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北海道WARM BIZプロジェクト2006 11月～3月 札幌市、旭川市、他 http://www.warmbiz-hokkaido.net

北海道、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）、環境省北海道地方環境事
務所、北海道地球温暖化防止活動

北海道環境財団
011-218-7881

企画展示「ピーターラビットとおんだん
かのおはなし」

12月１～11日 北海道環境サポートセンタ
ピーターラビットの世界を紹介し、地球温暖化防止を呼びか
けるミニ・パネル展を開催します。

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）

北海道環境財団
011-218-788

企画展示「省エネエコメッセ」 12月2日～1月4日 北海道環境サポートセンタ
エコなアイデアがつまったドールハウスをはじめ、「保温調
理」に関した展示、暖かくて可愛い保温グッズを展示します。

北海道グリーンファンド
北海道グリーンファンド
011-280-1870

省エネ・クリスマスクッキング 12月11日 旭川市ときわ市民ホール
省エネクッキングで簡単・美味しいクリスマス料理に挑戦しな
がら、参加者と地球温暖化防止を考える。

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）、
環境の保全と創造に関する旭川地

北海道環境財団
011-218-788

ウォービズ＆うちエコ　小エネルギー
で暖かく！あったかエコライフPart２

12月9日 江別市　浅井学園大学

幅広い年代の方々に役に立つ「暖かく着る工夫」を、ミニ
ファッションショーを交えた講演や、家庭ですぐに実践できる
暖房費節約のコツなど、楽しく寒さを乗り切るための「衣」と
「住」の一工夫を学びます。

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）、
環境省北海道地方環境事務所、え
べつ地球温暖化対策地域協議会

北海道環境財団
011-218-788

青
森
県
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キャンドルナイトinはちのへ 12月23日 エコカフェ　あずみ野
毎年恒例のキャンドルナイト。今年の冬は大人の雰囲気の
中でスローライブとともに開催します。

青森県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

青森県地球温暖化防止活動推進セ
ンター　0178-22-1507

小さなろうそく物語
（キャンドル作り）

12月10日 太白区中央市民センター http://www.melon.or.jp/melon/contents/event/1210.htm
（財）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

杜のともしびLIVE 12月14日 Zepp Sendai
http://www.melon.or.jp/melon/contents/event/candle/inde
x.htm

（財）みやぎ・環境とくらし・ネットワー
ク（MELON）

MELON事務局
022-276-5118

秋
田
県
セ
ン
タ
ー

100万人のキャンドルナイトinあきた
2006冬至

12月22日 ココラボラトリー http://www.eco-akita.org/information/index.html#03
秋田県地球温暖化防止活動推進セ
ンター （ＮＰＯ法人　環境あきた県民
フォーラム）

秋田県地球温暖化防止活動推進セ
ンターTel/Fax：018-839-8309

キャンドルナイトin鶴岡（仮） 12月22日 鶴岡市山王町商店街

山形県地球温暖化防止活動推進センターでは今年度普及
啓発・広報事業として、「キャンドルリレー」を県内で実施して
いる。その一環として、12月に鶴岡市の商店街と協力し、
キャンドルナイトを実施する。

鶴岡市山王町商店街、山形県地球
温暖化活動推進センター

山形県地球温暖化活動推進セン
ター
0237-52-3320

環境マイスター研修（自動車部門） 12月5,6日 鶴岡市
平成17年度より、信頼性の高い環境情報を提供できる店員
を養成・承認する「環境マイスター」の認定研修を行ってお
り、今年度も引き続き実施している。

日本自動車販売協会連合会山形県
支部、特定非営利活動法人環境市
民、山形県地球温暖化防止活動推
進センター

山形県地球温暖化活動推進セン
ター
0237-52-3320

宮
城
県
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ン
タ
ー

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
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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

うつくしま地球温暖化防止活動推進
員交流会

12月2日
ビッグパレットふくしま中会議室
（福島県郡山市安積町日出山字北
千保19-8）

うつくしま地球温暖化防止活動推進員の相互の情報交換、
交流を図る研修・交流会を開催します。前半は、環境先進国
スウェーデンの温暖化防止の取組みを学び、後半は８つの
分科会に分かれてテーマ毎に事例発表をしてもらい、グルー
プ活動のポイントや環境学習の進め方について意見交換を
行います。

