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北
海
道

地球温暖化防止シンポジウム

「日本の未来はどうなる！今が選択の
時」

１１月２９日（土） 旭川市科学館学習（旭川市）

最近頻繁に起こっている異常気象の現象についての原因
や今後の予測、自然資源が豊富な北海道だからこそ取り
組むことのできる新エネや省エネ・創エネなど取り組みの
実例、また各地の取り組みの現状とその取り組みによって
地域活性化に結び付いている実例などについて、専門家
をお招きしてそれぞれの立場からお話頂きます。
http://www.liner.jp/event/7852/

主催：特定非営利活動法人旭川
NPOサポ－トセンター
共催：環境の保全と創造に関する
旭川地域協議会、公益財団法人北
海道環境財団、旭川地方気象台

公益財団法人北海道環境財
団
℡　011-218-7811
企画事業課

北
海
道

地球温暖化防止セミナー　in帯広

メンタルヘルスと環境セミナー
「ココロの健康を整える。新しい視点のラ
イフスタイル～専門家に聞く。ココロの健
康とエコライフ～」

１２月７日（日） とかちプラザ（帯広市）

地球温暖化の影響ではないかと疑いたくなる異常気象が
各地で多発しています。こうした影響がある地球温暖化
は、化石燃料に頼った私たちの生活がその原因の一つで
あることは、多くの研究者が認めてきています。加えて、
様々なストレスを抱える現代社会では、環境の変化は私た
ちの心にも様々な影響を与え、心の不調により日々の生
活に支障をきたす場合も少なくありません。そこで、こうし
た環境の変化や、心の健康に影響する私たちのライフスタ
イルそのものを見直す機会として、メンタルヘルスと環境を
キーワードに新しいライフスタイルを考えるセミナーを開催
します。
http://www.hecospc.or.jp/eco_db/phpdb.php?table=press
&skin=t2&sid=138

カンナ・カンナ
北海道十勝総合振興局
公益財団法人北海道環境財団

公益財団法人北海道環境財
団
℡　011-218-7811
企画事業課

北
海
道

地球温暖化防止セミナー　in 函館

未来の気候が変わる？！～地球温暖化
研究者からの警告～

１２月１６日（火） 函館市中央図書館（函館市）

2014年に発表された国連の気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC）によると、気候変動は、人間活動が主な要因
である可能性が極めて高いことが示されました。温暖化研
究の第一人者である江守正多氏をお呼びし、世界の科学
者たちの研究から導き出された最新の温暖化に関する知
見について講演頂くとともに、今私たちが行動することの
必要性について考えます。
http://www.heco-
spc.or.jp/eco_db/phpdb.php?table=press&skin=t2&sid=139

NPO法人南北海道自然エネルギー
プロジェクト、一般財団法人北海道
国際交流センター、特定非営利活
動法人NATURAS、北海道地球温
暖化防止活動推進員道南連絡会、
公益財団法人北海道環境財団

公益財団法人北海道環境財
団
℡　011-218-7811
企画事業課

青
森
県

みんなで語ろう！
青森の環境教育ワークショップ

１２月１３日（土）
リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）

県内で環境教育に携わる参加者同士が、日頃の活動につ
いて話し合い、悩みを共有したり、解決策を探したりするた
めのワークショップです。情報を交換し、これからの活動の
つながりを作ることも目的の一つです。

東北環境パートナーシップオフィス
（EPO東北）
共催：NPO法人青森県環境パート
ナーシップセンター（青森県地球温
暖化防止活動推進センター）

EPO東北
℡　022-290-7179
担当：鈴木　美紀子　那須野
由佳
E-mail：info@epo-tohoku.jp
NPO法人青森県環境パート
ナーシップセンター
℡　017-721-2480
担当：小笠原　文
E-mail：ogasawara@eco-
aomori.jp

地球温暖化防止月間における取組（地球温暖化防止活動推進センター等が実施するもの）
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青
森
県

第4回青森市環境フェア2014 １２月２１日（日） ねぶたの家ワ・ラッセ

子どもから大人まで、参加・体験型の展示を通してリサイ
クルや省エネについて楽しく学び、環境について考えても
らうためのイベントです。また、企業や団体、行政の温暖
化防止のための取組みを紹介します。

青森市
※市の委託を受け、センターが事
務局となって実施

青森市地球温暖化防止活動
推進センター
℡　017-721-2480
担当：畑中　好子
E-mail：hatanaka@eco-
aomori.jp

岩
手
県

夢灯りキャンドルナイト １２月１３日（土）～１４日（日） 盛岡市歴史文化館

電気を消してスローな夜を過ごそう。毎年冬至の時期に
キャンドルナイトのイベントを実施しています。地球温暖化
防止のために私たちが出来るものは何かを市民一人ひと
りが考えるきっかけづくりを行います。

