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青
森
市

第８回青森市環境フェア2018 12月16日（日）
ねぶたの家ワラッセ及び
西の広場

「平成30年度地球温暖化防止月間」にちなみ、市民・市民団体・
事業者・行政が、協働して地球温暖化防止の取り組みを推進す
るため、参加型・体験型による情報提供や活動紹介を行う。ま
た、青森市内で環境活動に取り組む団体を表彰し、環境活動を
市民に広げるきっかけとする。

青森市（市の委託事業として青森市地球温
暖化防止活動推進センターが事務局をつと
める）

青森市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：017-721-2480

岩
手
県

新月の夜のライトダウンキャンペーン 12月7日（金）
環境学習交流センター
（盛岡市盛岡駅西通1-7-1
アイーナ5F)

12月7日（金）は新月の夜である。灯りを消して夜空の星を眺め
てみよう。美しい星空を見るために私たちがしなければならない
ことは何か？多くの人々に呼びかけ、エネルギーの使い方を考
えてみたい。

岩手県地球温暖化防止活動推進センター
岩手県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：019-606-1752

宮
城
県

環境フォーラムせんだい2018～ここか
らスタート！小さな一歩～

12月2日（日）10：00～15：
00

せんだいメディアテーク　1
階オープンスクエア

環境フォーラムせんだいは、市民、NPO、大学、行政などの多
彩な仲間で開催するイベントです。環境に関するパネル展示や
クイズ、ゲームなどを楽しみながら、地球にも人にもやさしい暮
らしについて学べるイベントです.
URL:https://www.tamaki3.jp/blog/?p=24062

杜の都の市民環境教育・学習推進会議
（FEEL Sendai）

FEEL Sendai事務局（仙台市
環境局環境共生課内）
TEL：022-214-0007

私たちのくらしと地球環境問題について
考えてみよう　セミナーの開催

12月8日（土）
大仙市史跡の里せんぼく
「さくまろ館」

全国各地で局地的に暴風や大雨など異常気象による多大なる
被害が発生しました。
今、地球温暖化はどうなっているのか？秋田県の現状はどう
なっているのか？また、最近よく耳にするマイクロプラスチック
による海洋汚染についても取り上げます。

秋田県
秋田県地球温暖化防止活動
センター
TEL：018-839-8309

私たちのくらしと地球環境問題について
考えてみよう　セミナーの開催

１２月１６日（日）
由利本荘市
西目公民館「シーガル」

全国各地で局地的に暴風や大雨など異常気象による多大なる
被害が発生しました。
今、地球温暖化はどうなっているのか？秋田県の現状はどう
なっているのか？また、最近よく耳にするマイクロプラスチック
による海洋汚染についても取り上げます。

秋田県
秋田県地球温暖化防止活動
センター
TEL：018-839-8309

推進員・エコマイスターの活動紹介展
示

１２月中旬～下旬 秋田県児童学習館予定 制作中 秋田県
秋田県地球温暖化防止活動
センター
TEL：018-839-8310

秋
田
市

第48回　海洋教育フォーラムin秋田
豊かな海と暮らすために
～海に親しみ、海を知る・海と共に～

12月１日（土）
男鹿市民文化会館　小
ホール

http://www.ceeakita.org/news/newsinfo/4458/
「海洋教育フォーラム」は、日本船舶海洋工学会　海洋教育推
進委員会が、中高生、教員、一般の方々に、海にもっと馴染ん
でもらおうと、平成20年から全国各地（平成30年度は11か所予
定）で始めた講演会です。

日本船舶海洋工学会海洋教育推進委員会、
男鹿市、男鹿市教育委員会、秋田県立男鹿
海洋高等学校、国際教養大学アジア地域研
究連携機構、あきた地球環境会議（上記全て
共催）

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

秋
田
県
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地球温暖化防止講演会 12月5日（水）
山形国際交流プラザ　山
形ビッグウイング　２階交
流サロン

地球温暖化防止は全世界で取組む課題でありますが、その対
策のためには私たち一人一人が家庭や地域で日常的に行動
することが必要不可欠です。
そのため、地球温暖化についてその現状を学ぶ講演会を開催
し、対策を推進するきっかけとしたいと考えております。
日時：平成３０年１２月５日（水）13時30分～15時00分
場所：山形国際交流プラザ　山形ビッグウイング　２階交流サロ
ン（山形市平久保100番地）
内容：講演「地球温暖化と私たちの未来」
　　講師　国立環境研究所地球環境研究センター 
　　　　　　副センター長　　江守　正多　氏