福島県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

福島県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
024-535-9522

こども地球温暖化防止事業　表彰式・
講演会

12月25日
福島市子どもの夢を育む施設こむこ
む
（福島県福島市早稲町１－１）

小学校単位で電気・水道使用量の削減目標を定め実践する
「福島議定書」事業の優秀校と、「地球温暖化防止ポスターコ
ンクール」入賞者に対する表彰式と講演会を行います。
当日、同じ会場内で、ピーターラビットパネル展を開催しま
す。

福島県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

福島県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
024-535-9522

環境フォーラム 12月21日 茨城県立図書館

講演等により一般市民に対し地球温暖化防止の啓発を行
う。第１部は東京大学の山本良一教授の基調講演。第２部は
コーディネーターに国立環境研究所の青柳みどり氏、パネ
ラーに（株）日立製作所の渡辺孝志氏、建築研究所の桑沢
保夫氏、茨城県地球温暖化防止活動推進員の中村恵美子
氏を迎え事例発表及びパネルディスカッションを行う。（平成
１８年度環境省補助事業）

茨城県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
茨城県立図書館

茨城県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
029-248-7431

アドリングストップ運動 12月3日

常磐自動車道友部SA
イオン水戸内原ショッピングセンター
ジョイフル本田ニューポートひたちな
か店
つくばクレオスクエアキュート
ショッピングセンターチェリオ

１２月３日１２時より１時間左記の各箇所にて、駐車中の自動
車運転手を対象にアイドリングストップ運動としてアイドリン
グストップや効率的な運転方法を提案するちらし及び啓発品
を配布する。配布には主に茨城県地球温暖化防止活動推進
員があたる。（平成１８年度環境省補助事業）

茨城県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
茨城県

茨城県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
029-248-7431

地球温暖化防止パネル展示キャラバ
ン

12月～2月

大洗わくわく科学館
ショッピングセンターチェリオ
つくばクレオスクエアキュート
ミュージアムパーク茨城県自然博物
館＊
他

１２月より２月までに県内数カ所にて地球温暖化防止に関す
るパネル展示を行う。展示は茨城県地球温暖化防止活動推
進センター所有のパネル及び各地域の近隣企業や関係団
体からも協力を募り、パネルを借用し共同で展示を行う。期
間は各箇所１週間～２週間。

茨城県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
茨城県
ミュージアムパーク茨城県自然博物
館（＊のみ）

茨城県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
029-248-7431

地球温暖化防止シンポジュウム 12月21日 県立図書館

身近に出来る地球温暖化防止を考えるシンポジュウムを開
催します。当日は，「＋２℃」の著者である山本教授による講
演，研究者や推進員によるパネルディスカッションを予定して
います。

茨城県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　　　　　　　　　　　　029-248-
7431

栃
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県
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地球温暖化防止キャンペーン
『エコライフフォーラム』

12月13日
栃木県総合文化センター
サブホール

第1部講演：高橋若菜（宇都宮大学国際学部助教授）
第２部講演：桂文喬（落語家）
http://homepage3.nifty.com/tochiondan/

栃木県・とちの環県民会議・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
028-673-9101

埼
玉
セ
ン
タ
ー

12月9日（土）
産学連携支援センター埼玉３階（埼
京線北与野駅下車徒歩3分・アルー
サA館）

http://www.kannet-
sai.org/seminar/061209saitama/index.html

埼玉県地球温暖化防止活動推進セ
ンター（NPO法人環境ネットワーク埼
玉）　　　　　　　NPO法人埼玉環境カ
ウンセラー協会

環境ネットワーク埼玉
048-649-8087

神
奈
川
県
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ー

平成18年度地球温暖化防止の集い 12月17日（日） 横浜市開港記念会館

新アジェンダ21かながわの行動計画のテーマについて、
県内で実践行動するNPO、学校、企業、行政の出会い、活動
の共有、ネットワークづくりの場とする。また、当日表彰を受
けた神奈川県地球環境賞受賞団体との連携の場とする。

神奈川県地球温暖化防止活動推進
センター（かながわアジェンダ推進セ
ンター）
神奈川県
かながわ地球環境保全推進会議

神奈川県地球温暖化防止活動推進
センター（かながわアジェンダ推進セ
ンター）
045-321-7453
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静
岡
県
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ＳＴＯＰ温暖化アクションキャンペーン
ウインターイベント

