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気候変動の影響と適応に関するセミ
ナー（仮題）

12月8日（金） とかち館　金枝の間 調整中
環境省北海道地方環境事務所、
北海道、公益財団法人北海道環
境財団、他

日本エヌ・ユー・エス株式会
社
TEL：03-5925-6740

ニセコ　エコナイトカフェ (第4夜)
12月14日（木）
　19:00～21:00（予定）

ニセコ中央倉庫群
旧でんぷん工場

道民にとって冬を如何に暖かく、省エネ・省CO2で暮らす
かが誰もが関心のある事柄です。そこで今回は、“薪”ス
トーブの魅力や賢い使い方のお話と、自然の力を利用し
た住宅や暮らし方の知恵についてのお話をお聞きしま
す。このほか、“温活”料理として芋団子汁やホットジン
ジャーティーの試食も行い、体の中かから温まる体験をし
ていただきます。

ニセコエコナイトカフェコンソーシア
ム（ニセコ町、公益財団法人北海
道環境財団）

ニセコ町役場企画環境課環
境モデル都市推進係
TEL：0136-44-2121

気候変動の影響と適応に関するセミ
ナー（仮題）

12月15日（金）
ACU-A（アスティ45）16F
大研修室1606

調整中
環境省北海道地方環境事務所、
北海道、公益財団法人北海道環
境財団、他

日本エヌ・ユー・エス株式会
社
TEL：03-5925-6740

地球温暖化ふせぎ隊出張教室
12月25日（月）
　10:00～11:30

当別子どもプレイハウス
　（当別町立当別小学校
内）

児童館来館児童を対象に環境教育プログラムを実施しま
す。事前に、児童館内でのもったいない探し、もったいな
いをなくす取組みを行った後、出張教室を行い地球の歴
史、地球温暖化の影響、温暖化を防ぐために出来るこ
と、児童館での取り組み内容発表などを行う予定。

当別子どもプレイハウス、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
TEL：011-218-7811

地球温暖化ふせぎ隊出張教室
12月25日（月）
　13:30～15:00

西当別子どもプレイハウス
（当別町立西当別小学校
内）

児童館来館児童を対象に環境教育プログラムを実施しま
す。事前に、児童館内でのもったいない探し、もったいな
いをなくす取組みを行った後、出張教室を行い地球の歴
史、地球温暖化の影響、温暖化を防ぐために出来るこ
と、児童館での取り組み内容発表などを行う予定。

西当別子どもプレイハウス、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
TEL：011-218-7811

青
森
市

第7回青森市環境フェア2017 12月17日（日）
青森市文化観光交流施設
ねぶたの家「ワ・ラッセ」

「見る！感じる！エコな生活は地球を救う」〜小さな変化
が未来をつくる〜をテーマに、展示や体験を通して持続
発展可能な未来を考えるイベント。青森市の環境保全活
動団体表彰や事例発表も行う。

青森市
（第７回青森市環境フェア2017実
行委員会）

青森市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：017-721-2480

夢灯りキャンドルナイト 12月16日（土）
いわて県民情報交流セン
ター・アイーナ

「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！
どなたでも参加できるイベントです。

岩手県地球温暖化防止活動推進
センター
（共催：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：019-606-1752

平成29年度省エネ節電キャンペーン
＃いわてウォームシェアスポットにおで
かけしよう

12月予定
岩手県内の登録ウォーム
シエアスポット

家庭の省エネを応援するため県内の公共施設、民間施
設などにウォームシエアスポットとして登録してもらい、み
んなで出かけて楽しくエネルギーの節約に努めよう、とい
うキャンペーンです。

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

クリスマス☆リサイクル工作講座 12月9日（土）
平泉文化遺産センター研
修室

一度使ったローソクがカラフルでかわいいキャンドルに変
身！
いわてウォームシエアスポットでぬぐたまりながら、楽しく
作品をつくりましょう！
子どもから大人までどなたでも参加できます。

岩手県環境学習交流センター

環境学習交流センター
岩手県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：019-606-1752

岩
手
県

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
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環境フォーラムせんだい2017
12月10日（日）
　10:00～15:00

せんだいメディアテーク
　　（1F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。来場者の皆さ
まが楽しく学び、環境のことを考え、環境を思いやった行
動をするきっかけをつくりたい。そんな思いで、さまざまな
展示や体験、クイズなどを用意しています。

