
オンライン動画配信開始　10月22日（土）10:00より　

会場開催　10月23日（日）10:00より（入場受付は各回30分前より開始）幕張メッセ国際会議場2階 参加者募集

14：10～16：00
②

12：05～13：55
①

10：00～11：50

・社会福祉法人あかね　ワークアイ・船橋
・長生高校お掃除プロジェクト

すべての人に保健と福祉を3

・アクティオ株式会社千葉市子ども交流館
・アメジスト・アート出版
・千葉県企業局業務振興課

質の高い教育をみんなに4

・明治大学商学部水野勝之ゼミナール
・（一社）子供プラス未来
・独立行政法人国際協力機構

貧困をなくそう1

・千葉工業大学生命科学科分子生態工学研究室
安全な水とトイレを世界中に6

・（株）D&Pメディア
人や国の不平等をなくそう10

・（一社）日本プラスチック食品容器工業会
・（有）エムエスイー
・自然エネルギーを広めるネットワークちば
・生活協同組合コープみらい
・日本大学生産工学部環境安全工学科

エネルギーをみんなにそしてクリーンに7

・エコトンボの会／日本エコトイ協会
・カモミールの森
・（株）LIXILLWT千葉支社

住み続けられるまちづくりを11

・花王グループカスタマーマーケティング（株）
・フェアトレードちば
・ PRIYOhandicrafts
・生活協同組合コープみらい
・ライオン（株）千葉工場
・イオン（株）
・千葉県環境生活部循環型社会推進課

つくる責任つかう責任

・（特非）環境カウンセラー千葉県協議会
・ NEXTGENERATIONFOOD
・（一社）銀座環境会議
・千葉県地球温暖化防止活動推進センター／
千葉県地球温暖化防止活動推進員

・市原市
・（株）ＬＩＸＩＬＬＨＴ千葉支社
・キリンビバレッジ（株）
・千葉県環境生活部大気保全課・
温暖化対策推進課

・千葉県環境研究センター企画情報室
・千葉市環境局環境保全部環境保全課温暖化対策室
・千葉市地球温暖化対策地域協議会

12

気候変動に具体的な対策を13

・江戸川を綺麗にする会
・三番瀬写真展実行委員会
・（同)BULAEarth
・千葉県環境生活部水質保全課

海の豊かさを守ろう14

・（特非）ちば里山センター
・千葉県里山林保全整備推進地域協議会
・里山Bewahrung
・ふなばしホタル観察会
・千葉県環境生活部自然保護課　
生物多様性センター

