
 

平成２３年６月２０日 

九都県市同時発表 
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、

相模原市 

 

 

 

九都県市首脳会議環境問題対策委員会主催 

「九都県市再生可能エネルギー活用セミナー」の実施について 

 

平成２３年７月及び８月に、九都県市首脳会議環境問題対策委員

会は、再生可能エネルギーの普及啓発を目的として、別添のとおり

「九都県市再生可能エネルギー活用セミナー」を開催するので、事

業者、市民の方の御参加を募集いたします。 
 

 開催日  担当都県市  会場 

７月２０日 川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール市民交流室 

７月２１日 さいたま市  さいたま商工会議所会館 第１、２ホール 

７月２２日 東京都    立川市女性総合センター・アイム内ホール 

７月２５日 千葉県    市川市文化会館 

７月２７日 横浜市    横浜情報文化センター 

７月２８日 相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日 東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター２号館 ホール２５Ａ 

８月 ２日 千葉市    千葉市総合保健医療センター ５階大会議室 

８月 ３日 埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日 神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

 

  

 
 

問い合わせ先 
  各都県市担当 



事業者・市民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・市民の

節電の取組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策委員会と

して、再生可能エネルギー活用セミナーを下記のとおり

開催し、太陽光発電等の再エネや、省エネの最新技術を

紹介します。皆様のご参加をお待ちしております。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県の一都三県とその県内の政令指定都市、横浜市、

川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市から構成

されます。 
 

 日時  

 平成 23 年７月２０日（水） １４：００～１６：３０ （１３：３０受付開始） 

     （講師による講義約１時間×２名＋川崎市の取組３０分程度） 
 

 場所  

 ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 
 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 川崎市の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 １５０名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：川崎市環境局地球環境推進室 

        ＴＥＬ：０４４－２００－３８７３ 

        ＦＡＸ：０４４－２００－３９２１ 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 



 

 FAX    044-200-3921  

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  各開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者  

事業者名 部署名 お名前 

   

   

※市民の方は、お名前のみご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  ファクス  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 ミューザ川崎シンフォニーホール 

    市民交流室 

電話 ０４４－９３５－３３３３ 

ＪＲ川崎駅下車徒歩３分（西口から直結） 

又は京急川崎駅下車徒歩８分 
http://www.kawasaki-sym-hall.jp/ 

 

日時 平成２３年７月２０日（水） 

    １４：００～１６：３０ 

    （１３：３０受付開始） 

 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター・アイム内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター2 号館 ホール 25Ａ 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー

川 崎 会 場 

参加申込書 



事業者・市民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・

市民の節電の取組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策

委員会として、再生可能エネルギー活用セミナ

ーを下記のとおり開催し、太陽光発電等の再エ

ネや、省エネの最新技術を紹介します。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都三県とその県内の

政令指定都市、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市から構成さ

れます。 
 

 日時  

 平成 23 年７月２１日（木） １４：００～１６：３０ （１３：３０受付開始） 

     （講師による講義約１時間×２名＋さいたま市の取組３０分程度） 
 

 場所  

 さいたま商工会議所会館 第１、２ホール 
 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 さいたま市の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 １００名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：さいたま市環境局環境共生部地球温暖化対策課 

        ＴＥＬ：０４８－８２９－１３２４ 

        ＦＡＸ：０４８－８２９－１９９１ 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 



 

 FAX    048-829-1991  

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  各開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者  

事業者名 部署名 お名前 

   

   

※市民の方は、お名前のみご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  ファクス  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 さいたま商工会議所会館 

    第１、２ホール 

電話 ０４８－８３８－７７０３ 
http://www.saitamacci.or.jp/menu_07/sisetu_1.asp 

 

 

日時 平成２３年７月２１日（木） 

    １４：００～１６：３０ 

    （１３：３０受付開始） 

 

 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー

さいたま市会場 

参加申込書 



事業者・都民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・

都民の節電の取組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策

委員会として、再生可能エネルギー活用セミナ

ーを下記のとおり開催し、太陽光発電等の再エ

ネや、省エネの最新技術を紹介します。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都三県とその県内の

政令指定都市、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市から構成さ

れます。 
 

 日時  

 平成 23 年７月２２日（金） １４：００～１６：３０ （１３：３０受付開始） 

     （講師による講義約１時間×２名＋東京都の取組３０分程度） 
 

 場所  

立川市女性総合センター・アイム内ホール 
 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 東京都の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 ２００名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：東京都環境局都市地球環境部計画調整課 

