
都道府県地球温暖化防止活動推進センター等による１２月の地球温暖化防止月間の行事一覧

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

北国の!冬の省エネキャンペーン
（北海道経済産業局委託事業）

１１月５日～２月１５日 北海道内

　北海道では冬の暖房等に用いるエネルギー消費が他県
に比べ多く、温暖化対策、エネルギー対策などの観点か
ら家庭生活での省エネ等の対策が重要になっています。
そこで、北海道環境財団では、北海道経済産業局より受
託し家庭での省エネの普及と実践を計る目的で「北国
の！冬の省エネキャンペーン」を実施します。キャンペー
ンは大きく分けて2つのステージで展開していきます。
HP：http://www.co2co2down.com/
＜ステージ1（11/5～1/31）＞
【省エネアイデア・工夫を大募集】
　道民から省エネに関するアイデアや工夫・実践事例を募
集し、省エネに興味・関心を持っていただく。
＜ステージ2（12/10～2/15）＞
【省エネコーチサイトでの情報提供】
　上記応募内容を選定の上、WEBに掲載していくと共に
「省エネコーチ」により、アドバイスやコメントをし、取組み
促進や省エネスキルの向上を目指します

北海道地球温暖化防止活動推進
センター（財団法人北海道環境財

団）

財団法人北海道環境財団
電話　０１１－２１８－７８１１

北海道ウォームビズ２００７
（財団自主事業＋環境省補助事業）

１１月～２月末頃まで 江別、旭川、札幌他

北海道地球温暖化防止活動推進センターでは、暖房に頼
りすぎずに、衣食住遊の視点から、この冬を暖かく過ごす
呼びかけを行う「北海道ウォームビズ2007」を行っていま
す。
　セミナーや講習会、パネル展などの開催やこれらの取材
情報の発信、暖まる知恵にまつわる情報の収集・発信な
ど、専用ホームページを中心にみなさんにご案内していき
ます。

北海道地球温暖化防止活動推進
センター（財団法人北海道環境財

団）

財団法人北海道環境財団
電話　０１１－２１８－７８１１

出前講座①　キャンドルDEストップ温暖化12月8日(土) おおつち郷土資源創造センタ
http://www.aiina.jp/environment/03ivent/07.12/1208-
16.html

岩手県地球温暖化防止活動推進
センター

Tel ：019-606-1752
Fax：019-606-1753
Mail：iccca@aiina.jp

出前講座②　キャンドルDEストップ温暖化12月15日(土) 久慈市立中央公民館
http://www.aiina.jp/environment/03ivent/07.12/1208-
16.html

岩手県地球温暖化防止活動推進
センター

Tel ：019-606-1752
Fax：019-606-1753
Mail：iccca@aiina.jp

出前講座③　キャンドルDEストップ温暖化12月16日(日) 二戸市シビックセンター
http://www.aiina.jp/environment/03ivent/07.12/1208-
16.html

岩手県地球温暖化防止活動推進
センター

Tel ：019-606-1752
Fax：019-606-1753
Mail：iccca@aiina.jp

県民活動交流センター協働フォーラム
キャンドルDEストップ温暖化

12月9日(日) 環境学習交流センター
http://www.aiina.jp/environment/03ivent/07.12/1209.htm
l

県民活動交流センター協働フォー
ラム実行委員会

Tel ：019-606-1752
Fax：019-606-1753
Mail：eco@aiina.jp

県民活動交流センター協働フォーラム
映画『不都合な真実』上映会

12月13日(木) アイーナホール
http://www.aiina.jp/environment/03ivent/07.12/1213.htm
l

県民活動交流センター協働フォー
ラム実行委員会

Tel ：019-606-1752
Fax：019-606-1753
Mail：eco@aiina.jp
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県
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07MELOエコプロジェクト
「杜のともしびＬＩＶＥ」

12月13日 Ｚｅｐｐ　Ｓｅｎｄａｉ

http://www.melon.or.jp/melon/contents/event/candle/1
213.htm

財団法人　みやぎ・環境とくらし・
ネットワーク（ＭＥＬＯＮ）

ストップ温暖化センターみや
ぎ
022-301-9145
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福島県省エネ住宅・環境フェア 12月1日（土）～２日（日）

ビッグパレットふくしま　多
目的展示ホールＣ
（福島県郡山市安積町日出
山字北千保１９－８）

　県内で省エネ住宅に取り組んでいる建築住宅・設備業
者、建材店、建築設計業者などが一堂に会するフェアを
開催します。当日は、企業の展示ブースのほか、省エネ
住宅や環境にやさしい暮らし方（ＬＯＨＡＳ）についての講
演、省エネ住宅相談コーナー、オリジナルエコバッグを作
れるキッズコーナーなどを展開します。

http://www.fukushima-
ondanka.org/php/infomationView?hddKubun=3&hddNendo
=2007&hddKanriNo=28