FEEL Sendai（杜の都の市民環境
教育・学習推進会議）
※MELON（宮城県センター）が実
行委員に入っている

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

エコチャレンジフェスタ
inカメイアリーナ仙台2017

12月17日（日)
カメイアリーナ仙台
　　　（仙台市体育館）

仙台市のプロバスケットボールチーム「仙台89ERS」の
ホームゲーム会場にて、地球温暖化を啓発するブース出
展やエコスクールを開催する。

宮城県
※MELON（宮城県センター）がイ
ベント運営団体

ストップ温暖化センターみや
ぎ
TEL：022-301-9145

秋
田
県

秋田のポテンシャルを活かした地球温
暖化対策セミナー

12月9日（土）
秋田市文化会館
　　5階第7会議室

本業務では、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の
重要性について多くの人に伝え、さらに個人・団体の交
流と連携の推進を図り、輪を広げ、つないでいくことを目
的としたセミナー

東北地方環境事務所
特定非営利活動法人
環境あきた県民フォーラム
TEL：018-839-8309

地球温暖化防止月間
　COOL CHOICEな「うちエコＷＥＥＫ」

12月11日（月）
　　　～12月15日（金）

秋田市役所1F
　　市民ホール

各家庭の年間エネルギー使用量や光熱費などの情報を
もとに、ライフスタイルに応じた省CO2対策を提案する「う
ちエコ診断」診断会を開催。

秋田市オリジナルECO切手デザイン展
12月11日（月）
　　　～12月15日（金）

秋田市役所1F
　　市民ホール

温暖化防止や環境保全の啓発を目的とした「秋田市オリ
ジナルECO切手」のデザインを秋田市民から募集し、選
考された優秀作品の表彰式、展示会を開催。

秋田市環境写真展
　「ふるさとの自然を守る、つなぐ」

12月11日（月）
　　　～12月15日（金）

秋田市役所1F
　　市民ホール

11月に開催した自然体験型写真講座「秋の彩りを撮影し
よう」の作品を展示し、温暖化防止・自然環境保護を呼び
かける環境写真展を開催。

住宅省エネルギー技術講習会 12月3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9日（日） 上山駅
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

エコ住宅基礎講座 12月2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

エコ住宅バスツアー 12月10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

最新！省エネ住宅セミナー（仮称） 12月15日（金） 山形市内
省エネ住宅について、ヨーロッパでの事例などについて
の講演会を開催します。

山形県省エネ木造住宅推進協議
会

関
東
地
域

関東ブロックCOOLCHOICE共同アピー
ル

12月中

関東地域全体（茨城県、栃
木県、群馬県、埼玉県、千
葉県、東京都、神奈川県、
新潟県、山梨県、静岡県）

関東ブロック１５の地球温暖化防止活動推進センター※
が、関東地方環境事務所と連携し、2030年CO2 26%削減
を目指したCOOL　CHOICE共同アピールを行うもので
す。
12月の温暖化防止月間中に、関東地域内で一斉に
COOL CHOICEの情報発信をすることで、地域センターを
中心として各地域からのCOOL CHOICEの認知度向上と
取組の推進を目指します。
※茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県、川口市、
熊谷市、八王子市、川崎市、浜松市

－
※関東ブロックの各地域の関連し
たイベント等については以下をご
覧ください。

－
※関東ブロックの各地域の
関連したイベント等について
は以下をご覧ください。

秋
田
市

秋田市地球温暖化防止活動推進
センター

秋田市地球温暖化防止活動
推進センター（あきた地球環
境会議）
TEL：018-874-8548
E-mail：
info_ceea@ceeakita.org

山
形
県

環境ネットやまがた
TEL：023-679-3340

宮
城
県
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チームKANTO
COOLCHOICEアピール　キックオフ

12月1日（金）
栃木県保健環境センター
学習コーナー

COOL CHOICEの認知度向上と取組の推進を目指すア
ピールのキックオフを，キャラクターを使って実施します。

クリスマスはキャンドルを灯して！ 12月22日（金） WEB等
12月22日冬至に，家庭でのクリスマスパーティ等の際，
電気を消してキャンドルなどで過ごす呼びかけを行いま
す。

第2回 CoolChoice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1日（金） 群馬県生涯学習センター