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）

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）
℡　019-681-1904

茨
城
県

千波湖環境学習会（第9回） １２月７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11回実施することとしており、12月で9回目と
なります。12月のテーマは、「千波湖の湧水と歴史を探ろ
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：茨城県地球温暖化防止活
動推進センター

一般社団法人　茨城県環境
管理協会
℡　029-248-7431

栃
木
県

ECOテック＆ライフとちぎ2014 １２月６日（土）～７日（日） マロニエプラザ（宇都宮市）

「ECOテック＆ライフとちぎ」～エコ体験をもちかえろう～
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
かる楽しいイベントです。
http://www.tochieco.jp/ecotech2014/

栃木県地球温暖化防止活動推進
センター（一般財団法人栃木県環
境技術協会）

栃木県地球温暖化防止活動
推進センター
℡　028-673-9101

川
崎
市

「地球温暖化」テーマ展示 １２月１日（月）～７日（日）
ＣＣかわさき交流コーナー
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

地球温暖化を考えるきっかけづくりとして、小学生の夏休
みの自由研究作品展示を行います。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/kiban/kiban.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
℡　044-813-1313

川
崎
市

かわさき環境フォーラム
１２月７日（日）
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南
北自由通路

環境体験教室、市内の環境活動団体の活動紹介展示、
自転車発電、フラッシュモブ、ルー大柴さんの環境セミ
ナー「MOTTAINAIをシンクしよう！」。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/kiban/kiban.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
℡　044-813-1313

川
崎
市

講演「エネルギー革命！農家が電気を
作る時代へ」

１２月５日（金）
９：５０～１１：３０

高津市民館第１・2会議室
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

ソーラーシェアリング考案者の長島彬氏による、農地を無
限の発電所に変える技術、農業再生を語ります。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/smart2014.html#003

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
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静
岡
県

STOP温暖化！
ライトダウン＆キャンドルナイト

１２月２０日（土）　※予定 静岡市　青葉シンボルロード

環境月間と地球温暖化防止月間に、静岡のメインストリー
トでライトダウン＆キャンドルナイトを開催しています。冬の
キャンドルナイトでは、周辺のイルミネーションや街灯を消
灯し、約3,000個のキャンドルを点灯します。会場では「ライ
トダウン宣言」を実施するほか電気を使わないアコース
ティックライブも開催！

主催：静岡県地球温暖化防止活動
推進センター
共催：静岡市

静岡県地球温暖化防止活動
推進センター
℡　054-271-8806
担当：青島　加奈
E-mail：action@sccca.net

浜
松
市

浜松市エコハウス地球温暖化防止フェア １２月６日（土）～１９日（金） 浜松市エコハウスモデル住宅

家庭で実践できる冬季の省エネ対策の紹介や省エネ機器
の展示をおこないます。「エコクッキングの紹介」、「ペレッ
トストーブの紹介」、「地下水利用空調ユニットの紹介」など
みどころ満載です。

浜松市
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
浜松市西区大平台3-21-18
（浜松市エコハウスモデル住
宅）
℡　053-485-2021
E-mail：
ecohouse@hamaeco.org
公式webサイト
http://www.hamaeco.org/

浜
松
市

地球温暖化防止セミナー １２月１５日（月） 浜松市福祉交流センター
市内で活躍する団体及び新エネ・省エネに熱心に取り組ま
れている企業の担当者を講師にセミナーを開催します。

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
浜松市西区大平台3-21-18
（浜松市エコハウスモデル住
宅）
℡　053-485-2021
E-mail：
ecohouse@hamaeco.org
公式webサイト
http://www.hamaeco.org/

愛
知
県

地球温暖化問題セミナー １２月４日（木） 名古屋都市センター

国立環境研究所理事の原澤英夫氏による基調講演、原
澤氏・伊藤氏（三重大学名誉教授）・福井氏（中部大学教
授）のパネル討論を通して、地球温暖化問題の最新動向
と対応策、防災減災のあり方等を検討します。

一般社団法人環境創造研究セン
ター
愛知県地球温暖化防止活動推進
センター

愛知県地球温暖化防止活動
推進センター
℡　052-934-7295
E-mail：cca-
info@kankyosoken.or.jp

愛
知
県

フロン問題セミナー １２月１７日（水）
愛知県産業労働センター（ウイ
ンクあいち）

中部大学教授の福井弘道氏の講演「フロン対策の原点を
紐解く」、参加者によるグループワーク等を通して、フロン
対策の現状と必要性等を検討します。

一般社団法人環境創造研究セン
ター　　　　　　　　　　　　　　　　　愛
知県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