特定非営利活動法人超学際的研
究機構（福島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超学際
的研究機構
〒960-8053 福島県福島市三
河南町１番20号コラッセふくし
ま７階
電話：０２４－５３５－９５２０
ＦＡＸ：０２４－５３５－９５２１
Ｅ‐mail：
info@chogakusai.ecnet.jp

地球温暖化防止「ポスター」＆「マイバッ
グデザイン」コンクール」入賞作品展

１２月１日（土）～２日（日）
郡山会場
１２月５日（水）～９日（日）
福島会場
１２月１４日（金）～１９日
（水） いわき会場
１２月２１日（金）～２５日
（火） 富岡会場

郡山市 ビッグパレットふくし
ま多目的展示ホールＣ
福島市 子どもの夢を育む
施設“こむこむ”
いわき市 イトーヨーカドー
平店
富岡町 福島第二原子力発
電所エネルギー館

　小中学生やその家族の皆さんに、地球温暖化の現状
と、自分たちでもできる温暖化防止の取組みについて関
心を高めていただくことを目的として、ポスターとマイバッ
グデザインのコンクールを開催しました。その入賞作品展
を開催します。

福島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超
学際的研究機構）

特定非営利活動法人超学際
的研究機構
電話：０２４－５３５－９５２０
ＦＡＸ：０２４－５３５－９５２１
Ｅ‐mail：
info@chogakusai.ecnet.jp

地球温暖化を止める「知恵の環」づくり
キャンペーン公開代表選考会＆不都合
な真実無料上映会

１２月７日（金）

福島市子どもの夢を育む施
設“こむこむ” わいわい
ホール
（福島県福島市早稲町１－
１）

　県内の個人・団体・企業・行政などが行っている地球温
暖化防止の取り組みを募集した「知恵の環」づくりキャン
ペーン。寄せられた取り組みの中から、全国大会へと進出
する「県代表」を選出するコンテスト（選考会）を開催しま
す。あわせて、ノーベル平和賞受賞アル・ゴア出演の映画
「不都合な真実」の無料上映会を行います。

http://www.fukushima-ondanka.org/chienowa/
（選考会の情報については準備中）

福島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超
学際的研究機構）

特定非営利活動法人超学際
的研究機構
電話：０２４－５３５－９５２０
ＦＡＸ：０２４－５３５－９５２１
Ｅ‐mail：
info@chogakusai.ecnet.jp

省エネ住宅見学会 １２月９日（日） 福島市内
県内業者の手による、地域の気候・風土に合った省エネ
住宅の見学会を開催します。実際の住宅を３ヶ所程度見
学し、省エネを体感していただきます。

特定非営利活動法人超学際的研
究機構（福島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超学際
的研究機構
電話：０２４－５３５－９５２０
ＦＡＸ：０２４－５３５－９５２１
Ｅ‐mail：
info@chogakusai.ecnet.jp

「地球温暖化防止キャンペーン」
　エコライフフォーラム２００７

12月1日 とちぎ産業創造プラザ

遠藤秀一氏（写真家・特定非営利活動法人Tuvalu
Overview代表理事）の講演「島国ツバルが直面する地球
温暖化の危機、そして私達にできること」
http://homepage3.nifty.com/tochiondan/

栃木県地球温暖化防止活動推進
センター・とちの環県民会議・栃木
県

栃木県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：０２８－６７３－９１０１

「地球温暖化防止キャンペーン」
　“とちぎのエコキーパーをさがせ！”
　　　　　　　　　　　　県代表選考会

12月1日 とちぎ産業創造プラザ
「一村一品・知恵の環づくり」栃木県代表選考会
プレゼンテーション、ポスターセッション
http://homepage3.nifty.com/tochiondan/

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

「地球温暖化防止キャンペーン」
推進員の相談窓口

12月1日 とちぎ産業創造プラザ
地球温暖化防止活動推進員による、地球温暖化対策の
実例紹介
http://homepage3.nifty.com/tochiondan/

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
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地球温暖化防止地域セミナー
in ふじみ野市

12月2日
ふじみ野市大井中央公民
館　ホール

・講演「地球温暖化防止とエコライフのすすめ」（仮称）村
山貢司氏（気象予報士）
・パネルディスカッション
http://www.kannet-sai.org/info.html