山形市、特定非営利活動法人環境ネットや
まがた

特定非営利活動法人環境
ネットやまがた
TEL：023-679-3340

住宅省エネルギー技術講習会
12月5日（水）、12月12日
（水）

12月5日：伝国の杜（米沢
市）
12月12日：ゆめりあ（新庄
市）

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
環境ネットやまがた
TEL：023-679-3340

エコ住宅基礎講座 12月1日（土） 山形エコハウス 省エネ住宅について、市民を対象とした講座を開催します。
山形市、特定非営利活動法人環境ネットや
まがた

環境ネットやまがた
TEL：023-679-3340

エコ住宅バスツアー 12月9日（日） 山形市内
省エネ住宅について、新築、リフォームの事例の見学を行い、
その暖かさを体感します。

山形市、特定非営利活動法人環境ネットや
まがた

環境ネットやまがた
TEL：023-679-3340

ECOテック&ライフとちぎ2018 12月2日（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
2018」 ～ひろがれ　エコ行動の輪～ を、今年も開催します。
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/ecoteck2018/

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

とちぎのエコキーパーをさがせ！VoL9 12月2日（日）
マロニエプラザ（宇都宮
市）

今回で第9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

COOL CHOICEイベント 12/15（土）～16（日） イオンモール佐野新都市
ゲームや体験を通して、「COOL CHOICE」を知ってもらい、一人
でも多くの方に行動を促します。

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

群
馬
県

COOL CHOICE ぐんまフォーラム 12月14日（金）
ぐんま男女共同参画セン
ター

持続可能な移動手段のあり方についえ、公共交通、福祉有償
運送、自転車などの活用事例と可能性について、先進事例をも
とに、パネルディスカッションを行い、地域の実情に見合うス
マートムーブのあり方を探ります。

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：027-289-5944

栃
木
県

山
形
県
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第９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　世代を超えて　
エコの環～

12月1日（土）
芝浦工業大学大宮キャン
パス
齋藤記念館・2号館

当フォーラムは低炭素社会の実現に向けて、ワークショップや
パネルディスカッションをとおして、現代のライフスタイルを見直
すとともに、問題や課題を発見し、今後の取組へと繋げます。さ
らに埼玉県地球温暖化防止活動推進員及び県内の環境団体・
企業・学生の情報交換、交流、研修及び政策提言の場としま
す。
URL:https://www.kannet-
sai.org/about/activities/2018/1201.html

主催　第９回低炭素まちづくりフォーラムin埼
玉実行委員会
共催　芝浦工業大学、埼玉県地球温暖化防
止活動推進センター、パリクラブ２１埼玉
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

世界首長誓約/日本　説明会（仮称） 12月21日（金） 埼玉会館
首長誓約の効果やメリット等について、自治体向けの説明会を
行う。

埼玉県地球温暖化防止活動推進センター
埼玉県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：048-749-1217

熊
谷
市

節電・省エネ相談コーナの開設 12月21日（金）
熊谷市文化センター１階ロ
ビー

文化センターや図書館、市民展示コーナ等に来場した方たちを
対象にアンケートを実施する。推進員が中心となって行う。

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

東
京
都

エコプロダクツ展2018 12月6日（木）～8日（土） 東京ビックサイト

東京都環境公社として、出展いたします。省エネクイズ、緑地保
全や水素に関する体験コーナー、お子さまでも楽しめる内容を
予定。
イベント詳細については、こちらをご確認ください
http://eco-pro.com/2018/outline/001122.html

（一社）産業環境管理協会、日本経済新聞社

エコプロ2018事務局
TEL：0120-261-122

東京都地球温暖化防止活動
推進センター
普及連携チーム
TEL：03-5990-5064

八
王
子
市

地球温暖化防止普及啓発イベント 12月9日（日） オリンパスホール八王子

八王子市と八王子市地球温暖化防止活動推進センターでは、
地球温暖化対策を推進する取組の一環として、毎年度「地球温
暖化防止普及啓発イベント」を開催しています。本年度は、ＮＰ
Ｏ法人気象キャスターネットワークのみなさんをお招きし、地球
温暖化のお話しと体験教室を行います。

