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1 小網代の森
定例トラスト・ガイド

三浦市小網代の森で四季折々の自然環境の移ろいや動植
物を観察します。毎月第２土曜日に開催します。

(公財)かながわトラス
トみどり財団

小網代の森(三浦市) ６月10日
10時から12時30分

(公財)かながわトラスト
みどり財団　みどり企画
課

横浜市西区岡野２-
12-20

045-412-
2525

http://ktm.or.jp

2 かながわジュニア・フォレス
ター教室2017
第1回 森を知ろう

小学生から高校生まで様々な年齢層のジュニアが集い、共
に遊びながら自然について学び、アウトドア経験を高める全
３回のプログラムです(１回のみでも参加可能）。全てに参加
した方には修了書を贈呈）。
第１回目は県立四季の森公園で自然観察やいきものクイ
ズラリーなどを実施します。
申込みは６月14日必着です。

(公財)かながわトラス
トみどり財団

NPO法人全国森林イ
ンストラクター神奈川
会

県立四季の森公園(横浜市
緑区)

６月24日
９時から15時30分

(公財)かながわトラスト
みどり財団　みどり森林
課

横浜市西区岡野２-
12-20

045-412-
2255

http://ktm.or.jp

3 広報 夏季の軽装奨励　節電節水の呼びかけを行います。（県立
スポーツ会館内での表示）

県立スポーツ会館内 ６月から10月末 （公財）　　　　　　　　神
奈川県体育協会

横浜市神奈川区三ッ
沢西町３番１号

045-311-
0653

http://www.sports-
kanagawa.com

4 環境省　エコアクション
21CO2削減プログラム
「ECO-CRIP」（エコクリップ）

環境省がガイドラインを策定した環境マネジメントシステム
であるエコアクション21及び環境省補助事業ECO-CRIPの
説明会を開催します。

神奈川県中小企業団
体中央会（エコアク
ション21地域事務局か

相模原市役所 環境情報セン
ター

6月14日
14時～16時30分

神奈川県中小企業団体
中央会（エコアクション
21地域事務局かなが

横浜市中区尾上町５
-80

045-671-
1138

ea21@chuokai-
kanagawa.or.jp

5 よくわかるエコアクション21 環境省がガイドラインを策定した環境マネジメントシステム
である「エコアクション21入門セミナー」を開催します。

神奈川県中小企業団
体中央会（エコアク
ション21地域事務局か
ながわ）

神奈川中小企業センタービ
ル９階　会議室

6月15日
14時～16時30分

神奈川県中小企業団体
中央会（エコアクション
21地域事務局かなが
わ）担当：川崎

横浜市中区尾上町５
-80

045-671-
1138

ea21@chuokai-
kanagawa.or.jp

6 スマート・クール・バッグﾞ
2017

環境問題に対して、容器包装使用合理化の取り組みとして
百貨店らしい対応が必要になる事から、業界統一バッグの
販売プロモーションを開催します。

日本百貨店協会 髙島屋横浜店 ６月５日から、なくなり次第終了 ㈱高島屋横浜店　総務
部総務担当　山崎
庶務グループ　白井

横浜市西区南幸１-６
-31

045-313-
7113

7 育むエコ食 子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使っ
て、環境に優しい食事づくりを学びます。

東京ガス 古川小学校 ６月５日、６日 東京ガス学校教育情報
センター

横浜市中区羽衣町１
－２－１

045-253-
5421

http://www.tokyo-
gas.co.jp/kids/teacher
/teacher4.html

8 育むエコ食 子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使っ
て、環境に優しい食事づくりを学びます。

東京ガス 虹ヶ丘小学校 ６月15日 東京ガス学校教育情報
センター

横浜市中区羽衣町１
－２－１

045-253-
5421

http://www.tokyo-
gas.co.jp/kids/teacher
/teacher4.html

9 育むエコ食 子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使っ
て、環境に優しい食事づくりを学びます。

東京ガス 南瀬谷小学校 ６月19日 東京ガス学校教育情報
センター

横浜市中区羽衣町１
－２－１

045-253-
5421

http://www.tokyo-
gas.co.jp/kids/teacher
/teacher4.html

10 育むエコ食 子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使っ
て、環境に優しい食事づくりを学びます。

東京ガス 上丸子小学校 ６月19日、22日 東京ガス学校教育情報
センター

横浜市中区羽衣町１
－２－１

045-253-
5421

http://www.tokyo-
gas.co.jp/kids/teacher
/teacher4.html

11 育むエコ食 子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使っ
て、環境に優しい食事づくりを学びます。