１１月２５日（土）
１２～１９時

浜松市ギャラリーモール

「ＳＴＯＰ温暖化アクションキャンペーン」の参加イベントの一
つとして、こどもからおとなまで幅広い世代に地球温暖化防
止に向けたアクションを起こすことを訴える普及啓発イベント
を実施する。
≪概要≫
環境キャラクターショー、ウォームビズファッションショー、ス
トップ温暖化パフォーマンスショー、ピーターラビットパネル展

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

地球温暖化防止推進活動事業
推進員研修会

12月7日 甲府市環境センター

甲府市環境部より講師を招き研修会を行う。
タイトルは「ごみ分別と環境とのかかわり」
また、温暖化防止地域協議会を発足している
地域、計画中の地域より事例発表をしていただく。

山梨県地球温暖化防止活動
推進センター

tel&fax：055-228-3830
E-mail：field-21@plala.or.jp

運転免許センターにおける
アイドリングストップ、CO2対策
自動車の普及活動
(山梨県地域活性化促進事業補助金
対象)

12月10日・12月 19日
２日間

山梨県総合交通センター
(旧運転免許センター)

免許取得、更新に来られる方への普及啓発用のパンフレット
の配布と地球温暖化防止に関する低減対策や各種相談窓
口の設置やアンケート、エコドライブ宣言書の募集を行い、温
暖化防止の取組みへの参画等を促進する。

山梨県森林環境部

山梨県地球温暖化防止活動
推進センター

tel：055-223-1503
fax：055-223-1507
tel&fax：055-228-3830
E-mail：field-21@plala.or.jp

エコロジーな料理教室 12月5日(火) 富山県民会館６階

電気やガスを極力使わない生活を実践している県内在住の
講師に、日々の生活を紹介していただき、心豊かなエコライ
フについて伺う。また、ごみを出さない買い物の仕方や、旬の
食材を使い「地産地消」を学ぶ。

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）

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）
076-431-4607

富山県地球温暖化防止県民大会 12月16日(土) タワー１１１スカイホール
基調講演「温暖化と私たちの暮らし」気象予報士 飯島希
地球温暖化防止活動報告（とやまエコ・メイト事業結果報告、
温暖化防止クイズ、企業の取り組み）

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）
　　　　　〃

石
川
県
セ
ン
タ
ー

土曜環境サロン １２月９日、１６日
石川県広坂庁舎「県民エコステーショ
ン」

（社）いしかわ環境ポートナーシップ県民会議では、環境ＮＰ
Ｏ団体相互の情報交換を行い、互いの活性化を図るため、
サロンを開催する。もって、市民レベルの地球温暖化防止力
の向上をめざす。

（社）いしかわ環境パートナーシップ
県民会議

076-232-3991
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第11回　長野市こども環境会議 12月16日（土）
長野市若里市民文化
ホール

　次世代を担う子ども達への環境教育は、子ども達に対する
意識の高揚という効果に留まらず、大人の環境に対する意
識へと波及が期待できるものであり、環境問題の改善のため
に意義があります。
　「長野市環境こども会議」は、こどもエコクラブのメンバーを
はじめとする、環境学習や環境保全活動に取り組む子ども
達が、その成果を発表したり、交流をしたりすることを通して
環境について考える機会とするため、平成８年(1996年)から
開催しています。

長野市環境こども会議実行委員会
（長野ライオンズクラブ、国際ソロプ
チミスト長野、信州大学教育学部、長
野県環境保全協会北信支部、生活
協同組合コープながの、長野市、長
野市教育委員会）

長野市環境こども会議
実行委員会事務局
（長野市環境部
環境管理課内）
026-224-5034

オリジナルキャンドルナイト及び
手作り鉛筆の政策

キャンドルナイトへの参加

11月26日（日）

12月22日（金）

信州豊南短期大学

辰野町の各家庭

　信州たつの地球温暖化対策地域協議会では、地球温暖化
防止を出発点に新エネ・省エネ、もったいないの精神で循環
型社会形成の実現へ向け、様々な取り組みを展開していま
す。
　今回は、社団法人 辰野町青年会議所と共に、廃食油を有
効利用したキャンドルナイトへの参加を企画しました。より多
くの方に光の輪が広まることを願い、一連の制作過程とキャ
ンドルナイトのライトダウンを体験していただくことにより、地
球温暖化防止の促進を図りたいと考えております。