        ＴＥＬ：０３－５３８８－３５３３ 

        ＦＡＸ：０３－５３８８－１３８０ 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 



 

 FAX    03-5388-1380  

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  各開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者  

事業者名 部署名 お名前 

   

   

※都民の方は、お名前のみご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  ファクス  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 立川女性総合センター内ホール 

電話 ０４２－５２８－６８０１ 

ＪＲ線立川駅北口徒歩７分 

 ファーレ立川・センタースクエアビル 
http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/www/section/detail.jsp?id=17 

 

 

日時 平成２３年７月２２日（金） 

    １４：００～１６：３０ 

    （１３：３０受付開始） 

 

 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター・アイム内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター2 号館 ホール 25Ａ 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー

東 京 会 場 

参加申込書 



事業者・県民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・

県民の節電の取組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策

委員会として、再生可能エネルギー活用セミナ

ーを下記のとおり開催し、太陽光発電等の再エ

ネや、省エネの最新技術を紹介します。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都三県とその県内の

政令指定都市、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市から構成さ

れます。 
 

 日時  

 平成 23 年７月２５日（月） １４：００～１６：３０ （１３：３０受付開始） 

     （講師による講義約１時間×２名＋千葉県の取組３０分程度） 
 

 場所  

市川市文化会館 地下 1 階 大会議室 
 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 千葉県の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 １５０名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：千葉県環境生活部環境政策課 

        ＴＥＬ：０４３－２２３－４１３９ 

        ＦＡＸ：０４３－２２２－８０４４ 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 

 
ピークに 賢く みんなで節電！ 



 

 FAX    043-222-8044  

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  各開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者  

事業者名 部署名 お名前 

   

   

※県民の方は、お名前のみご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  ファクス  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 市川市文化会館 地下 1 階 大会議室 

 

電話 ０４７－３７９－５１１１ 

総武線本八幡駅南口徒歩１０分 

京成線八幡駅徒歩１５分 

都営新宿線本八幡駅Ａ３出口徒歩１０分 

行徳方面からバス 「文化会館前」下車 
http://www.tekona.net/bunkakaikan/institution/conference.php 

 

日時 平成２３年７月２５日（月） 

    １４：００～１６：３０ 

    （１３：３０受付開始） 

 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー

千 葉 会 場 

参加申込書 



事業者・市民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・

市民の節電の取組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策

委員会として、再生可能エネルギー活用セミナ

ーを下記のとおり開催し、太陽光発電等の再エ

ネや、省エネの最新技術を紹介します。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都三県とその県内の

政令指定都市、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市から構成さ

れます。 
 

 日時  

 平成 23 年７月２７日（水） １４：００～１６：３０ （１３：３０受付開始） 

     （講師による講義約１時間×２名＋横浜市の取組３０分程度） 
 

 場所  

 横浜市情報文化センター 
 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 横浜市の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 １００名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：横浜市温暖化対策統括本部プロジェクト推進課 

        ＴＥＬ：０４５－６７１－４１５５ 

        ＦＡＸ：０４５－６６３－５１１０ 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 



 

 FAX    045-663-5110  

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  各開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者  

事業者名 部署名 お名前 

   

   

※市民の方は、お名前のみご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  ファクス  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 横浜市情報文化センター 

電話 ０４５－６６４－３７３７ 

みなとみらい線日本大通り駅情文センター口 ０分 

ＪＲ・横浜市営地下鉄関内駅徒歩１０分 

横浜市営バス日本大通り駅県庁前 徒歩１分 
http://www.idec.or.jp/shisetsu/s6-jouhou.php4?f=jouhou/

1-gaiyou.htm 

 

日時 平成２３年７月２７日（水） 

    １４：００～１６：３０ 

    （１３：３０受付開始） 

 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー

横 浜 会 場 

参加申込書 



事業者・市民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・市民の

節電の取組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策委員会と

して、再生可能エネルギー活用セミナーを下記のとおり

開催し、太陽光発電等の再エネや、省エネの最新技術を

紹介します。皆様のご参加をお待ちしております。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県の一都三県とその県内の政令指定都市、横

浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原

市から構成されます。 
 

 日時  

 平成 23 年７月 28 日（木） １４：００～１６：３０ （１３：３０受付開始） 

      
 

 場所  

 相模原市立産業会館 多目的ホール 

 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 相模原市の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 １００名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは E-mail でお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：相模原市経済環境局環境共生部環境政策課 