共催：
・八王子市役所
・八王子市地球温暖化防止活動推進セン
ター

八王子市環境政策課
TEL：042-620-7384
八王子市地球温暖化防止活
動推進センター
TEL：042-656-3103

神
奈
川
県

かながわクールチョイス普及促進コー
ナーの設置

12月１日（土）～12月２８日
（金）

かながわ県民センター1階
ロビー

県民が多く利用する「かながわ県民センター」（年間利用者80万
人）の１階ロビーに「クールチョイス普及促進コーナー」を設け、
幟旗、ＤＶＤやポスターによる掲示、チラシの貼付及び配布し、
来館者に意識付けを行うとともにを対象に、当センターの「環境
アドバイザー」が啓発の呼びかけを行い、「クールチョイス賛同
宣言署名」を募る。

神奈川県地球温暖化防止活動推進センター
神奈川県地球温暖化防止活
動推進センター
TEL：045-321-7453

埼
玉
県
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月間テーマ展示
12月1日(土)～12月27日
(木)

高津市民館
ＣＣかわさき交流コーナー
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

地球温暖化をテーマに各種展示を実施。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/tenji.html

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
TEL：044-813-1313
office@kwccca.com

かわさき環境フォーラム(第６回)
 12月15日（土）10:30～
15:30

高津市民館
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

「ひろげようCOOL CHOICE」をテーマに、環境体験・参加コー
ナー、各種展示・発表、おもちゃ病院、小型家電回収、エコカ
フェなどを実施。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

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

COOL CHOICEセミナー「東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会におけ
る気候変動・資源管理分野の取組」公
益財団法人東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会

 12月15日（土）14:00～
15:00

高津市民館第視聴覚室
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける、大会を通じた
「持続可能な社会」を実現するための組織委員会と川崎市の取
組みを紹介します。～持続可能な開発目標(SDGs)への貢献～

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
TEL：044-813-1313
office@kwccca.com

新
潟
県

県内のラジオ放送による地球温暖化防
止月間のスポット広報（予定）

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

世界のこどもの絵画から環境を考える
12月21日（金）～1月7日
（月）

山梨県立八ヶ岳自然ふれ
あいセンター

地球環境世界児童画コンテストの絵画を借り受けて、クリスマ
スから正月シーズンでにぎわう観光地、清里にて絵画展を行
い、世界の環境への関心を高め、子供達の感性にふれて環境
について考えてもらう。

山梨県地球温暖化防止活動推進センター
山梨県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：0551－48－8011

みんなで音楽を聴きながら、環境問題
について考えよう

12月8日（土） 昭和町地域交流センター 甲斐市敷島吹奏楽団 人と環境すっきりしょうわ
人と環境すっきりしょうわ事
務局　昭和町役場内
TEL：055－274-8784

静
岡
県

ライトダウン＆キャンドルナイト
12月21日（金）　※雨天中
止

青葉シンボルロード
B1ブロック（静岡市葵区）

静岡市と連携し、家庭や事業所など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
を中心市街地にて開催。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

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

福
井
県

ＧＲＥＥＮ　ＰＩＣＮＩＣ　つるが環境フェア １２月８日（土） きらめきみなと館 http://mirainet.phpapps.jp/ つるが環境みらいネットワーク

つるが環境みらいネットワー
ク（敦賀市役所　環境廃棄物
対策課）
住所：福井県敦賀市中央町
２丁目１番１号
TEL：0770-22-8121
FAX：0770-22-6042
mail ：kanhai@ton21.ne.jp

山
梨
県

川
崎
市
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長
野
県

カレンダー・手帳（ダイアリー）プレゼン
ト会

12月下旬 長野県内各地
年末になると企業等には多くのカレンダー・手帳が集まり、利用
されないものも多いことから、それらを集めて市民を対象にプレ
ゼント会を開催する。

一般社団法人　長野県環境保全協会

長野県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：026-237-6625

長野市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：026-237-6681

長
野
市

第８回ながの環境団体大集合 12月15日（土） 長野市生涯学習センター
環境活動に取り組んでいる団体や事業者などがSDGｓを理解し
あえる場を設けるとともに分科会、ポスターセッションなどを実
施する。

主催：ながの環境パートナーシップ会議
共催：長野市地球温暖化防止活動推進セン
ター

ながの環境パートナーシップ
会議事務局(長野市環境保
全温暖化対策課内）
TEL：026-224-5034

三
重
県

みえ環境フェア２０１８ 12月16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２０１８」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