昨年に引き続き、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
フォーラムを開催します。

みんなの乗りもの考え隊 12月11日（月）
群馬県地球温暖化防止活
動推進センター

地域の鉄道やバスなどの利用促進につながるよう、自由
な意見交換をする場です。

埼
玉
県

第8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2日（土）
　10:00～16:30

獨協大学　天野貞祐記念
館、創立50周年記念館、他

10:00～10:15　挨拶、来賓挨拶
10:15～11:30　基調講演「エコツーリズム　心おどる里山
の旅」
　　　　　　　　　　　講師　犬井　正氏（獨協大学学長・経済
学部国際環境経済学科教授）
11:30～13:00　昼食、パネル展示
13:00～16:30　分科会
　　　・明日から出来る家庭の省エネ術
　　　・環境経営の今・これから
　　　・川の国　埼玉の実現に向けて
　　　・ふるさとの自然を未来に残そう
　　　・あなたと解決　大学生が感じた課題
　　　・緑と農のまちづくり
　　　・（ｵﾌﾟｼｮﾝ）学生の力で川をきれいにしよう
17:00～交流会

http://www.kannet-
sai.org/about/activities/2017/1202.html

主催　第8回低炭素まちづくり
フォーラムin埼玉実行委員会

共催　獨協大学環境共生研究所、
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、草加市

埼玉県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：048-749-1217

節電・省エネ相談コーナー開設 12月8日（金） 熊谷市役所本庁1Ｆロビー 各種資料や家庭の省エネアンケートを活用した対面相談
熊谷市地球温暖化防止活動推進
センター

エコプロ展
12月7日（木）
　　　～9日（土）

東京ビッグサイト
エコプロ2017
～環境とエネルギ―の未来展のなかで、　生ゴミ減量化
をめざしたダンボールコンポストの活用を紹介

（一社）産業環境管理協会、日本
経済新聞社

茨城県地球温暖化防止活動推進員と
の交流（予定）

12月20日（水）
熊谷市地球温暖化防止活
動推進センター

茨城県推進員、ＮＴＴ関東ブロックCSRご担当者様との交
流および熊谷市内エコ事業所の視察

熊谷市地球温暖化防止活動推進
センター、茨城県地球温暖化防止
活動推進センター

12月1日（金）
　　　～12月11日（月）

八王子駅南口総合事務所

12月12日（火）
　　　～12月22日（金）

八王子市役所本庁１階

地球温暖化防止普及啓発イベント 12月17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「環境問題」に造詣の深い著名人を招いて、講演会
を開催しています。本年度は、俳優で気象予報士の石原
良純氏が講演します。

八
王
子
市

クールセンター八王子展

熊
谷
市

熊谷市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：048－536－0557

栃
木
県

群
馬
県

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）は活動を開始して２年、まだ市民への知名
度は低いため、温暖化防止の普及啓発を図る活動と合
わせ、広く市民に知ってもらうために、センター紹介の展

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

群馬県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：027-237-1103

群馬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

栃木県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：028-673-9101
E-mail：stochi@tochieco.jp
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神
奈
川
県

かながわクールチョイス普及促進コー
ナー

12月15日（金）
　　　～12月28日（木）

かながわ県民センターロ
ビー

県民が多く利用する「県民センター」の１階ロビーにクー
ルチョイスの普及コーナーを設け、ＤＶＤ及びポスター・チ
ラシを用い、来館者を対象として賛同署名を募る。

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

月間テーマ展示
12月1日（金）
　　　～12月27日（水）

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

かわさき環境フォーラム(第5回)
12月16日（土）
　10:30～15:30

「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/

COOL CHOICEセミナー
「電気自動車を巡る世界の動向と日産
自動車の取組み」
　日産自動車株式会社　永澤 実 氏

12月16日（土）
　13:00～14:30

電気自動車に関する世界の動向と日産自動車と取組み
に関する講演。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/coolchoice/pdf/2017
1216_coolchoice.pdf

映画「0円キッチン」上映会
12月16日（土）
　10:30～、15:15～

食料廃棄の問題に着目したエンタメ・ロードムービーを上
映。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

明日からすぐに使える！
　　　　省エネライフの知恵

12月14日（木）
　13:30～16:00

山梨県立図書館

一般財団法人・省エネルギーセンターより講師をお迎え
して、知っているようで知らない、省エネライフの最新情
報を講習していただく。参加者同士の取り組むを紹介す
る交流会も行う

国際こども環境絵画展
12月21日（木）
　　　～1月中旬

山梨県立八ヶ岳自然ふれ
あいセンター

花王国際こども環境絵画コンテストにて、入賞した過去の
作品を集めた絵画展を開催。世界の子どもが地球につい
て、今、何を感じ何を希望しているのか、絵を通して考え
ていただけるイベント

人と環境すっきり昭和
　　自主企画　「環境講演会、演奏会」

12月9日（土） 昭和町地域交流センター
地域温暖化防止、環境美化を目的とした活動の大切さを
伝える講演会と、「甲斐市敷島吹奏楽団」の音楽を聴く事
を通して環境を考える機会を作る