・千葉県農林水産部安全農業推進課

陸の豊かさも守ろう15

・千葉工業大学南澤研究室
・千葉大学環境ISO学生委員会
・千葉県環境生活部県民生活課
・印旛沼流域水循環健全化会議

17 パートナーシップで目標を達成しよう

（申込順申込順申込順順、、2020222222 年年年999月月2323233日現在）日現在）日現在）日現在）

・タバコ問題を考える会・千葉（TMKC）
・養生健身法天地の会

すべての人に保健と福祉を3

・アメジスト・アート出版
・千葉県立現代産業科学館

質の高い教育をみんなに4

・千葉県立長生高等学校サイエンス部地学班
・（株）wash-plus

安全な水とトイレを世界中に

・（有）エムエスイー
・自然エネルギーを広めるネットワークちば
・認定NPO法人太陽光発電所ネットワーク
千葉地域交流会

・房総ガス協議会環境部会

6

エネルギーをみんなにそしてクリーンに7

・ NACS千葉分科会
・明治大学商学部水野勝之ゼミナール
・千葉県県土整備部公園緑地課
・ NPO法人いすみライフスタイル研究所

住み続けられるまちづくりを11

・生活協同組合コープみらい
・千葉県消費者センター
・花王グループカスタマーマーケティング（株）

つくる責任つかう責任12

・千葉県地球温暖化防止活動推進センター／
千葉県地球温暖化防止活動推進員

・市原市
・千葉県環境生活部温暖化対策推進課
・千葉県農林水産部森林課
・ポーラス竹炭研究所

気候変動に具体的な対策を13

・浦安三番瀬クリーンアップ大作戦実行委員会
・フィールドミュージアム・三番瀬の会

海の豊かさを守ろう14

・植草学園大学
・八千代市ほたるの里づくり実行委員会
・（合）谷貝鐵工所
・里山Bewahrung 

陸の豊かさも守ろう15

・学生団体CHANGE
16 平和と公正をすべての人に

・（特非）環境パートナーシップちば
・千葉大学環境ISO学生委員会
・（一社）千葉県環境保全協議会

17 パートナーシップで目標を達成しよう

入 場は事前申込制 お申込はこちらから

オンライン動画の視聴は、
エコメッセちばHPで。

当日は、コロナ感染防止対策として、入場者数を制限し
「密」にならないよう事前申込制とさせていただきます。
右のご希望の時間枠を選んでお申込みください。

ppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppplllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeee：：：：：：：：：：：：笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののババババババババババババババババババババババババババババトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンをををををををををををををををををををををををををををををををををつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつなななななななななななななななななななななななななななななななななななげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよようううううううううううううううううううううううう今年の
テーマ

2022年に取り上げる「people（人間）」は、SDGsの17の目標の1から6が
該当します。持続可能な「people（人間）」とコロナ禍をポジティブに乗り切
ることを意識して「笑顔のバトンをつなげよう」をテーマにしました。

つながつながつながつながれ、ひれ、ひれ、ひれ ひろがれろがれろがれ、、
エコメエコメエコメエコ ッセッセッセッセ
「千葉「千葉「千葉葉県最大県最大県最大県最大のののの
環境活環境活環境活境 動見本動見動見本市」市」市」

第
27
回

2 0 2 2



後援

エコエコエコエコメッメッメッッセセセセ202020202222222 iinnn ちばちばちばばではでははでは、ゼ、ゼ、ゼゼロカロカカーボーボーボーボンアンアンアンアクシクシクションョンョンン「ク「ク「ク「クールールールチョチョチョョイスイスイスイス」を」を」を」を応援応援応援応援してしてしてしていまいまいまいますす。
皆さ皆さ皆さ皆さんのんのんのんの賛同賛同賛同賛 とごとごとごご登録登録登録登 をおをおをおをお待ち待ち待ち待ちしてしてしてしておりおりおりおりますますす。

開催開催開催催｜｜10101010月月月月23232 日（日（日（日（日）日）日日）※各※各※各※各回回回回1111時間時間時間時間入れ入れ入れ入れ替え替え替え替え制制制制
①①①①100:0:0:00000～～111111 :0:0: 0000 ②②②②②1111111 :0:0:000～～～121222:0:0:0:00000 ③③③13333:000000～～14144:0:0:00000 ④④④④14144:0:0:000000～～～15151 :0:0:0:00000 ⑤⑤⑤⑤1515155:0:0000000～～～～16161616:0:0:0:0000

