
月　日 名　称 会　場

2016年5月29日 第1回理事会 福岡市

2016年5月29日 第1回九州・沖縄ブロック審査人会 福岡市

2016年5月29日 平成28年第12回通常総会 福岡市

2016年6月～11月 環境活動レポート大賞・九州 九州・沖縄管内

2016年7月～11月 環境カウンセラー養成講座 九州

2016年9月2日 第２回審査人会 熊本市

2016年9月2日 第１回定例会 熊本地震被災地等

2016年9月3日 第２回理事会 熊本市

2016年11月1日 環境カウンセラー研修 福岡市

2016年11月19日、20日 環境カウンセラー全国交流会 北九州市

2016年11月22日
EA2110年継続事業者感謝状贈呈式並びにEA21環境活動レ
ポート大賞・九州表彰式

福岡市

2017年2月2日 震災と温暖化対策に関するセミナー 熊本市

2017年3月3日 第2回定例会 福岡市

2017年3月3日 第３回九州・沖縄ブロック審査人会 福岡市

2017年3月4日 第３回理事会 福岡市

月　日 名　称 会　場

2015年5月31日 第1回理事会 福岡市

2015年5月31日 第1回九州・沖縄ブロック審査人会 福岡市

2015年5月31日 平成27年第11回通常総会 福岡市

2015年6月～11月 環境活動レポート大賞・九州 九州・沖縄管内

2015年9月18日 第２回理事会 熊本市

2015年9月18日～19日 第1回定例会 雲仙市、島原市

2015年11月4日 環境カウンセラー研修 熊本市

2015年11月16日
EA21認証・登録制度10周年記念式典並びにEA21環境活動
レポート大賞・九州表彰式

福岡市

2016年2月5日 第３回理事会 福岡市

2016年2月5日 第2回定例会 福岡市

2016年2月5日 第2回九州・沖縄ブロック審査人会 福岡市

平成28年度　活動実績

平成27年度　活動実績



年　　月 内　　　容 開催地

2013年5月 第1回理事会 福岡県

2013年5月 平成25年度第9回通常総会 福岡県

2013年5月 エコアクション21九州・沖縄ブロック審査人会 福岡県

2013年6月～11月 環境カウンセラー養成講座 九州圏内

2013年9月 第1回熊本定例会 熊本県

2013年9月 第2回審査人会 熊本県

2013年6月～10月 環境活動レポート大賞・九州 九州・沖縄

2013年11月 環境活動レポート大賞・九州　発表会及び表彰式 福岡県

2013年11月 平成25年度環境カウンセラー研修 熊本県

2013年11月 第2回理事会 福岡県

2014年4月 　第2回熊本定例会 熊本県

年　　月 内　　　容 開催地

2012年5月 第1回理事会 福岡県

2012年5月 平成24年度第8回通常総会 福岡県

2012年5月 エコアクション21九州・沖縄ブロック審査人会発足 福岡県

2012年6月～9月 環境カウンセラー養成講座 九州圏内

2012年9月 第2回理事会 福岡県

2012年9月 第1回福岡定例会 福岡県

2012年6月～10月 環境活動レポート大賞・九州 九州・沖縄

2012年11月 環境活動レポート大賞・九州　発表会及び表彰式 福岡県

2012年11月 第3回環境カウンセラー全国交流会 京都府

2012年12月 第3回理事会 福岡県

2012年12月 九州環境事務所委託事業「環境カウンセラー研修」 福岡県

2013年1月 環境活動レポート大賞に関する協議 福岡県

2013年2月 第2回佐賀定例会 佐賀県

2013年2月 第4回理事会 佐賀県

2013年3月 臨時理事会 福岡県

平成25年度　活動実績

平成24年度　活動実績



平成23年度　活動実績

年　　月 内　　　容 開催地

2011年5月 理事会 福岡県

2011年6月 平成23年度通常総会 福岡県

2011年6月 福岡定例会（活動事例発表会） 福岡県

2011年6月～ 環境カウンセラー養成講座 九州圏内

2011年8月 EA21審査人・地域事務局意見交換会 福岡県

2011年9月 鹿児島定例会（施設見学・活動事例発表会）・理事会 鹿児島県

2011年12月 環境カウンセラー研修事業受託 熊本県

2011年12月 大分定例会（施設見学・活動事例発表会）・理事会 大分県

2012年1月 ＥＡ２１環境活動レポート大賞・九州 福岡県

2012年3月 熊本定例会（施設見学・活動事例発表会）・理事会 熊本県

平成22年度　活動実績

年　　月 内　　　容 開催地

2010年5月 平成22年度通常総会 福岡県

2010年6月 鹿児島定例会（活動事例発表会）・理事会 鹿児島

2010年7月～ 環境カウンセラー養成講座実施 九州圏内

2010年10月 福岡定例会（施設見学・活動事例発表会）・理事会 福岡県

2010年11月 環境カウンセラー研修業務受託 熊本県

2010年11月 ＥＡ２１環境活動レポート大賞・九州 熊本県

2011年2月 長崎定例会（環境セミナー）・理事会 長崎県

平成21年度　活動実績

年　　月 内　　　容 開催地

2009年5月 平成21年度通常総会 福岡県

2009年6月～ 環境カウンセラー養成講座実施 九州圏内

2009年11月 環境カウンセラー研修業務受託 熊本県

2009年11月 ＥＡ２１環境活動レポート大賞・九州 熊本県

2009年11月 エコアクション２１審査人力量向上研修会共催 福岡県



平成20年度　活動実績

年　　月 内　　　容 開催地

2008年5月 平成20年度通常総会 福岡県

2008年6月～ 環境カウンセラー養成講座実施 九州圏内

2008年8月 EA21地域事務局、EA21審査人懇談会 福岡県

2008年10月 エコアクション21環境活動レポート大賞・九州 熊本県

2008年12月 環境カウンセラー研修業務受託 福岡県

平成20年度ＥＡ２１普及促進事業受託

EA21認証・登録事業者フォローアップセミナー

平成19年度　活動実績

年　　月 内　　　容 開催地

2007年5月 平成19年度通常総会 福岡県

2007年10月～ 環境カウンセラー養成講座実施 九州圏内

2007年11月 環境カウンセラー研修業務受託 熊本県

福岡県、熊本県

鹿児島県、長崎県

平成18年度　活動実績

年　　月 内　　　容 開催地

2006年6月 平成18年度通常総会 福岡県

2006年6月 EA21審査人研修会 福岡県

2006年6月 EA21審査人研究会 福岡県

2006年11月 環境教育・環境学習指導者養成A,Bセミナー事業受託 熊本県

2006年11月 環境カウンセラー研修業務受託 熊本県

2007年1月 環境教育・環境学習指導者養成Cセミナー事業受託 福岡県

2007年1月、2月 平成18年度下期EA21普及業務受託
佐賀県、福岡県、
大分県、宮崎県

2009年2月 福岡県

2008年1月、2月 平成19年度　下期　EA21普及促進事業受託