東京ガス 南加瀬小学校 ６月23日 東京ガス学校教育情報
センター

横浜市中区羽衣町１
－２－１

045-253-
5421

http://www.tokyo-
gas.co.jp/kids/teacher
/teacher4.html

12 エコ・クッキング 東京ガスの料理教室では　エコクッキングの基本的考え方
を紹介すると共に　省手間　省エネ調理を実践します。

東京ガス 戸塚区（消費生活推進員） ６月23日 東京ガス横浜支店 横浜市中区羽衣町１
－２－１

045-253-
5428

横浜ショールーム

13 育むエコ食 子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使っ
て、環境に優しい食事づくりを学びます。

東京ガス 末長小学校 ６月27日から29日 東京ガス学校教育情報
センター

横浜市中区羽衣町１
－２－１

045-253-
5421

http://www.tokyo-
gas.co.jp/kids/teacher
/teacher4.html

14 逗子市環境展 東京ガスの環境への取組についてＰＲするため、エネファー
ム等の環境に優しいガス機器のパネル等を展示します。

逗子市
環境都市課

逗子市文化プラザ・交流セン
ター

６月５日から６月11日 逗子市
環境都市課

逗子市逗子５－２－
16

046-873-
1111

15 さがみはら環境まつり 東京ガスの環境への取組についてＰＲするため、パネル等
を展示します。

相模原市
環境経済局
環境政策課

ソレイユさがみ
（イオン橋本店６階）

６月18日 相模原市
環境経済局
環境政策課

相模原市中央区
２－11－15

042-769-
8240

16 海老名市環境フェスティバ
ル

「東京ガスの環境への取組み、省エネ機器等」のパネル展
示を行います。
・省エネ機器模型展示（家庭用燃料電池、マイコンメーター
等の実演）
・資料展示、配布

相模原市
環境経済局
環境政策課

海老名市庁舎ロビー ６月５日から16日 海老名市
環境みどり課
環境政策係

海老名市勝瀬175－
１

046-235-
4912

平成29年度　かながわ環境月間にかかる行事一覧
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17 自然観察会 公園の中は自然がいっぱい。季節ごとの自然の面白さや
楽しさをスタッフが紹介します。