埼玉県、ふじみ野市、ふじみ野市
環境フォーラム実行委員会

埼玉県地球温暖化防止活動
推進センター
048-649-8087
info@kannet-sai.org

地球温暖化防止地域セミナー
in さいたま市

12月15日 大宮法科大学院大学　講堂

・映画「不都合な真実」上映会
・ストップ温暖化「冷やせ！彩の国」コンクール結果発表会
（表彰式・取組発表）
http://www.kannet-sai.org/concours/index.html

埼玉県・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
048-649-8087
info@kannet-sai.org

ウィンターイベント
「エコ＆キャンドルナイト」

12月22日 静岡市青葉シンボルロード

静岡市のメインストリートに飾られるクリスマスイルイルミ
ネーションを一斉にライトダウンし、キャンドルナイトを実施
する。電気を使わないアコースティックライブを楽しみなが
ら、温暖化防止について考えいただきます。

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

地球温暖化防止月間啓発キャンペーン
「キャンドルナイトｉｎＡＴＡＭＩ」

uokakenn
熱海市
親水公園ムーンテラス

熱海地域協議会、市、静岡県地球温暖化防止活動推進
センターが連携して、ライトダウン及びキャンドルナイトを
実施する。市内在住の親子５０組にキャンドルの点灯をお
願いしたり、会場及び公的施設のライトダウンを行い、二
酸化炭素削減について呼びかけます。

熱海地域協議会、市、静岡県地球
温暖化防止活動推進センター

熱海市環境課企画室
0557-86-6273

富
山
県
セ
ン
タ
ー

富山県地球温暖化防止県民大会 12月16日(日)10:00～12:00
サンシップとやま　福祉
ホール
（富山県総合福祉会館）

地球温暖化防止に向け、県民一人ひとりがライフスタイル
を見直すなどの具体的な行動を実践するよう、地球温暖
化防止月間（毎年12月）に合わせて、地球温暖化防止に
顕著な取組みを行っている個人・団体に顕彰するほか、
地球温暖化防止のためのイベントや活動報告を実施し、
地球温暖化防止の普及啓発を行う。
http://www.tkz.or.jp/

富山県
富山県地球温暖化防止活動推進
センター（(財)とやま環境財団）
環境とやま県民会議

(財)とやま環境財団
076-431-4607

第2回アースサポーター研修会（福井会
場）

12月7日 福井県国際交流会館

建物の造りや住まい方を見直すことが、ＣＯ2削減に大きく
影響することから、住まいの水道･光熱費と住まい心地の
満足度をあわせて診断し、小さなエネルギー消費量から
大きな満足が得られる住まいをめざす講習会をワーク
ショップ形式で行います。

福井県地球温暖化防止活動推進
センター

エコプランふくい
0776-30-0092

第3回アースサポーター研修会（敦賀会
場）

12月8日 敦賀市あいあいプラザ 同上
福井県地球温暖化防止活動推進
センター

エコプランふくい
0776-30-0092

「ＬＯＶＥ・アース・ふくい」絵本朗読会
平成19年12月4日～
　　　　平成20年2月19日

福井県内幼稚園、
　　　　　　保育園、
　　　　　　小学校の中から
　　　　　　６箇所

低年齢層（小学校4年生以下）を対象に、温暖化問題を題
材にした絵本（ＦＢＣ作成）『あいことばはもういちど』の読
み聞きかせを通じて、家庭での省エネ活動の促進と温暖
化防止「ＬＯＶＥアースふくい」県民運動の普及をはかりま
す。

福井県地球温暖化防止活動推進
センター、福井県、ＦＢＣ

エコプランふくい
0776-30-0093

豊田市　交通環境クイズセミナー「乗っ
て、考えて、地域のあし・バス」 （EST普
及啓発）

12月8,9日
ＩＴＳ情報センター　みちナビ
とよた

このセミナーは、豊田市民の皆さんにバスを利用して豊田
市街地まで来場いただき、豊田市の交通情報センター「ＩＴ
Ｓ情報センター」の見学や「交通環境クイズ」「休日お出か
けプラン作り教室」を通じて、バス利用と環境について考
える楽しい催しです。

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）

社団法人環境創造研究セン
ター

TEL 052-627-0300

「クイズ！地球温暖化のギモン？」CATV
放映（30分番組）

12月15～31日（10回）
名古屋市域（スターキャット
CATV)

公募で選ばれた市民の出演者に、特別ゲストを加えて収
録した地球温暖化のクイズ番組を放映します。

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）

社団法人環境創造研究セン
ター

TEL 052-627-0300
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グループワーク
省エネ家電買い換え体験プログラム

