
県

燃料電池試乗会 12月4日（日）・18日（日）

4日/佐賀県立宇宙科学館
（武雄市）
18日/吉野ヶ里メガソー
ラー発電所

県が公用車として導入した燃料電池自動車を活用し、ＦＣ
Ｖや水素・燃料電池関連分野の普及啓発を目的とした一
般県民を対象とする試乗会を開催します。

佐賀県、
佐賀県地球温暖化防止活動推進
センター

佐賀県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：0952-37-9192

低炭素杯フォーラム 12月10日（土） ビーコンプラザ　中会議室
おおいた低炭素杯も８年目を迎えることにあたり、今年度
はこれまでの受賞団体に参加してもらい、パネルディス
カッション、意見交換を行います。

こどもエコ教室（仮） 12月18日（日）
大分市まちなかクリエー
ションギャラリー

小学生とその家族を対象としたワークショップを開催。
キャンドル作成、地球温暖化クイズなどを行い、家族で楽
しみながら地球温暖化について学んでもらいます。

大
分
県

大分県地球温暖化防止活動推進
センター

香
川
県

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

香川県地球温暖化防止活動推進
センター

大分県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：097-574-6139
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地球温暖化対策セミナー 12月13日（火）
地球温暖化防止活動を推進する民間の団体等における
活動に関する情報提供及び活動支援を実施することを
目的とする。

グリーン日記コンテスト表彰式＆
活動発表会

12月23日（金）

夏休みに実施したグリーン日記コンテストにおいて、省エ
ネ・省資源などへの取組内容の良かった者の表彰および
発表を行う。合わせて、かごしまこども環境大臣の活動
発表を行う。また、受賞者・大臣によって、宣言文づくりな
どを行う。

鹿児島県地球温暖化防止活
動推進センター
TEL：099-284-6013

鹿
児
島
県

かごしま県民交流センター
鹿児島県地球温暖化防止活動推
進センター
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