県域エフエム局を活用した普及・広報
番組の放送
「COOL CHOICE@Shiga」

11月28日（水）～12月27日
(水) エフエム滋賀

地球温暖化防止に関する情報を県民に伝えるため、県域エフ
エム局より放送する。聴取率の高いワイド番組の中のスポット
枠にて、毎週水曜5分/回の番組を発信する。

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
滋賀県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：077-569-5301

「クールチョイスポスター入賞作品展示
会」

12月10日（月）～12月15日
（土）

イオンモール草津

平成30年度地球温暖化防止「COOL CHOICE (クールチョイス)」
啓発ポスター募集の入賞作品を展示する。また最終日には地
球温暖化に関する意識調査等啓発を実施し、回答者へ同作品
を活用したカレンダーを配付する。

滋賀県・滋賀県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

滋賀県琵琶湖環境部
温暖化対策課
TEL：077-528-3490

普及啓発事業
「地球の未来を守ろう！クリスマストー
クショー」

12月22日（土） ピアザ淡海

広く県民を対象に、地球温暖化防止の必要性への理解を進め
ることを目的とする。人気のお笑いタレントと気象予報士による
地球温暖化防止についてのトークショーを実施し、参加者の実
践行動に繋がるようにする。また、クリスマスイベントとして、子
どもから高齢者まで楽しめるリース作りを行う。

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
滋賀県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：077-569-5301

「おおつ環境未来人」育成講座
（９回連続講座の第６回)

12月1日（土） 明日都浜大津

テーマ：「４Rで脱炭素社会の実現を」
家庭からのCO2排出を減らすために、車・給湯・冷暖房・冷蔵
庫・照明など日常生活においてスマートライフを目指すのに不
可欠な４Rの実践により脱炭素社会を構築する方法を説明・啓
発します。

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
077-526-7545

「おおつ環境未来人」育成講座
（９回連続講座の第７回)

12月15日（土） 明日都浜大津

テーマ：「地球温暖化の影響にどう適応するか」
地球温暖化の影響はどのように現れているか、気候変動にど
のように備えるか、地域で考える適応策は何か、環境人に期待
される役割は何か、について説明・啓発します。

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：077-526-7545

再生可能エネルギーを増やそう！ 12月9日（日） 明日都浜大津

テーマ：「地域発の再エネ拡大戦略を学ぶ」
再生可能エネルギーを増やすことは緊急の課題となっている
が、いろいろな制約もあり拡大は容易ではない。どうすれば地
域で拡大ができるのか、具体事例から戦略を学びます。

大津市（実施団体：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：077-526-7545

大
津
市

滋
賀
県
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京
都
府

宅配便「再配達削減チャレンジ！」
12月1日（土）～12月31日
（月）

（キャンペーン）

京都府温暖化防止センターでは、宅配便の量が大きく増加する
クリスマス及びお歳暮のシーズンをターゲットとして、受け取り
手ができることを呼びかけ、宅配便再配達削減のキャンペーン
を行います。
【個人】再配達削減チャレンジ！
https://www.kcfca.or.jp/logistics/saihaitatu-sakugen.html
【団体・事業者等】職場受け取り１か月間チャレンジ！
https://www.kcfca.or.jp/logistics/syokubauketori.html

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
TEL：075-803-1128

兵
庫
県

KOBE COOL CHOICE ROOM 12月16日（日） 神戸駅前ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
「KOBE COOL CHOICE ROOM」の中のイベントとして、うちエコ
診断事業を実施し、市民への啓発とうちエコ診断を実施をする
ことで、家庭からの省エネ・CO2削減を支援する。

神戸市
公益財団法人ひょうご環境創造協会

（公財）ひょうご環境創造協
会
温暖化対策第１課　山本
TEL：078-735-2738

地球環境保全活動団体交流会・意見
交換会「匠の環、それから」

12月21日（金） 奈良県文化会館小ホール

今年はテーマを「「地球温暖化（気候変動）から災害における防
災・減災について考える」とし、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
の活動紹介展示、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
TEL：0742-49-6730

COOL CHOICEセミナー
12月3日（月）、10日（月）、
14日（金）

各団体
未来のために、今「COOL CHOICE」する人が増えるよう、COOL 
CHOICEセミナーを開催します。http://naso.jp/naso-
coolchoice/