11月30日、12月4、5日
豊橋商工会議所
岡崎市せきれいホール
名古屋都市センター

このグループワークでは、環境省が提唱している「１人１
日１㎏削減」をキーワードに、家電製品の使い方、選び方
に焦点を当てたボードゲームを行います。

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）

社団法人環境創造研究セン
ター

TEL 052-627-0300

省エネリフォームセミナー 12月4,6,7日
豊橋商工会議所
岡崎市せきれいホール
名古屋都市センター

省エネリフォームは地球環境のためだけでなく、健康や安
全、快適性にも大きなかかわりがあります。このセミナー
では、住まいと地球環境から、省エネリフォームを考えま
す。

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）

社団法人環境創造研究セン
ター

TEL 052-627-0300

温暖化防止セミナー
「計画と連携ですすめる地域の温暖化
防止」

12月4日 琵琶湖博物館セミナー室

滋賀県内では地域エネルギーの導入や啓発活動などに
より地球温暖化防止の取り組みが進められていますが、
地域内でさまざまな主体が連携した取り組みなどはまだ
数少ない状況です。そこで、今回は「地球温暖化対策地域
協議会」や「地球温暖化対策地域推進計画」などを事例
に、地域での計画と連携で進める地球温暖化防止を考え
ます。

きんき環境館、滋賀県、滋賀県地
球温暖化防止活動推進センター

きんき環境館
06-6940-2001

滋賀県地球温暖化防止活動
推進センター
077-524-7168

”CO2ダイエットコンテストinおうみ”表彰
式

12月2日 琵琶湖博物館セミナー室
応募者ポスターセッション
入賞取組みプレゼンテーション
表彰式

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
077-524-7168

シンポジウム　ストップ温暖化！
見直そう、太陽熱利用

12月2日
京都御苑　閑院宮邸
レクチャーホール

太陽熱温水器などを使った太陽熱利用はシンプルで効果
的な自然エネルギー利用法。温暖化防止の観点から、も
う一度見直してみませんか。このシンポジウムでは、太陽
熱温水器の基礎情報をわかりやすくお伝えし、普及の可
能性について探ります。
http://www.kcfca.or.jp/center/onsuiki_shinpo/taiyonetsu.
htm

京都府地球温暖化防止活動推進
センター
（※環境省「平成19年度主体間連
携モデル推進事業　省エネ住宅
⑩」の一環で実施。）

075－211-8895

きょうとECO-1（エコワン）グランプリ
決勝大会

12月8日 パルスプラザ　稲盛ホール

温暖化防止に取り組む京都のNPO・学校・企業・・・。選ば
れし15団体が、全国大会めざして熱き血潮をぶつけ合
う！！　京都府内の団体による温暖化対策のコンテスト
「きょうとECO-1（エコワン）グランプリ」の決勝大会です。
http://www.kcfca.or.jp/eco1/index.htm

京都府地球温暖化防止活動推進
センター
（※環境省「ストップ温暖化大作戦
～CO2削減『一村一品』プロジェク
ト～」の一環で実施。）

075－211-8895

ストップ地球温暖化府民運動推進事業 12月16日 府内１２か所

大阪府と大阪府地球温暖化防止活動推進センターでは、
「大阪府エコ店舗普及推進協議会」に参画するコンビニエ
ンスストア７事業者の協力を得て、毎月１６日の「ストップ
地球温暖化デー」に、地域の情報拠点であり、多くの方が
利用するコンビニエンスストアの店頭等で、大阪府地球温
暖化防止活動推進員が、来店客に地球にやさしい行動
（エコアクション）を呼びかける「ストップ地球温暖化府民運
動推進事業」を実施しています。
１２月の地球温暖化防止月間には、ターミナル駅を加えて
実施します。
http://osaka-midori.jp/ondanka-c/jigyo/stop/index.html

大阪府
大阪府地球温暖化防止活動推進
センター（財団法人大阪府みどり公
社）

06-6944-9207
06-6266-1271

地球温暖化防止！ＯＳＡＫＡアクション
2007

12月9日
大阪ビジネスパーク（ＯＢ
Ｐ）ツイン２１アトリウム

平成１６年度から地球温暖化防止の普及啓発の取組の一
環として、毎年度、地球温暖化防止普及イベントを実施し
ています。　http://www.osaka-midori.jp/ondanka-
c/ivent/h19/osaka2007.pdf