会場会場会場場｜会｜会｜会会議室議室議室議室20202201111 入場入場入場入 料料料料｜無｜無無｜無料料料料

環境環境環境環境環境環境省関省関省関関関東地東地東地東地東地東地方環方環方環方環方 境事境事境事境事境事境事務所務所務所務所務所務所、千、千、千、千、千、千葉県葉県葉県葉県葉県県教育教育教育教育教育委員委員委員委員委員会、会、会、会、千葉千葉千葉千葉千葉千葉市教市教市教市教市 育委育委育委育委育委員会員会員会員会会、（、（、（（株）株）株）株）株
幕張幕張幕張幕張幕張幕張メッメッメッメッメメッセ、セ、セ、セ、セ 幕張幕張幕張幕張幕張幕 新都新都新都新都都心ま心ま心ま心ま心ま心 ちづちづちづちづちづちづくりくりくりくりくりり協議協議協議協議協 会、会、会、会、会 千葉千葉千葉千葉千葉千 商工商工商工商工商工商工会議会議会議会議会議会議所、所、所所、所、（一（一（一一社）社）社）社）社社 千葉千葉千葉千葉葉県県県県県県
商工商工商工商工商工工会議会議会議会議会議所連所連所連所連所連所連合会合会合会合会会合会、（、（、（、（、、株）株）株）株）株株 千葉千葉千葉千葉千葉葉日報日報日報日報報報社、社社、社（公（公（公（公公益社益社益社益社益社団法団法団法団法団法団法人）人）人）人 千葉千葉千葉千千千 市観市観市観市観光協光協光協光協協協会、会、会会会、
朝日朝日朝日朝日朝日朝 新聞新聞新聞新聞新聞聞千葉千葉千葉千葉千葉総局総局総局総局総局、市、市、市、市市市原商原商原商原商原商原商工会工会工会工会工会工会議所議所議所議所議所所、千、千、千、千、千葉県葉県葉県葉県葉県葉 商工商工商工商工商工商 会連会連会連会連会連合会合会合会合会合会合会、毎、毎、毎、毎、毎日新日新日新日新日日新聞社聞社聞社聞社聞
千葉千葉千葉千葉千葉葉支局支局支局局支局 、読、読、読、読読、読売新売新売新売新売新売 聞社聞社聞社聞社聞社千葉千葉千葉千葉千葉葉支局支局支局支局支局局、東、東、東、東、東東京新京新京新京京新京新聞千聞千聞千聞千聞千葉支葉支葉支葉支葉支葉 局様局様局様局様局様様、日、日、日日、日、日本経本経本経本経本経本経済新済新済新済新済新聞社聞社聞社聞社聞社
千葉千葉千葉千葉千葉支局支局支局支支局支局様、様、様、様様様 時事時事時事時事時事時事通信通信通信通信通信通 社千社千社千社千社千葉支葉支葉支葉支局、局、局局、局、（一（一（一（一一社）社社）社）社）社）共同共同共同共同共共同通信通信通通信通 社千社千社千社千社千葉支葉支葉支葉支葉支葉支局、局、局、局、局、（株（株株株株）ベ）ベ）ベ）ベベベイイイイイイ
エフエフエフエフフエムエムエムエエム、千、千千千葉県葉県葉県葉県葉県葉県ケーケーケーケーケーケ ブルブルブルブルテレテレテレテレテレレビ協ビ協ビ協ビビ協ビ 議会議会議会議会議会、産、産、産、産、産經新經新經新經新經 聞社聞社聞社聞社聞社聞社千葉千葉千葉千葉千千葉総局総局総局総局総局総 、、、JIJIJIJICACACACACA東京東京東京東京東京東京、、、
日刊日刊日刊日刊日刊工業工業工業工業工業業新聞新聞新聞新聞新聞新聞社社社社社千葉千葉千葉千葉千葉支局支局支局支局支局支局、、、、ESESESSSESDDDDDD活動活動活動活動活動支援支援支援支援支援支援センセンセンセンタータータータータ（（（（（202020202222222222年年年年年年8888月月月月月31313133 日現日現日日現日現在）在）在）在在）在）

株式株式株式株式株式会社会社会社会社会社社テクテクテクテクテクテ ノリノリノリノリノリノリライライライライライライブブ ブ ブ ブ ブ
BSBSSBSCCCCC実行実行実行実行実実 委員委員委員委員員委員会会会会会会
（一（一（一（一（ 社）社）社社 千葉千葉千葉葉千 県産県産県産県産業資業資業資業資業 源循源循源循源循源循循環協環協環協環協環協環協会、会、会、会、会、会 千葉千葉千葉千葉千葉千葉県生県生県生県生県 活協活協活協活協
同組同組同組同組同組同 合連合連合連合連合連合会合会合会合会合会、生、生、生生活協活協活協活活協同組組同組同組同組組合コ合コ合合コ合コープープープープープみらみらみらみらみ い、い、いいい 千葉千葉千葉千葉千葉葉
銀行銀行銀行銀行銀行行、京、京、京京葉銀葉銀葉葉 行、行、行、行行、千葉千葉千葉千葉千葉千葉興業興業興業興業興業銀行銀行銀行銀行銀行銀行、（、（、（、（、（、一社一社一社一社社一 ）千）千）千）千千） 葉県葉県葉県葉県県葉県経経経経経
済協済協協済協済協議会議会議会議会議議会、（、（、、一社一社一社）千）千）千）千千千葉県葉県葉県葉県葉県環境環境環境環境環境境保全保全保全保全保全保全協議協議協議協議協議会会会会会
（（202020202 22222222222 年年年年年888888月月月月月月31313131日日日日日現在現在現在現在在現 ）））））