奈良市、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
TEL：0742-49-6730

COOL CHOICE次世代からの環境メッ
セージ展

12月8日（土）
斑鳩町生き生きプラザ斑
鳩（エコフェスタ斑鳩イベン
ト内）

次世代を担う小学生・中学生の地球環境・未来に対する想い、
エコアイデアを表現した絵画を一堂に展示する「次世代からの
環境メッセージ展」を県内各地で開催します。同時に奈良COOL 
CHOICEキャラバン隊によるCOOL CHOICE（未来への賢い選
択）啓発活動も行います。http://naso.jp/naso-coolchoice/

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
TEL：0742-49-6730

和
歌
山
県

おもしろ環境まつり2018 12月2日（日） みその商店街

環境保全に係る５つのテーマで，小学生を対象にした体験型イ
ベント。県内外の企業，行政，学校，市民団体が集い，今ある
姿とこれからの取組について楽しみながら感じてもらうことを目
的としています。県内小学生の環境絵日記も約2500枚展示予
定。

おもしろ環境まつり実行委員会
NPOわかやま環境ネット
ワーク
TEL：073-499-4734

クールチョイスセミナー
「自家用車から 公共交通＆ライドシェ
アへ」

平成３０年１２月１日(土)
　１３：００～１５：００

チェリヴァホール
（雲南市木次町里方５５)

公共交通機関の利用状況及び相乗りSNSサイトの取組事例を
紹介し、自家用車の使用機会を見直すことができるかについ
て、意見交換を行う。

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

公益財団法人しまね自然と
環境財団松江事務所
TEL：0852-67-3262

クールチョイスセミナー
暮らしの質を高め、省エネにも役立つイ
ンテリアの工夫とは？
～インテリアの見直しで省エネ～

12月8日（土）10：00～12：
00

ギャラリーRope
(大田市大田町大田)

本セミナーでは、インテリアコーディネーターから、LEDや暖か
みを感じる家具を取り入れ、住宅の省エネ性能を高めるポイン
トや、インテリアの工夫などについてを紹介します。

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

公益財団法人しまね自然と
環境財団松江事務所
TEL：0852-67-3262

島
根
県

奈
良
県
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アースキーパーのつどい2018 12月22日（土）

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

地球温暖化防止のために、地球にやさしい生活を行うアース
キーパーメンバーシップ会員が集う場として、年１度12月に開催
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ている。

・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

岡山県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：086-224-7272

アスエコ展示「地球温暖化防止展」
　タイトルは、未定

11月20日（火）～1月4日
（金）

公益財団法人岡山県環境
保全事業団　
環境学習センター「アスエ
コ」
岡山市北区下石井2-2-10

環境学習センター「アスエコ」にて定期的に実施している企画展
示の開催。12月は地球温暖化月間である事から、温暖化防止
に関する展示を行う。
県民を対象し、「手回し発電」、「持てるかな？エネルギーのか
ばん」「エコドライブシミュレーター」などの体験コーナーを設置
し、私たちができることについての気づきを促していく。

・（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

岡山県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：086-224-7272

徳
島
県

アースパレード２０１８inとくしま 12月9日（日） 徳島駅周辺

徳島県の脱炭素社会の実現に向け、県民一丸となり地球温暖
化防止を推進するため、学生地球温暖化防止活動推進員の企
画・運営により、地球温暖化防止月間にあわせてパレードを実
施する。

徳島県地球温暖化防止活動推進センター
徳島県・とくしま環境県民会議

徳島県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：088-678-6091

香
川
県

平成30年度「気候変動講演会inかが
わ」

12月15日(土)
瓦町FLAG 8階
「市民交流プラザIKODE瓦
町」

今年度は適応法に関して大きく動きがあった事をふまえ、「適
応」を講演会のテーマとする。講演会名、副題については、前
年に引き続き、主題は「平成30年度気候変動講演会inかがわ」
とし、副題等に本講演会のテーマが「適応」であることが分かる
ようにする。

高松気象台、環境省四国事務所、香川県、
高松市、香川県地球温暖化防止活動推進セ
ンター、四国EPO

香川県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：087-833-2822

高
知
県

三世代交流「東佐古地区」一斉清掃 12月2日（日）
香南市東佐古地区
（公民館）

東佐古地区一斉清掃に合わせて、推進員による地球温暖化に
関する講話や人力発電体験などを行う。
※地元推進員から香南市主催の一斉清掃の場を温暖化防止
啓発の場にしたいとの相談を受け、センター、推進員が協働で
実施する。

香南市（推進員）
香南市環境対策課
TEL：0887-57-8508

子ども省エネ教室&エコクッキング
12月1日(土)
12月8日(土)