大阪府地球温暖化防止活動推進
センター（財団法人大阪府みどり公
社）

06-6266-1271

地下鉄広告による普及啓発 12月上旬から１ヶ月
大阪市営地下鉄　鶴見緑
地線、今里線の社内

地球温暖化防止月間中の普及啓発を強化するため、通
勤や通学、買い物客などの移動手段として地下鉄を利用
する人へ車内広告を利用し、インパクトあるメッセージを送
り、ひとりひとりへエコアックションを呼びかける。

大阪府地球温暖化防止活動推進
センター（財団法人大阪府みどり公
社）

06-6266-1271
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都道府県地球温暖化防止活動推進センター等による１２月の地球温暖化防止月間の行事一覧

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

大
阪
府
セ
ン
タ
ー

とよなか市民環境展2007 12月7 日～8日
豊中市立市民会館（豊中市
曽根東町3-7-1）

市民団体、事業者、行政が日頃の環境活動・事業の成果
を披露、発信します。
テーマ：来て、見て、遊んで 考えよう ―地球環境のことを
―http://www5b.biglobe.ne.jp/~toyonaka/

NPO法人とよなか市民環境会議ア
ジェンダ21

06-6863-8792

地球温暖化防止フォーラム２００７ 12月17日
兵庫県民会館
神戸市中央区下山手通4-
16-3

「待ったなし！～今すぐ取り組もう地球温暖化防止～」を
テーマに、以下のプログラムで開催します。
・「地球温暖化の現状と将来予測」をテーマに国立環境研
究所江守正多氏による基調講演
・２２０万家庭のエコチェックシート表彰式
・マイバッグデザインコンテスト表彰式
・映画「北極のナヌー」上映

（財）ひょうご環境創造協会
（財）ひょうご環境創造協会
TEL(078)735-2738

阪神グリーンエネルギーセミナー 12月10日
アルカイックホール
尼崎市昭和通2-7-16

兵庫県と共催で「地球温暖化に向けたチーム・マイナス
６％の活動」をテーマに、環境省地球環境局国民生活対
策室長 染野憲治氏の講演と映画「不都合な真実」を上映
します。

（財）ひょうご環境創造協会
（財）ひょうご環境創造協会
TEL(078)735-2738

淡路グリーンエネルギーセミナー 12月16日
洲本市五色文化ホール
洲本市五色町都志203

兵庫県と共催で、地球温暖化防止のためのグリーンエネ
ルギー導入推進を啓発するため、写真家遠藤秀一氏によ
る「地球温暖化はここまで進んでいる！ツバルから見た地
球温暖化」をテーマとした講演を行います。

（財）ひょうご環境創造協会
（財）ひょうご環境創造協会
TEL(078)735-2738

和
歌
山
県
セ
ン
タ
ー

「不都合な真実」上映会 平成１９年１２月１８日（火）
田辺市
紀南文化会館

地球温暖化防止月間にあわせて、ＩＰＣＣとともにノーベル
平和賞を受賞したアル・ゴア氏の「不都合な真実」の上映
会を開催する。

「不都合な真実」上映実行委員会

大田市環境フェア 12月2日 大田市民会館 大田市内の環境市民団体による環境啓発イベント 大田市婦人団体連絡協議会

エコドライブ、ライトダウンキャンペーン
（しまね地球温暖化対策推進大会地球
温暖化防止県民運動）

11月～12月 島根県内

財）島根ふれあい環境財団21　ホームページ（しまねエコ
ファミリー）：
http://www.shimane-
furekan.or.jp/kankyo/chikyu/ecofamily/index.html

島根県、島根県地球温暖化対策
推進協議会、財）島根ふれあい環
境財団21

財）島根ふれあい環境財団21
0852-32-5953

岡
山
県
セ
ン
タ
ー

アースキーパーのつどい～STOP！温
暖化　OKAYAMA～

12月22日
岡山コンベンションセンター
ママカリフォーラム

http://www.kankyo.or.jp/event/index.php?act=dtl&i
d=13

岡山県地球温暖化防止活動推進
センター、財団法人岡山県環境保
全事業団、岡山県

環境学習センター「アスエコ」
086-224-7272
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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

地球温暖化防止月間（１２月）行事
石原良純×沖永優子「不都合な真実」
トーク＆講演会

12月2日 山口県立大学　桜圃会館

山口県地球温暖化防止活動推進センターでは、12月の地
球温暖化防止月間記念行事として、気象予報士でタレント
の石原良純氏をお迎えして、「不都合な真実」トーク＆講
演会を開催します。
詳細は、http://www.yobou.or.jp/yccca