人と環境すっきり昭和

平成29年度地球温暖化防止コミュニ
ケーター交流会（東部会場）

12月17日（火）
ピコ21
コミュニティホールホール２
F

地球温暖化防止コミュニケーターの皆様との情報交流等
を通じて課題やニーズを引き出し、県内の温暖化対策の
一層の推進を図るため、県内3箇所で交流会を行いま
す。
※1箇所は11月中に開催

平成29年度地球温暖化防止コミュニ
ケーター交流会（中部会場）

12月17日（火）
ふじのくに地球環境史
ミュージアム2階講堂

地球温暖化防止コミュニケーターの皆様との情報交流等
を通じて課題やニーズを引き出し、県内の温暖化対策の
一層の推進を図るため、県内3箇所で交流会を行いま
す。
※1箇所は11月中に開催

「COOL CHOICE」　PRキャンペーン　in
ラグビートップリーグ

12月24日（火） ヤマハスタジアム
ラグビートップリーグのヤマハ発動機対パナソニックの試
合会場にて、COOL　CHOICEのPRと、サポーターに
COOL　CHOICE宣言を案内します。

浜
松
市

浜松市ウォームシェア
12月1日
　　　～3月末

市内全域
それぞれが暖房を使うのではなく、みんなでひとつの部
屋、場所に集まることでエネルギーを節約する新しい省
エネスタイル「ウォームシェア」に取り組んでいます。

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
TEL：053-485-2021

山
梨
県

山梨県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：0551-48-8011

山梨県地球温暖化防止活動推進
センター

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）

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
E-mail：office@kwccca.com

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）

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
E-mail：renkei@sccca.net

静岡県地球温暖化防止活動推進
センター
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長
野
県
・
長
野
市

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
民を対象に頒布会を開催する。

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

三
重
県

みえ環境フェア2017 12月10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2017」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

大津でもっと再生可能エネルギーを
増やそう

12月17日（日）
明日都浜大津
　　ふれあいプラザ

教室式講座
　（１）住宅用太陽光発電はエネルギー自給自足時代へ
　（２）持ち運びもできる、身近で安価な太陽光パネルの
活用
　（３）照明LED化など家庭の身近な省エネ対策

大津市
（実施団体：大津市センター）

三方よしエコフェア2017（出展） 12月9日（土） ピアザ淡海
出展（パネル展示、チラシ配布）
　（１）家庭の省エネ：照明LED化による節電効果
　（２）環境マネジメントシステム（KES)の紹介

滋賀グリーン購入ネットワーク

これからの家庭ごみ利活用を考えるシ
ンポジウム

12月10日（日） 大津市和邇文化センター
シンポジウム
　（１）生ごみ堆肥化循環システムの活動報告
　（２）パネルディスカッション「これからの循環型社会」

NPO法人おおつ環境フォーラム
（大津市センター指定団体）

兵
庫
県

さかなクンによる海と環境を学ぶ事業
（仮題）ギョギョギョッ！
　　　　 ウォッとびっくり！！魚のわ（環）

12月17日（日） ラッセホール
お魚の不思議や環境問題のお話
東京海洋大学名誉博士　さかなクン

（公財）ひょうご環境創造協会
総務企画課
TEL：078-735-2737

奈
良
県

第5回地球環境保全活動団体交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　「匠の環」

12月19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
TEL：0742-49-6730

和
歌
山
県

おもしろ環境まつり 12月2日（土） 和歌山ビッグウエーブ
おもしろ環境まつり専用サイト
https://wenet.info/ok/

おもしろ環境まつり実行委員会
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
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5日（火）
　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。

うちエコ診断
  in 子育て支援センター

①12月13日（水）

②12月16日（土）

①たまゆつどいの広場
　（松江市玉湯町）
②おもちゃの広場
　（松江市白潟本町）

支援センターを利用する子育て世代を対象に、おうちの
エコに役立つ「うちエコ診断」を行います。

島
根
県

大
津
市

大津市地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：077-526-7545

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
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アースキーパーのつどい2017 12月16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

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

アスエコ展示「地球温暖化防止展」
12月4日（月）
　　　～12月28日（木）

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

身の周りで発生している気候変動（温暖化）と温室効果
ガスに関する取り組み（「緩和策」と「適応策」）を紹介す
る展示を行い、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

徳
島
県

アースパレード2017 ｉｎ とくしま 12月10日(日） 徳島駅周辺
地球温暖化や食品ロス、エシカル消費の普及啓発を行う
ため、地球温暖化防止月間にあわせパレードを実施す
る。