サステナプラザながさき 小学生向けの省エネ講座とクッキング
長崎市地球温暖化防止活動推進センター内
部講師
推進員

サステナプラザながさき
TEL：095-895-5541

防災講座
12月15日(土)　10:30～
12:30

サステナプラザながさき
防災の現場と備えについて、市民環境活動団体の方が短い講
座をひらく。

長崎市地球温暖化防止活動推進センター内
部講師
外部講師

サステナプラザながさき
TEL：095-895-5541

廃油でつくるクリスマスキャンドル 12月15日(土) サステナプラザながさき
廃油をリサイクルしたクリスマスキャンドルを作り、自分たちが
身近にできる４Ｒについてミニ講座をひらく。

推進員
サステナプラザながさき
TEL：095-895-5541

エコクッキング講座 １２月８日（土） させぼエコプラザ調理室
エネルギー、水、ごみを大きなテーマとして、各回の講座ごとに
エコポイントや調理の工夫を学び、実践する。

佐世保市地球温暖化防止活動推進センター
させぼエコプラザ
TEL：0956-25-0055

冬休み環境教室 １２月２３日～２７日 佐世保市内への出前講座
長崎県産間伐材桧材で作られた積み木５０００個を使った出前
ワークショップ講座を行います。地球温暖化防止や間伐の重要
性などについても楽しく学べます。

佐世保市地球温暖化防止活動推進センター
させぼエコプラザ
TEL：0956-25-0055

岡
山
県

長
崎
市

佐
世
保
市
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熊
本
市

映画「おだやかな革命」上映会 12月5日（水）予定
桜の馬場城彩苑
多目的交流施設

自然エネルギーによる地域再生を題材とした映画「おだやかな
革命」の上映と、小水力などの自然エネルギー発電に関する意
見交換を行い、熊本の未来を考える。

熊本市地球温暖化防止活動推進センター
（NPO法人くまもと温高対策センター）

熊本市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：096-356-4840

大
分
県

おおいた地球温暖化防止推進大会２０
１８

１２月１３日（木）
大分市コンパルホール多
目的ホール

おおいた低炭素杯2018表彰式、おおいた低炭素杯２０１８応募
者による事例発表
講演「SDGｓと地域、分野、世代を超えるパートナーシップ」
講師　一般社団法人環境パートナーシップ会議
　　　　副代表理事　星野智子

大分県
大分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

うちエコin鹿屋市 12月5日（水） 鹿屋市役所
地球温暖化防止月間に合わせて、鹿屋市民を対象とした家庭
からの二酸化炭素排出量削減を提案する「うちエコ診断」を実
施します。

鹿児島県地球温暖化防止活動推進セン
ター、鹿屋市

鹿屋市市民生活部生活環境
課（米永さん）
TEL：0994-31-1115

平成30年度地球温暖化防止月間　地
球温暖化対策セミナー

12月12日（水） かごしま県民交流センター

地球温暖化防止活動を推進する民間及び団体等の活動に関
する情報提供及び活動支援を実施することを目的とし、基調講
演、県内企業の事例発表及び鹿児島市、温防センターより情報
提供を行います。

鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター
（一財）鹿児島県環境技術協
会 環境企画・普及課
TEL：099-284-6013

学ぶ環境体験学習塾 12月16日（日） かごしま環境未来館

地球のこと、環境のことを知り、「私たちに何ができるか」を一緒
に考えてみませんか？本講座では、地球温暖化の影響や将来
予測について学び、それにより私たちの暮らしがどう変わるか、
私たちに何ができるかを考えます。また、『No！レジ袋』のため
にオリジナルのエコバッグをつくります。

鹿児島県、鹿児島県地球温暖化防止活動推
進センター

かごしま環境未来館
TEL：099-806-6666（代表）

かごしまこども環境大臣表彰式・任命
式・活動発表会

12月25日（火） 鹿児島県庁

小中学生を対象に、夏休みに環境への取組を行った結果など
を「環境レター」で報告してもらい、優秀な取り組みを行った小
中学生を表彰し、優秀賞の方を「かごしまこども環境大臣」に任
命し、活動発表を行ってもらいます。

鹿児島県、鹿児島県地球温暖化防止活動推
進センター

（一財）鹿児島県環境技術協
会 環境企画・普及課
TEL：099-284-6013

鹿
児
島
県
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