愛知県地球温暖化防止活動
推進センター
℡　052-934-7295
E-mail：cca-
info@kankyosoken.or.jp

三
重
県

みえ環境フェア2014 １２月７日（日）
三重県津市河路町
メッセウィング・みえ

「来て・見て・学んで取組む！地球温暖化対策」をテーマ
に、地球温暖化防止を学び、取組むためのきっかけとなる
「みえ環境フェア2014」を開催します。県内の環境関係のＮ
ＰＯ団体・企業・大学・県・市町等による地球温暖化防止へ
の取組みなどの紹介や、最新のエコカーの展示、木の実
や牛乳パックなどを使った工作体験、自転車発電体験な
どを用意。みえ環境大賞の表彰式なども行われます。
http://www.mec.or.jp/ondan/

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
推進センター事務局
℡　059-245-7517
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和
歌
山

県

カーボン・オフセットと「木の国エコ企業
認定制度」学習会

１２月１１日（木） 県民プラザわかやまビッグ愛

各地で相次ぐ気象災害や増える異常気象。地球温暖化対
策は待ったなしの課題です。なかでも地球温暖化の原因と
なるＣＯ２を吸収してくれる森を守り育てるために、私たち
は何ができるのでしょうか。そのひとつにカーボン・オフ
セットという方法があります。　森を守ると同時に企業の価
値を高めるカーボン・オフセット。和歌山ではまだなじみが
ありませんが、ぜひこの機会に勉強してみませんか。

木の国エコ・リレー推進協議会
（和歌山県地球温暖化防止活動推
進センター）

木の国エコ・リレー推進協議
会事務局
和歌山県地球温暖化防止活
動推進センター
NPOわかやま環境ネットワー
ク内
℡　073-499-4734
担当：臼井　達也
E-mail：wenet@vaw.ne.jp

岡
山
県

アースキーパーのつどい２０１４ １２月２３日（火） 岡山コンベンションセンター

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、年に１度開催している。温暖化月間
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
公益財団法人岡山県環境保全事
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
℡　086-224-7272

香
川
県

ウォームビズ展示 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

香
川
県

2014ウッディフェスティバルへの出展 １２月６日（土）～７日（日） サンメッセ香川大ホール

地域の木材需要拡大のためのイベントにおいて、パネル
展示等でバイオマスエネルギーの普及啓発、また、「うちエ
コ診断」、エアロバイクでの発電体験等の内容で出展しま
す。

一般財団法人香川県木材協会
協力：香川県地球温暖化防止活動
推進センター他

一般財団法人香川県木材協
会
℡　087-881-9343

香
川
県

「ストップ！地球温暖化」展への出展 １２月１６日（火）～１９日（金）
高松市役所本庁舎
１階　市民ホール

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」、ウォームビズコレクション等の内容で
出展します。

高松市
協力：香川県地球温暖化防止活動
推進センター他

高松市環境保全推進課
℡　087-839-2393

高
知
県

温暖化防止パネル展（高知市役所会場） １２月１１日（木）～12日（金） 高知市役所正面玄関ピロティ
12月の地球温暖化防止月間に合せて、高知市役所で温
暖化パネル等の展示をし、地球温暖化の現状や今後の予
測、対策についての情報発信を行います。

高知県林業振興・環境部新エネル
ギー推進課
共催：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
担当：中村　将大
E-mail：
ecolabo@rhythm.ocn.ne.jp

高
知
県

温暖化防止パネル展（県庁会場） １２月１５日（月）～１９日（金） 高知県庁ロビー
12月の地球温暖化防止月間に合せて、高知県庁で温暖
化パネル等の展示をし、地球温暖化の現状や今後の予
測、対策についての情報発信を行います。

高知県林業振興・環境部新エネル
ギー推進課
共催：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
担当：中村　将大
℡　088-802-2201
E-mail：
ecolabo@rhythm.ocn.ne.jp
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地球温暖化防止月間における取組（地球温暖化防止活動推進センター等が実施するもの）

長
崎
県

エコまなぼ！
～サザエさんのしあわせエコライフ～

１２月１３日（土） 長崎歴史文化博物館
長崎歴史文化博物館にて子供達向けに昔遊びの体験学
習会を実施します。

長崎県地球温暖化防止活動推進
員
（長崎地区推進員）

長崎県地球温暖化防止活動
推進センター
℡　095-820-4868
担当：中村翼
E-mail：info@nccca.jp

宮
崎
県

出前授業in串間市立笠祗小学校 １２月９日（火） 串間市立笠祗小学校

笠祗小学校の児童１年生から６年生を対象に、温暖化防
止についての授業を開催します。当センター保有のツール
「ＳＴＯＰ！おんだんかるた」の使用や、温暖化の仕組みや
防止活動に関するクイズを交えながら、学びを深めていき
ます。

宮崎県地球温暖化防止活動推進
センター

宮崎県地球温暖化防止活動
推進センター
℡　0985-60-3911
担当：山内　葵
E-mail：aoi@bunkahonpo.or.jp
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