        ＴＥＬ：０４２－７６９－８２４０ 

        ＦＡＸ：０４２－７５４－１０６４ 

〈ソーラーん〉は、楽しくエコなくらしを考える

「エコライフの達人」のキャラクターです。 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 



 

 FAX    042-754-1064 

 E-mail    kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者  

事業者名 部署名 お名前 

   

   

※市民の方は、お名前のみご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  ファクス  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 相模原市立産業会館 

    多目的ホール 

電話 ０４２－７６８－２３１１ 

ＪＲ横浜線相模原駅又は相模線上溝駅からバス乗車 

  神奈川中央バス市民会館前下車徒歩３分 
http://www.sankai06.jp/index.html 

 

 

日時 平成２３年７月２８日（木） 

    １４：００～１６：３０ 

    （１３：３０受付開始） 

 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター・アイム内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター2 号館 ホール 25Ａ 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

九都県市再生可能エネルギーセミナー 

相 模 原 会 場 

参加申込書 



事業者・都民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・

都民の節電の取組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策

委員会として、再生可能エネルギー活用セミナ

ーを下記のとおり開催し、太陽光発電等の再エ

ネや、省エネの最新技術を紹介します。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都三県とその県内の

政令指定都市、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市から構成さ

れます。 
 

 日時  

 平成 23 年７月２９日（金） １４：００～１６：３０ （１３：３０受付開始） 

     （講師による講義約１時間×２名＋東京都の取組３０分程度） 
 

 場所  

ＴＫＰ代々木ビジネスセンター２号館 ホール２５Ａ 
 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 東京都の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 ２００名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：東京都環境局都市地球環境部計画調整課 

        ＴＥＬ：０３－５３８８－３５３３ 

        ＦＡＸ：０３－５３８８－１３８０ 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 



 

 FAX    03-5388-1380  

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  各開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者  

事業者名 部署名 お名前 

   

   

※都民の方は、お名前のみご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  ファクス  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 ＴＫＰ代々木ビジネスセンター 

電話 ０３－５３０４－２０７１ 

ＪＲ線代々木駅徒歩１分 

都営大江戸線代々木駅徒歩３０秒 

ＪＲ線新宿駅南口徒歩９分 

小田急線南新宿駅徒歩５分 
http://tkpyoyogi.net/ 

 

 

日時 平成２３年７月２９日（金） 

    １４：００～１６：３０ 

    （１３：３０受付開始） 

 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター・アイム内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター2 号館 ホール 25Ａ 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー

東 京 会 場 

参加申込書 



事業者・市民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・市民の節電の取

組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策委員会として、再

生可能エネルギー活用セミナーを下記のとおり開催し、太陽光発

電等の再エネや、省エネの最新技術を紹介します。皆様のご参加

をお待ちしております。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都三

県とその県内の政令指定都市、横浜市、川崎市、千葉市、  

さいたま市、相模原市から構成されます。 
 

 日時  

 平成 23 年８月２日（火） １４：００～１６：３０ （１３：３０受付開始） 

     （講師による講義約１時間×２名＋千葉市の取組３０分程度） 
 

 場所  

千葉市総合保健医療センター ５階大会議室 
 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 千葉市の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 １００名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：千葉市環境局環境保全部環境保全課温暖化対策室 

        ＴＥＬ：０４３－２４５－５１９９ 

        ＦＡＸ：０４３－２４５－５５５３ 

ちはなちゃん 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 



 

 FAX    043-245-5553  

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  各開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者  

事業者名 部署名 お名前 

   

   

※市民の方は、お名前のみご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  FAX  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 千葉市総合保健医療センター 

   ５階大会議室 

千葉市美浜区幸町１－３－９ 

千葉都市モノレール 千葉みなと駅 徒歩５分 

又は京葉線 千葉みなと駅 徒歩５分 
 

 

日時 平成２３年８月２日（火） 

    １４：００～１６：３０ 

    （１３：３０受付開始） 

 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー

千 葉 市 会 場 

参加申込書 



事業者・県民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・県民の

節電の取組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策委員会と

して、再生可能エネルギー活用セミナーを下記のとおり

開催し、太陽光発電等の再エネや、省エネの最新技術を

紹介します。皆様のご参加をお待ちしております。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県の一都三県とその県内の政令指定都市、横浜市、