山口県地球温暖化防止活動推進
センター

山口県地球温暖化防止活動
推進センター（財団法人山口
県予防保健協会）
083-933-0018

山口県地球温暖化防止活動推進員研
修
（地域別普及啓発実践研修その4～持
続可能な活動に向けて～）

12月7,8日 山口県セミナーパーク
よりよい推進員活動を継続していくために、地域協議会や
活動団体の設立等を含めた推進員・行政・センター間の
連携方法等について研修を行ないます。

山口県地球温暖化防止活動推進
センター

山口県地球温暖化防止活動
推進センター（財団法人山口
県予防保健協会）
083-933-0018

第4回地球温暖化防止フォーラム 12月1日 西予市宇和文化会館
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/060ka
nkyou/00007268050929/katudo/index.html

愛媛県センター
愛媛県地球温暖化防止活動
推進センター　089-989-1068

第５回地球温暖化防止フォーラム 12月9日 新居浜市市民文化センター 同上 同上 同上

地球温暖化防止フォーラム 12月23日
こうち男女共同参画セン
ターソーレ３F大会議室

地球温暖化による海面上昇により、水没の危機を瀕する
島国ツバルの写真を取り続けている遠藤秀一さんの講演
ほか。

環境の杜こうち
（高知県地球温暖化防止活動推進
センター）

環境活動支援センターえこら
ぼ
088-802-2201

我慢じゃないよ！省エネフェアー 12月17日～23日
こうち男女共同参画セン
ターソーレ１F

高知版省エネ家電普及診断プログラムを使った省エネ相
談所の開設と温暖化防止パネル展

環境の杜こうち
（高知県地球温暖化防止活動推進
センター）

環境活動支援センターえこら
ぼ
088-802-2201

キャンドルナイト 12月22日 未定 環境活動支援センターえこらぼ
環境活動支援センターえこら
ぼ
088-802-2201

エネルギーと地球環境・子どもサミット 12月15日 高知市帯屋町筋商店街
子ども達のエネルギー・環境教育の成果発表や科学教室
の開催

高知大学エネルギー環境教育研
究会
高知工科大学エネルギー科学教
育研究会

高知大学エネルギー環境教
育研究会
088-844-8428
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都道府県地球温暖化防止活動推進センター等による１２月の地球温暖化防止月間の行事一覧

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

KAGAWAラブアース･フェスタ
「キャンドルナイトファンタジー」

12月22日

12月23日

サンポート高松

高松中央商店街

キャンドルを使ったオブジェの展示審査、コンサートなどの
ほか、ろうそくのイラストレーション、商店街一帯でのキャ
ンドル点灯を行い、スローライフを呼びかけます。
http://blog.canpan.info/kccca/archive/3

キャンドルナイト・ファンタジー実行
委員会（構成：香川県、経済団体、
環境団体、その他各種団体等）
【共催】香川県地球温暖化防止活
動推進センター（(財)香川県環境保
全公社）、エコライフかがわ推進会
議

香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215

KAGAWAラブアース・フェスタ講演会 12月23日 かがわ国際会議場

清掃登山をはじめとする環境活動に積極的に取り組み、
テレビなどでもおなじみのアルピニスト野口健さんをお迎
えして、講演会を開催します。 より多くの方に地球温暖化
問題を考えていただくきっかけとします。
http://blog.canpan.info/kccca/archive/10
（香川県地球温暖化防止活動推進センター開設記念事
業）

香川県地球温暖化防止活動推進
センター（(財)香川県環境保全公
社）、香川県

香川県地球温暖化防止活動
推進センター
087-822-2822
香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215

KAGAWAラブアース･フェスタ
「ストップ温暖化。地球を想うくらし」展

12月22日～23日
サンポートホール高松
コミュニケーションプラザ

地球温暖化と関係して起こっている現象や、県内で実施さ
れている温暖化対策の取組み等を紹介するパネルを制作
し、展示会を行います。地球温暖化防止と再生可能エネ
ルギーの普及啓発のために生まれたキャラクター「そらべ
あ」の絵本のパネル展示等を実施します。
http://blog.canpan.info/kccca/archive/3
（香川県地球温暖化防止活動推進センター開設記念事
業）

香川県地球温暖化防止活動推進
センター（(財)香川県環境保全公
社）、香川県
【共催】エコライフかがわ推進会議

香川県地球温暖化防止活動
推進センター
087-822-2822
香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215

福
岡
県
セ
ン
タ
ー

環境フェスタinみやま １９年１２月１６日（日）
みやま市瀬高公民館　TEL
0944-62-5201

ゴミ問題やリサイクルの問題、地球温暖化問題どれも私
たちの身近な問題です。かんきょうについて私たち自身が
考え、実行するときが来ています。環境フェアinみやまに
参加してみませんか。入場料は無料です。