社団法人　辰野青年会議所
信州たつの地球温暖化対策地域協
議会

社団法人 辰野青年会議所
0266-41-4343

岐
阜
県
セ
ン
タ
ー

省エネクッキング
１２月１日（金）
１２月８日（金）

恵那市文化センター
瑞穂市総合センター

私たちにとって最も身近な「食」をテーマに、調理法やメ
ニューの工夫、地元産食材の使用を通じた省エネルギーの
実践を提案し、地球温暖化防止の意識の高揚を図る。
<テーマ>
地球に優しく、家計にも優しい　省エネクッキング　～買い物
から片づけまで～

岐阜県地球温暖化防止活動
推進センター

（財）岐阜県公衆衛生検査センター
企画課内
058-247-3105

推進員スキルアップ研修
 「推進員活動に役立つ気象情報」

12月2日 名古屋都市センター
この1年の日本の気象状況と県内の動植物の兆候をつなげ
ることにより、身近な事象に注目しながら温暖化の影響を知
るヒントを学びます。

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）

052-627-0300
担当者：奥平

交通エコロジー教室で作ったマップ展
示

12月上旬 愛知県愛知郡長久手町の児童館
学童保育所の児童が乗り物からのＣＯ２排出について学習
し、地球温暖化防止のために公共交通機関を使うことを学び
ました。成果物である交通エコロジーマップを展示します。

社団法人　環境創造研究センター
052-627-0300
担当者：川村

みんなでストップ！温暖化　第1部
きんき環境館パートナーシップフォー
ラム2006in滋賀

2006/12/3  12:30～14:00 県立琵琶湖博物館ホール

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数少ない状況
です。そこで、他の地域の事例や滋賀県内の先進事例をもと
に、パートナーシップやネットワークによる地球温暖化防止を
どうすすめていくかについて、参加者の皆さんと考えていきま
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
(担当：廣田)
TEL：06-6940-2001
FAX：06-6940-2022
E-Mail：office@kankyokan.jp
URL：http://www.kankyokan.jp

みんなでストップ！温暖化　第2部
映画上映「アイス・エイジ2」

2006/12/3　14:15～16:00 県立琵琶湖博物館ホール

http://www.ohmi.or.jp/ondanka/GWM-event.html
2万年前の氷河期(アイスエイジ)を舞台にしたアニメ映画「ア
イスエイジ2」を見ながら、子どもから大人までみんなで地球
温暖化について考えます。

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

滋賀県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
(担当：片桐、川端、初宿)
TEL：077-524-7168
FAX：077-524-7178
E-Mail：ondanka@ohmi.or.jp
URL：
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京
都
府
セ
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京都環境フェスティバル 12月9日、10日
京都府見本市会館
（パルスプラザ）

http://www.kankyofes.pref.kyoto.jp/

京都府、京と地球の共生府民会議、
京都府地球温暖化防止活動推進セ
ンター、
(財)自治総合センター

京都府センター
075-211-8895

地球温暖化防止！ＯＳＡＫＡアクショ
ン２００６（私たちに夢ある未来を！）

12月10日(日)
大阪ビジネスパークツイン２１アトリ
ウム

「地球温暖化問題を考える１日」として、トークショーや昔の日
本の生活風景から循環型社会を再発見してもらえるようにＮ
ＰＯの取組みなどをＰＲします。
・原田伸郎さんのトークショー・「現在・過去・未来昔は日本も
循環型社会！未来は・・・？」展・キリバスからのメッセージな
ど　参加費無料　　http://osaka-midori.jp/ondanka-
c/ivent/h18/ecoaction/eco2006.html