ワワワワククククワワワワクククク川川川川すすすすごごごごろろろろくくくく～～～～川川川川のののの秘秘秘秘密密密密をををを入入入入手手手手せせせせよよよよ！！！！～～～～

協賛

hththttptppps:s:s:s://////ononoo dadad nknkkatataia sasasaakukukuk .e.eenvnvnvv.gg.ggo.o.oo.jpjpjpjp/c/c/c/cooooooo lclclcchohoicicice/e/詳し詳詳し詳しくはくははくは、ホ、ホホームームームー ペーペーペーペ ジをジをジジをご覧ご覧ご覧ご覧くだくだくだくださいさいさい。。。 公式HP

エコメッセ2022 inちば 実行委員会企画　親子でSDGsを体験しよう！ 参加者募集

ゲーム

養老川と利根川を再現したすごろくで秘密を探しましょう！
果たしてどんな秘密があるのでしょうか！？

開催開催開催開催｜10000月月月月232323日（日（日（日）日）日））※各※各※各※ 回回回111時間時間時間間入れ入れ入れ入 替え替え替替 制制制制
午前午前午前午前の部の部の部部（申（申（申申込制込制込制込 ））①①101 :00000000～～～～11111 :00000 ②②②11111:0:000000～～1212122:0:0: 00
午後午後午後後の部の部の部の部（事（事事（事前申前申前申込不込不込不込不要）要）要）③③③③133:000000～～～144:000000 ④④④14141414:00:00～～155:0:000 ⑤⑤⑤1515:0:00000～～～161616:00000

会場会場会場会場｜会会会議室議室議室室2020202 444 入場入場入場入 料料料料｜無｜無｜無無料料料料

開催開催開開催｜｜1010月月月2323232 日（日（日（日日）日）日）日）※各回※各回※各回各 455分入れ分入れ分入れれ替え制替え制え制替え制

（（（1111回目回目回目回目））10101010:3:330000～～～～111111 :1:1:1555 （（（222回目回目目）））1111:3:330000～～122:1:1:: 5555

（（33回目回目回目回目））1313133:3:3:3:30000～～14141414:1:111555 （（（（44回目回目回目回目））））14141414:3:3:3: 00～～～151515:1:1:155

会場会場会場会場｜会｜会｜会会議室議室議室議室2020202 333

対象対象対象対象｜小小｜小｜小学生学生学生生以上以上以上以上の親の親の親の親子子子子 定員定員定員定員｜各｜各｜各｜各回回回回202200名ま名ま名 で　で 入場入場入場入場料料料料｜無無｜無無料料料

かかかかけけけけ橋橋橋橋ララララリリリリーーーー～～みみみみんんんんなななながががが笑笑笑笑笑顔顔顔顔なななな世世世世界界界界へへへへ～～～～ゲーム

「多様性」とか「平等」ってなに？エコメッセで７つのスポットをまわれば、楽しくわかる！
これで SDGs達成へ一歩前進！

映画から、世界の海の現状を知って、自分たちに何ができるかを考えましょう。
映画を見たあとにみんなで感想をシェアします。
千葉近辺の海で採取したゴミや写真の展示も行います。

親親親親子子子子でででで学学学学ぶぶぶぶ！！！！ 映映映映画画画画
『『『『ププププラララララススススチチチチッッッッククククのののの海海海海（（（（吹吹吹吹替替替替／／／／222222分分分分）））』』』』
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