主催：福岡県、柳川市、みやま市
後援：柳川・みやま地区環境衛生
組合連合会

福岡県山門保健環境事務所

環境課　0944-72-2163

地球温暖化防止月間街頭啓発キャンペー12月15日 熊本市新市街通り

地球温暖化防止月間において、若い年代、家族などの一
般県民を対象に啓発資材の配付やパネル展示等を行い、
温暖化某ｈしに関する県民の意識の高揚を図ると共に、
熊本環境祭にて採択されたくまもと県民行動宣言の沿っ
て具体的な行動を起こすよう啓発を行う。また１２月の
様々な取り組みとの連携を図る。

ＮＰＯ法人くまもと温暖化対策セン
ター

ＮＰＯ法人くまもと温暖化対策
センター事務局０９６－３５６－４
８４０

廃油キャンドル作り １２月２，８日
託麻市民センター・熊本市
シャワー通り

街頭啓発キャンペーンに向けて、各団体、学生・事業者の
協力を得てキャンペーン時に配付するキャンドルを事業者
や行政の協力を得て、廃油を再利用して作成する。

ＮＰＯ法人くまもと温暖化対策セン
ター

ＮＰＯ法人くまもと温暖化対策
センター事務局０９６－３５６－４
８４０

省エネ家電普及キャンペーン １１月～１月 くまもと県内
省エネ家電の普及のため、県内の家電販売組合と協力し
てキャンペーンを行う。

ＮＰＯ法人くまもと温暖化対策セン
ター

ＮＰＯ法人くまもと温暖化対策
センター事務局０９６－３５６－４
８４０

キャンドルナイト　ＩＮ　熊本 12月23日 くまもと県内 県内各地で行われるキャンペーンを繋げて広報していく。
ＮＰＯ法人くまもと温暖化対策セン
ター

ＮＰＯ法人くまもと温暖化対策
センター事務局０９６－３５６－４
８４０
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都道府県地球温暖化防止活動推進センター等による１２月の地球温暖化防止月間の行事一覧

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

小水力利用シンポジウム～農業用水を
活かして農村をエネルギー基地に～

12月1日
大分ひた農協天瀬支店２F
大研修室

既存小河川水路を利用する小規模水力発電に、農山村
の未利用資源活用として注目する。日本の農業用水路
は、世界に誇る豊富な水資源であり、クリーンエネルギー
の宝庫であって、農業も環境負荷低減のためにクリーンエ
ネルギーを導入することが日本農業の魅力や付加価値を
高める事に繋がる。

全国小水力利用推進協議会
ひた市民環境会議エネルギー部会
ＮＰＯ九州・自然エネルギー推進ネットワー
ク

ひた市民環境会議エネル
ギー部会/甲斐（携帯０９０－
３８８３－１９２７）

地球環境市民学校「環境NGO活動
入門講座」

12月2日
大分県消費生活・男女共同
参画プラザ（アイネス）

環境NGO活動に関心があり、ボランティアをしたいという
想いを持ちながらも活動に踏み込めない方に、先進的活
動の展開や実際の活動現場を学んでもらい、環境NGO活
動参加のきっかけとなる機会を提供する。

主催：（独）環境再生保全機構
企画･運営：NPO法人環境市民
共同運営：NPO法人地域環境ネットワー
ク

NPO法人地域環境ネットワー
ク
050-7548-6795

シンポジュウム　「温泉でつながる地域
のきずな」

12月2日
立命館アジア太平洋大学
ミレニアムホール

大分県立別府青山高等学校の生徒と立命館アジア太平
洋大学の学生による別府の共同温泉調査「共同温泉の古
きよき快適さを知る」の研究発表を行い、その結果を踏ま
え、有識者を交えたシンポジウムを開催する。別府の温泉
資源を持続的に維持管理するための人材育成を目的とす
る。

別府湯快倶楽部（立命館アジア
太平洋大学登録イベント団体）
共催：ONSENツーリズム研究会

別府湯快倶楽部（APUイベン
ト団体）担当：吉田　啓（APU
４回生）
E-mail：hirayo04@apu.ac.jp

一村一品知恵の環づくり事業「どんげか
すっど！温暖化」宮崎県代表選考会 12月2日（日） 宮崎県立図書館

一村一品知恵の環づくり事業「どんげかすっど！温暖化」
宮崎県代表選考会を実施。最終候補者５団体のプレゼン
テーションと、記念講演会を実施。演題は「自給自足の日
本へ」講師　武田邦彦氏　中部大学総合工学研究助教
授。講演会終了後、温暖化ポスターコンテスト表彰式と一
村一品知恵の環づくり事業「どんげかすっど！温暖化」宮
崎県代表発表を行います。