大阪府地球温暖化防止活動推進セ
ンター

大阪府地球温暖化防止活動推進セ
ンター
06-6266-1271

とよなか市民環境展２００６ 12月１日・２日
豊中市民会館
（阪急曽根駅より徒歩５分）

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

ＮＰＯ法人とよなか市民環境会議ア
ジェンダ２１
06-6863-8792

「さかいを冷やせ！タウンミーティング
２００６」－地球温暖化防止とエネル
ギー削減の地域戦略－

12月9日
堺商工会議所２階大会議室
（なかもず駅より徒歩５分）

堺市が取り組む地球温暖化対策やエネルギー削減などにつ
いて、地元住民、団体、事業者、市のパートナーシップによる
協働で取り組む「地球温暖化防止とエネルギー削減の地域
戦略」について市民を中心に具体的な戦略の方向と実践の
あり方を探ります。

NPO法人　ONE WORLD for children
堺市

NPO法人　ONE WORLD for children
072-254-2730

キャンドルナイトコンサート
（キャンドルナイトｉｎたかつき２００６
冬）

12月16日
高槻市立総合市民交流センター　８
階イベントホール
(JR高槻駅南側）

市民・団体・事業者・行政がパートナーシップによる地球温暖
化防止とエネルギー削減について多面的・具体的な地域的
取り組みを実践していくことを目的として、大阪府の「ストップ
地球温暖化デー！」、並びに高槻市の「たかつきローカルア
ジェンダ２１」推進事業として行う、「キャンドルナイトinたかつ
き２００６　冬」のイベントとして、キャンドルナイトコンサートを
催します。

たかつき環境市民会議
たかつき環境市民会議
072-675-4646

交通まちづくりフォーラムKOBE・2006
ワークショップ第２回目

平成18年12月2日（土）
１０：００～１２：３０

兵庫県民会館
神戸市中央区下山手通4-16-3

◎ワークショップ「歩いてかっこいい神戸の都心を語ろう」 環境省
（財）ひょうご環境創造協会
TEL(078)735-2738

第８５回ひょうごエコプラザ・ミニフォー
ラム　善意が引き起こす環境破壊～
ちょっと待ってケナフ！これでいいの
ビオトープ？～

平成18年12月5日（火）
１４：００～１６：００

ひょうごボランタリープラザ
セミナー室
神戸市中央区東川崎町１－１－３
神戸クリスタルタワー １０Ｆ

「善意が引き起こす環境破壊」をテーマに、「ちょっと待ってケ
ナフ！これでいいのビオトープ？」の著書もある上赤博文氏
を迎えて、環境保全活動を行ううえで配慮すべき事を考えま
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

地球温暖化防止フォーラム２００６IN
神戸

平成18年12月6日（水）
１３：００～１７：００

神戸市産業振興センター３階ホール
神戸市中央区東川崎町1-8-4

・「地球温暖化は進んでいる～ＣＯ2削減へ向けて行動を～」
をテーマに茨城大学工学部　都市システム工学科　広域水
圏環境科学教育研究センター教授　三村　信男氏による基
調講演
・夏休みこどもエコ日記表彰式
夏休みの８月に1日１つのエコアクションに取り組んでもらっ
た。
エコカレンダー「夏休みこどもエコ日記」を完成させて応募が
あった中からコンテストを行い、その結果、エコ日記大賞を１
名、努力賞を２名、特別賞を３名表彰します。
・劇場公開前映画上映：
『不都合な真実』An Inconvenient Truth

（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

省エネ住宅フェアひょうご２００６
平成18年12月9日（土）・10日（日）
１０：３０～１７：３０

神戸ハーバーランド・スペースシア
ター
神戸市中央区東川崎町1-3-3

地球温暖化防止のためのＣＯ2削減に有効な「省エネ住宅」
の普及のため、省エネ住宅・設備に関するパネル展示やイベ
ント・セミナー・相談コーナー等を設け、その取り組みを広く紹
介します。

（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

地球温暖化防止フォーラム２００６IN
尼崎

平成18年12月16日（土）
１３：３０～１５：３０

アルカイイックホール・ミニ
尼崎市昭和通2-7-16

１部：マークdeビンゴ！！　めざせ！エコキッズ！
２部：「とべ！ドードー」人形劇

兵庫県阪神南県民局
（財）ひょうご環境創造協会
TEL(078)735-2738

兵
庫
県
セ
ン
タ
ー

大
阪
府
セ
ン
タ
ー

5 / 8 ページ



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

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
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地球温暖化防止月間パネル展 １２月１１日（月）から１５日（金）
ならファミリー１階（らくだ広場）
（奈良市西大寺東町２－４－１）