川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市から構成

されます。 
 

 日時  

 平成 23 年 8 月 3 日（水） １４：００～１６：３０ （１３：３０受付開始） 

     （講師による講義約１時間×２名＋埼玉県の取組３０分程度） 
 

 場所  

 市民会館おおみや 小ホール（所在地：さいたま市大宮区下町 3-47-8） 

 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 埼玉県の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 １５０名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：埼玉県環境部温暖化対策課エコエネルギー推進担当 

        ＴＥＬ：０４８―８３０－３０４２ 

        ＦＡＸ：０４８－８３０－４７７７ 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 



 FAX    048-830-4777  

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  各開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者  

会社名・部署名 お名前 

  

  

※県民の方は、会社名・部署名欄に、ご住所をご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  ファクス  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 市民会館おおみや小ホール 

 

 所在地 さいたま市大宮区下町 3-47-8 

 電話０４８－６４１－６１３１ 

 ＪＲ大宮駅東口より徒歩 15 分 

 ※ 駐車場に限りがございますので、公共の交通機関を 

  ご利用ください。 

 

日時 平成２３年８月３日（水） 

    １４：００～１６：３０ 

    （１３：３０受付開始） 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター・アイム内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター2 号館ホール 25Ａ 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

九都県市再生可能エネルギーセミナー 

大 宮 会 場 

参加申込書 



事業者・県民のための 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー 

～再エネ・省エネ技術ガイド～ 

 

 電力供給不足が懸念される中、行政・事業者・県民の

節電の取組が重要となっています。 

 こうした中、九都県市首脳会議環境問題対策委員会と

して、九都県市再生可能エネルギー活用セミナーを下記

のとおり開催し、太陽光発電等の再エネや、省エネの最

新技術を紹介します。皆様のご参加をお待ちしておりま

す。 

 ※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県の一都三県とその県内の政令指定都市、横浜市、

川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市から構成

されます。 
 

 日時  

 平成 23 年８月 11 日（木） １３：３０～１６：１５ （１３：００受付開始） 

     （講師による講義約１時間×２名＋神奈川県の取組３０分程度） 
 

 場所  

藤沢市民会館 小ホール 
 

 内容  

 再生可能エネルギーの活用について（講師による再エネ・省エネの最新技術の紹介） 

 神奈川県の取組について 

 ※資源節約のため、資料を入れる封筒は用意しませんのでご了承ください。 

 ※節電対策のため、軽装でお越しください。 
 

 定員  

 ２００名（先着順） 
 

 申込方法  

 裏面の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

 申込書は、参加証を兼ねますので、当日受付にご提示ください。 

 参加いただけない場合のみこちらからご連絡いたします。 
 

 主催 

 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会 

   問合せ先：神奈川県環境農政局新エネルギー・温暖化対策部 

        太陽光発電推進課 

        ＴＥＬ：０４５－２１０－４０７６ 

        ＦＡＸ：０４５－２１０－８８４５ 

このセミナーの会場使用

電力には、グリーン電力

（太陽光：2,000kWh）

を使用しています。 



 

 FAX    045-210-8845  

（必要事項を記入の上、このままお送りください。） 

 申込締切  各開催日の３日前まで 
 
 

■ 参加者 

事業者名 部署名 お名前 

   

   

※県民の方は、お名前のみご記入ください。 

 

御連絡先 
電話  ファクス  

E-mail  

※参加申込書が参加証を兼ねますので、当日受付に御提出ください。 

 

会場案内図 

 

場所 藤沢市民会館 小ホール 

藤沢駅南口から徒歩約１０分 

 

日時 平成２３年８月１１日（木） 

    １３：３０～１６：１５ 

    （１３：００受付開始） 

 

 

 

 

 

セミナー開催日程一覧 

日  付   担当都県市  会  場 

７月２０日  川崎市    ミューザ川崎シンフォニーホール 市民交流室 

７月２１日  さいたま市  さいたま商工会議所会館 第 1．2 ホール 

７月２２日  東京都    立川市女性総合センター内ホール 

７月２５日  千葉県    市川市文化会館 

７月２７日  横浜市    横浜市情報文化センター 

７月２８日  相模原市   相模原市立産業会館 多目的ホール 

７月２９日  東京都    ＴＫＰ代々木ビジネスセンター 

８月 ２日  千葉市    千葉市総合保健医療センター 5 階大会議室 

８月 ３日  埼玉県    市民会館おおみや 小ホール 

８月１１日  神奈川県   藤沢市民会館 小ホール 

 

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー

神奈川会場 

参加申込書 