宮崎県地球温暖化防止活動推進
センター

同左
0985-60-3911
http://www.mc3a.org

地球温暖化防止活動推進フェスティバ
ル「みんなで止めよう温暖化」

12月8日（土）～9日（日）
宮崎市・生目の杜運動公
園・はんぴドーム

宮崎市と共催で、「自然の恵みを次世代に引き継ぐ快適
環境都市・・・みやざき・・・」をめざし、市民・事業者・ＮＰＯ・
市民団体・行政がお互いの理解と協力のもと一体となって
地球温暖化防止、循環型社会の構築など環境活動に積
極的に取り組むための契機とするためのイベント開催しま
す。

宮崎県地球温暖化防止活動推進
センター

同左
0985-60-3911
http://www.mc3a.org

ブラック・イルミネーション2008
消灯キャンペーン

12月22日（土）午後8時～10時宮崎県内
クリスマス前の冬至の日に、県下一斉で消灯キャンペーン
を実施。

宮崎県地球温暖化防止活動推進
センター

同左
0985-60-3911
http://www.mc3a.org

岩合光昭氏写真展 12月5日～24日
かごしま県民交流センター6
階
生命と環境の学習館

ホッキョクグマは、絶滅のおそれのある野生動物として
「レッドリスト」に挙げられるなど、危機に瀕しています。動
物写真家岩合氏は、温暖化の現象が顕在化しつつまる、
カナダハドソン湾付近に生息するホッキョクグマなど野生
動物を撮影しました。この機会に、ぜひご覧下さい。

鹿児島県地球温暖化防止活動推
進センター

０９９－８０５－０１５８

みつろうロウソクとキャンドルフォルダー
づくり

12月15日
12月22日

かごしま県民交流センター6
階
生命と環境の学習館

みつばちについて学習しながら、みつろうロウソクとキャン
ドルフォルダーを作成します。同時に温暖化についての冊
子や作成したみつろうロウソクを使用してキャンドルナイト
への参加呼びかけを行います。
http://www.inochi-kankyou.jp/event/index.html

生命と環境の学習館
鹿児島県地球温暖化防止活動推
進センター

生命と環境の学習館
099-221-6608
県センター
099-805－0158

予定：かごしまキャンドルナイト2007（冬
至）

12月22日 未定
鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター
http://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/index.html

鹿児島県地球温暖化防止活動推
進センター

０９９－８０５－０１５８
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省エネ住宅シンポジウム
「涼しく長持ち沖縄ロハスの家」
～亜熱帯沖縄に最適な住宅とは～

12/1
１４：00－１７：00

沖縄コンベンションセンター
会議棟B1

【基調講演】　　14：10　～　15：30
　（１）環境にやさしく快適な住まいで地球温暖化対策
　　　　講師：　慶応義塾大学理工学部教授　伊香賀　俊治
氏
　（２）沖縄の住宅様式の特徴と温暖化防止対策の方向性
　　　　講師：　琉球大学名誉教授　福島　駿介氏
【パネルディスカッション】　15：30～　16：30
テーマ：　沖縄型の省エネ住宅とはなにか
コーディネーター：
　沖縄振興開発金融公庫　住宅融資班　課長　山田　一
夫氏
パネリスト：
　慶応義塾大学理工学部教授　伊香賀　俊治氏
　琉球大学名誉教授　福島　駿介氏
　琉球大学名誉教授　鈴木　雅夫氏
　社団法人沖縄県建築設計事務所協会　理事　長谷部
廣氏

気候アクションセンターおきなわ
http://blog.canpan.info/okica/
HP:　http://www.okica.or.jp/

担当：キャロル、若林
098-945-2686
okikiko@ii-okinawa.ne.jp

エコドライブ講習会
12/9
13：00-16：30

琉球大学　講内

車社会、沖縄。自動車は移動手段として生活の一部と
なっています。だったらせめてエコドライブで、環境負荷を
減らしませんか？「エコドライブって？」耳にするけど実践
方法がわからないあなたに是非参加してほしい講習会で
す。
http://blog.canpan.info/okica/

気候アクションセンターおきなわ
http://blog.canpan.info/okica/
HP:　http://www.okica.or.jp/

担当：渡嘉敷
098-945-2686
okikiko@ii-okinawa.ne.jp
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