（１）地球温暖化の仕組みや日常生活における温暖化防止
の取組を説明したパネルの展示
（２）地球にやさしい生活を実践する家庭「エコライフファミ
リー」の募集
（３）奈良県知事より委嘱をうけた、地球温暖化防止活動を広
めるボランティア「奈良県ストップ温暖化推進員」による地球
温暖化問題についての説明

奈良県、奈良県センター（協力）
奈良県環境政策課
0742-27-8733

岡
山
県
セ
ン
タ
ー

地球温暖化防止キャンペーン 12月1日 JR岡山駅　改札口付近

岡山県では温室効果ガス（二酸化炭素）の発生量を1990年
度に比べ6.5％削減する目標を立て、各施策を展開していま
す。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・環境省中国四国地方環境事
務所では、12月の地球温暖化防止月間にあわせて、下記の
温暖化防止キャンペーンをおこない、多くの県民の方に温暖
化防止を呼びかけることとしたい。温暖化防止キャンペーン
内容
 ①　啓発ティッシュの配布
 ②　ウォームビズチラシの配布

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
086-298-1225

風土を活かした省エネ住宅の普及促
進事業

12月2日 RKCスマイルパークⅡ 地球の未来を考えて、風土に合わせた省エネ住宅を学ぶ。 NPO法人環境の杜こうち
環境活動支援センターえこらぼ
088－802-2201

高知県地球温暖化防止活動推進員
研修

12月2日 RKCスマイルパークⅡ
省エネ住宅を見学し、暮らしにあった住宅について理解を深
める。

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

地球温暖化防止月間の取り組み 12月4～8日 こうち男女共同参画センター
地球温暖化の仕組みなどを展示し、併せて、地球温暖化防
止活動推進員たちが、来場者に温暖化防止への取り組みな
どについてアドバイスする。

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

『光熱費ゼロへのチャレンジ』
島根県地球温暖化防止活動推進員
研修
公開講演会（益田会場）

12月2日
島根県芸術文化センター
グラントワ　小ホール（益田市）

島根県地球温暖化防止活動推進員研修の一環として、企業
向けのコストダウンのプロが家庭で通用するコストダウンのコ
ツを伝授する講演会を、一般にも開放して実施します。

島根県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

（財）島根ふれあい環境財団２１
（環境推進課）
0852-32-5953

『光熱費ゼロへのチャレンジ』
島根県地球温暖化防止活動推進員
研修
公開講演会（出雲会場）

12月3日
ウェルシティ島根　牡丹の間
（出雲市）

島根県地球温暖化防止活動推進員研修の一環として、企業
向けのコストダウンのプロが家庭で通用するコストダウンのコ
ツを伝授する講演会を、一般にも開放して実施します。

島根県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

（財）島根ふれあい環境財団２１
（環境推進課）
0852-32-5953

おくぞの流！エコクッキングのススメ 12月3日 山口県立大学 講堂

地球温暖化防止の具体的な取り組みの普及を目的として、
「エコクッキング」をテーマに、特に若い主婦層から絶大な支
持を得ている家庭料理研究家の奥薗壽子（おくぞのとしこ）
氏をお迎えし、エコクッキングに関するトークショー、及び調
理を行うエコクッキングライブを行います。
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
083-933-0018

平成18年度地球温暖化防止活動推
進員等研修「実践を楽しもう～ふりか
えり～」

12月9日 山口県セミナーパーク

7月8～9日に実施した、推進員研修「実践を楽しもう～プログ
ラム習得と企画づくり～」をうけ、普及啓発活動の手法を身に
付け、自ら企画し各地のイベントで実践したことを発表し、来
年度の活動につながるように、良かった点や反省点、展望等
を話し合い、共有を図るふりかえり研修を開催します。

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
083-933-0018

子ども環境ミュージカル特別番組
12月10日
15:25～15:55

佐賀県内へオンエア

11月23日（木）に公演する「子ども環境ミュージカル 地球～Ｓ
ＯＳの彼方」の様子をメインに、出演した子どもたちの練習風
景と、エコライフの取り組みについて、ドキュメンタリー形式で
放映。