徳島県地球温暖化防止活動推進
センター、とくしま環境県民会議、
徳島県

徳島県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：088-678-6091

気候変動講演会inかがわ 12月17日（日）

「市民交流プラザIKODE瓦
町」瓦町健康ステーション
大会議室（高松市常磐町
一丁目3番地1 瓦町FLAG8
階）

パリ協定発効以降のCOP22・23の最新情報や、香川県
の気候変動を紹介し、地球温暖化対策に必要とされてい
る、「緩和策」と「適応策」について考える。

気象庁高松地方気象台、環境省
中国四国地方環境事務所高松事
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
（（公財）香川県環境保全公社）

香川県環境森林部環境政策
課
地球温暖化対策グループ
TEL：087-832-3215

COOL CHOICE普及啓発パネル展

※例年、「ストップ！地球温暖化展」の
名前で報告している行事です。

12月20日（水）
　　　～12月24日（日）

「市民交流プラザIKODE瓦
町」（高松市常磐町一丁目
3番地1 瓦町FLAG8階）

例年開催している「ストップ！地球温暖化展」を拡充する
形で、これまでの内容に加えて、COOL CHOICEの普及
啓発を行う。
・次世代自動車、省エネ住宅、エコドライブなどCOOL
CHOICEに関する普及啓発パネルの展示
・宅配便の再配達防止の啓発、宅配ボックスの展示　な
ど

高松市
協力：香川県地球温暖化防止活
動推進センター、ほか

高松市地球温暖化対策室
TEL：087-839-2394

長
崎
県

学童クラブ環境学習会 12月25日（月）
浦桑たけのこ学童クラブ
長崎県南松浦郡新上五島
町浦桑郷725-3

公演：エコ寸劇を通じて地球温暖化の現状について学
び、未来に向かって行動とクールチョイス宣言を行う。
内容：自分達ができる環境行動（省エネ・節電等）につい
て考える。

上五島地区地球温暖化防止
活動推進員

長崎県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：095-820-4868

エコクッキング
12月9日(土）
　10:30～12:30

させぼエコプラザ調理室
いつもは捨ててしまう野菜の葉・茎や、冷蔵庫にある余り
ものを工夫しながら、光熱費削減を意識した調理法講座

リサイクル講座
12月9日(土）
　13:00～15:30

させぼエコプラザ工房
タンスの奥に眠っている着物や、古布等を使っての小物
づくりの中で、ゴミ削減を推進する講座

かえっこバザール
12月16日(土）
　10:00～14:30

させぼエコプラザ
　　　図書コーナー

要らなくなったおもちゃを利用して、子どもの様々な活動
を促す為の遊びのツール。かえるポイントと呼ばれる世
界共通の子ども通貨で、遊ばなくなったおもちゃ等を子ど
も同士で循環させる仕組みの買い物遊び

岡
山
県

佐
世
保
市

香
川
県

岡山県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL：086-224-7272

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」

佐世保市地球温暖化防止活
動推進センター
TEL：0956-25-0055
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大
分
県

おおいた地球温暖化防止推進大会
2017

12月19日（火）
大分市コンパルホール
　　　多目的ホール

おおいた低炭素杯2017、おおいた家庭の省エネ大賞表
彰式、おおいた低炭素杯2017受賞者による事例発表
講演　イオン株式会社　グループ環境・社会貢献部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部長　金丸治
子
演題　「持続可能な社会の実現を目指して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　～イオンの取り組み～」（仮
題）

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

温暖化防止月間　地球温暖化対策セミ
ナー

12月12日（火）

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します。本年度
は、『地球温暖化と家庭における省エネ』に主眼をおき、
基調講演は「今日からできる、省エネのポイント」と題して
環境カウンセラー林　真美氏。事例発表は、企業の取組
として「省エネで地球温暖化対策と経費削減」一般社団
法人グリーン省エネ推進センター」理事　岐部貴美子氏。
家庭の取組として「各家庭のオーダーメードの温暖化対
策」うちエコ診断士　柳井田　浩子氏の事例発表を行いま
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
共催：鹿児島県

(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
TEL：0992-284-6013

「グリーン日記コンテスト」活動発表会 12月23日(土）

小中学生を対象に、夏休の自由研究の位置付で地球温
暖化を学習し、夏休に家庭内のエコチェックや省エネに
取り組んで、環境家計簿をつけていただき、省エネ優良
者の活動発表を行い、表彰します。

（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

鹿児島県地球温暖化防止活
動推進センター
TEL：0992-284-6013

鹿
児
島
県

かごしま県民交流センター
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