佐賀県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
㈱サガテレビ
ＮＰＯ法人ＯＳＥＮ

㈱サガテレビ
T 0952-23-9118

キャンドルナイトｉｎプラザ 12月中旬 佐賀県内の小学校
上記の子ども環境ミュージカルのＤＶＤを配布すると同時に、
子ども版環境家計簿も配布し、子どもたちへエコライフへの
取り組みを促す。

㈱サガテレビ
ＮＰＯ法人ＯＳＥＮ

㈱サガテレビ
T 0952-23-9118

キャンドルナイトｉｎプラザ 12月23日 佐賀市民活動プラザ キャンドルナイト＆コンサート
ＮＰＯ法人さが市民活動サポートセン
ター

同左
T 0952-40-2002
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国際ロータリー第2740地区
2006～2007年度　地区大会記念講演
会

12月3日 長崎ブリックホール
国際ロータリー第2740地区の大会を記念し、国際的な視野
で活躍されておられる小池百合子氏、北野大氏を講師にお
招きし、環境問題を考える講演会を開催します。

国際ロータリー第2740地区
大会事務局
095-818-2707

チーム長崎キャンペーン開始宣言 12月4日
KTN制作夕方情報番組
「できたてGopan」で放送

チーム・マイナス6％、及び地球温暖化防止活動の全国的な
盛り上がりを醸成するための地域施策として、長崎県単位で
行政・企業・各団体等が連携し、地球温暖化のための「チー
ム長崎キャンペーン」を進めてまいります。

チーム長崎

ばってんキャンドルナイト2006 12月22日 浜町アーケード入口（てつ橋）

廃油で作ったキャンドルを使って2時間余りライトアップしま
す。電灯を消して街ゆく人々にキャンドルを灯していただくと
ともに、省エネルギーやリサイクルの大切さについて普及啓
発します。

ばってんキャンドルナイト実行委員会
長崎県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

長崎県センター
095-818-3305

大分市中教研研修会 12月1日 大分市立王子中学校
ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらすの活動を通した環境問題、環
境教育などについての講演。

大分市立中学校教育研究会
環境教育部会

ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす　０９０
－８７６２－３３４４

エコスクール 12月4日 大分市立住吉保育所

保護者を対象に、保護者勉強会の一環として地球温暖化に
ついての講義を行います。講義の後半では、12月22日の
キャンドルナイトの夜に明りを灯すキャンドルを、蜜蝋を材料
にしてみんなで手づくりしたいと思います。

大分県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
大分市立住吉保育所

大分県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
050-7548-6795

（講演会） 12月6日 津久見市立青江小学校
地球温暖化で海面上昇の被害を受けている国ツバルを旅し
て感じたことや被害の現状・津久見市の森林等についての
講演。

津久見環境美化グル－プ
ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす　０９０
－８７６２－３３４４

大分県地球温暖化防止活動推進員、
同候補者研修（同時開催）

12月9日 別府市・立命館アジア太平洋大学

大分県地球温暖化防止活動推進員及び来年度から推進員
になりたい希望者に対して、地球温暖化の基礎知識としての
海外事例研究、市民活動実態の研究、情報入手及び活用方
法の習得を目的に研修会を開催する。

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
050-7548-6795

ものつくり体験「ありがとう」祭 12月10日
(大分市)オアシスひろば２１
アトリウムプラザ

ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらすは、地球の自然を守るために
「マイ箸」運動を展開中です。布で手作り箸袋を作る体験コ－
ナ－や「地球のためにできること」ト－ク等を発信します。この
イベントのテ－マは「ありがとう」。周りの環境に感謝しながら
ゆるっとものづくりを楽しみます。

ＮＰＯア－トスタジアム
協賛：ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす

ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす　０９０
－８７６２－３３４４

エコスクール 12月14日 大分市立長浜小学校

小学校4年生を対象に、総合的学習の一環として地球温暖
化についての授業を行います。授業の後半では、12月22日
のキャンドルナイトの夜に明りを灯すキャンドルを、蜜蝋を材
料にしてみんなで手づくりしたいと思います。

大分県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
大分市立長浜小学校

大分県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
050-7548-6795

「２００７九州環境教育ミ－ティングｉｎ
福岡」第３回実行委員会

１２月１５日～１６日
福岡市
ＦＥＣ福岡エコ・コミュニケーション専
門学校

平成１９年３月３日～４日に開催する「２００７九州環境教育ミ
－ティングｉｎ福岡」の準備のための第３回実行委員会を開催
します。

九州環境教育ミ－ティング実行委員
会

ＮＰＯ法人緑の工房ななぐらす　０９０
－８７６２－３３４４

地球温暖化防止について学ぶ，目か
らウロコが落ちる講座

12月1日
かごしま県民交流センター
生命と環境の学習館

最新のデータ紹介と体験型ワークショップの紹介
http://www.inochi-kankyou.jp/event/index.html

生命と環境の学習館
財団法人 鹿児島県環境技術協会
生命と環境の学習館
099-221-6608

地球にやさしいみつろうでクリスマス
キャンドルを作ろう

１２月９日，１０日
かごしま県民交流センター
生命と環境の学習館

蜜蝋を使って手作りのクリスマスキャンドルを作ります。
また，海岸でひろえるシーグラスをつかったキャンドル立ても
つくります。http://www.inochi-kankyou.jp/event/index.html

生命と環境の学習館
財団法人 鹿児島県環境技術協会
生命と環境の学習館
099-221-6609

企画コーナー「地球温暖化パネル展
示コーナー」

常設（１２月は一部展示追加）
かごしま県民交流センター
生命と環境の学習館

地球温暖化について学べるミニパネル展示とQ&Aコーナーで
す。
ふろしきやウオームビズ等についても紹介します。（予定）

生命と環境の学習館
財団法人 鹿児島県環境技術協会
生命と環境の学習館
099-221-6610
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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

（温暖化防止月間プレイベント)
エコアクション２１＆省エネセミナー

11月26日
おきなわこどもの国
ＺＯＯスクール

上記環境フェアのサイドイベント。事業者向けエコアクション２
１の説明会および省エネ家電やセンター事業に関するセミ
ナーを行う。

環金武湾地球温暖化対策推進地域
協議会
おきなわアジェンダ２１県民会議
気候アクションセンターおきなわ

〒901-1202　沖縄県南城市大里字
大里2013
（財）沖縄県公衆衛生協会 内
TEL：098-945-2686

温暖化防止　環境教育 １２／１（金） 港川小学校　４年生対象
総合学習の時間を利用した地球温暖化防止の環境教育プロ
グラム実施。ＮＧＯ　ツバルオーバービュー代表遠藤秀一氏
講演会と先生主導のワークショップ

気候アクションセンターおきなわ

〒901-1202　沖縄県南城市大里字
大里2013
（財）沖縄県公衆衛生協会 内
TEL：098-945-2684

港川小学校　ＰＴＡバザー　特別講演
会

１２／２（土）
沖縄県浦添市立
港川小学校

ＰＴＡを対象としたＮＧＯ　ツバルオーバービュー代表遠藤秀
一氏講演会

気候アクションセンターおきなわ

〒901-1202　沖縄県南城市大里字
大里2013
（財）沖縄県公衆衛生協会 内
TEL：098-945-2685

地域共同実施モデル事業
クレッド　システム　ローンチ

１２／１（予定）　～ http://www.cred-japan.org 気候アクションセンターおきなわ

〒901-1202　沖縄県南城市大里字
大里2013
（財）沖縄県公衆衛生協会 内
TEL：098-945-2686

地域共同実施モデル事業
月刊誌　「経営」　コラム

12月中旬発行予定 月刊誌「経営」

沖縄県経営者協会が発行する月刊誌「経営」において、12月
より5ヶ月にわたって当センターの活動や地球温暖化防止活
動に関するコラムを連載し、センター事業への参加を呼びか
ける。

気候アクションセンターおきなわ

〒901-1202　沖縄県南城市大里字
大里2013
（財）沖縄県公衆衛生協会 内
TEL：098-945-2686

地域共同実施モデル事業
コープおきなわ　ニュースレター　コラ
ム

１２／１８の週
コープおきなわ
機関誌「うぃずこーぷ」

生活協同組合　コープおきなわが毎月2回発行する機関誌
うぃずこーぷにて、地球温暖化防止月間をアピールするコラ
ムを掲載し、センター事業への参加を呼びかける。

気候アクションセンターおきなわ

〒901-1202　沖縄県南城市大里字
大里2013
（財）沖縄県公衆衛生協会 内
TEL：098-945-2686
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