（公財）神奈川県公園
協会

七沢森林公園 ６月４日 七沢森林公園管理事務
所

厚木市七沢901－１ 046-247-
9870

http://www.kanagawa-
park.or.jp/nanasawa/

18 昆虫ふれあい講座 ３回シリーズの１回目。植物食昆虫の観察を通して自然と
触れ合う。

（公財）神奈川県公園
協会

津久井湖城山公園 ６月10日 津久井湖城山公園管理
事務所

相模原市緑区根小屋
462

042-780-
2420

http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshir
oyama/

19 境川遊水地公園ビオトープ
管理作業

ビオトープの生物多様性を維持・向上するためのボランティ
ア参加による管理作業を実施します。

(公財）神奈川県公園
協会

境川遊水地 ６月中旬から下旬頃 境川遊水地情報セン
ター

横浜市泉区下飯田５
－５

045-805-
0223

http://kanagawa-
park.or.jp/sakaigawa/

20 四季彩のプロムナードイベ
ント「サンパチェンスの噴水
苑づくり」

「環境浄化植物」と呼ばれるサンパチェンス等の植付け体
験イベントを実施し、市民ボランティアと共に夏から秋まで
楽しめる噴水苑を作り上げる取組を行います。

(公財)神奈川県公園
協会・㈱サカタのタネ・
㈱オーチュー グルー
プ

保土ケ谷公園 ６月10日
雨天順延日：６月11日

保土ケ谷公園管理事務
所

神奈川県横浜市保土
ケ谷区花見台４－２

045-333-
5515

http://www.kanagawa-
park.or.jp/hodogaya/

21 企画展「いのち　はぐくむ丹
沢　～その自然とくらし～」

丹沢の自然と人との関わりについて、丹沢資料保存会所蔵
の貴重な写真や文献等をとおしてご紹介します。（展示作
成：丹沢資料保存会）

(公財)神奈川県公園
協会

秦野ビジターセンター　展示
室

７月９日まで
９時から16時30分

秦野ビジターセンター 秦野市堀山下1513 0463-87-
9300

http://www.kanagawa-
park.or.jp/tanzawavc/

22 丹沢トーク 生きものや景色の写真・標本などを用いて、丹沢の自然を
楽しくご紹介します。

(公財)神奈川県公園
協会

秦野ビジターセンター　展示
室

６月10日、６月24日
13時30分から14時

秦野ビジターセンター 秦野市堀山下1513 0463-87-
9300

http://www.kanagawa-
park.or.jp/tanzawavc/

23 企画展「無花粉スギって何
だろう？」

花粉の出ないスギやヒノキを開発し、広める取組などにつ
いて、珍しい「無花粉スギ」等の実物を展示して子供にも分
かりやすい企画展を開催します。

公益財団法人神奈川
県公園協会

西丹沢ビジターセンター ５月２日から６月30日 西丹沢ビジターセンター 足柄上郡山北町中川
867

0465-78-
3940

http://www.kanagawa-
park.or.jp/tanzawavc/i
ndex.html

24 九都県市エコドライブ講習
会（エコトレーニング）

実車を用いたエコドライブ講習会の実施します。 九都県市、（一社）日
本自動車連盟

KANTOモータースクール横
浜西口校

６月26日 神奈川県環境農政局
環境部大気水質課

横浜市中区日本大通
１

045-210-
4180

http://www.pref.kanag
awa.jp/prs/p1127725.h
tml

25 第41回環境研究合同発表
会

神奈川県、横浜市及び川崎市で実施した大気、生物等各
分野の研究成果を発表します。

神奈川県市環境研究
機関協議会

横浜市技能文化会館 ６月７日 神奈川県環境科学セン
ター

平塚市四之宮１-３-
39

0463-24-
3311

http://www.k-
erc.pref.kanagawa.jp/c
enter/contents.html

26 平成29年度環境活動実践
講座

環境保全活動に関心を持つ県民を対象に、大気、水質、生
物等の調査法や地域生態系保全の講習を実施します。

神奈川県環境科学セ
ンター

神奈川県環境科学センター、
平塚市総合公園ほか

５月27日から６月24日までの土曜日全
５日間

神奈川県環境科学セン
ター

平塚市四之宮１-３-
39

0463-24-
3311

http://www.k-
erc.pref.kanagawa.jp/le
arning/event/event.ht
ml27 ショートショートフィルムフェ

スティバル&アジア2017
「FutureCity Yokohama
Award」授賞式とノミネート
作品上映

アジア最大級の国際短編映画祭で、「FutureCity Yokoha
ma Award」の授賞式・ノミネート作品の上映会を行います。

ショートショート実行委
員会

ブリリアショートショートシア
ター

６月17日 横浜市温暖化対策統括
本部　環境未来都市推
進課

横浜市中区港町１－
１

045-671-
4107

http://www.shortshort
s.org/2017/ja/program
/yokohama.php

28 「環境月間」ポスター掲出 平成28年度に実施した「環境ポスターコンクール」の横須賀
市長賞をデザインに採用したポスターを作成し、公共施設、
学校、協賛企業、市内掲示板等に掲出します。

横須賀市 公共施設、学校、協賛企業、
市内掲示板等

６月１日から６月30日 横須賀市環境政策部環
境企画課

横須賀市小川町11番
地

046-822-
8327

http://www.city.yokos
uka.kanagawa.jp/4110/
k-gakusyu/index.html

29 環境パネル展 横須賀市役所１階展示コーナーで、子ども向けの分かりや
すい環境パネルを展示する。

横須賀市 横須賀市役所１階展示コー
ナー

６月19日から６月23日 横須賀市環境政策部環
境企画課

横須賀市小川町11番
地

046-822-
8327

http://www.city.yokos
uka.kanagawa.jp/4110/
k-gakusyu/index.html

30 ECO体験「かんたん!オリジ
ナルキャンドルホルダーづく
り」

キャンドルホルダー作りや発電体験を通して、楽しく省エ
ネ、節電について学べるイベントを開催する。

横須賀市
（共催：横須賀市地球
温暖化対策地域協議
会）

ショッパーズプラザ横須賀
（ショッピングセンター）

６月18日 横須賀市環境政策部環
境企画課

横須賀市小川町11番
地

046-822-
8327

http://www.city.yokos
uka.kanagawa.jp/4110/
k-gakusyu/index.html

31 クリーンよこすか市民のつ
どい

クリーンよこすか委員並びに一般市民を対象に開催（入場
自由、無料、先着1,000名）します。
一部 式典（クリーンよこすか運動推進者の表彰ほか）
二部 講演会（町内会、自治会による地域でのクリーン活
動）

クリーンよこすか市民
の会

横須賀市文化会館大ホール
(横須賀市深田台50番地)

６月17日 クリーンよこすか市民の
会

横須賀市小川町11番
地（横須賀市資源循
環部資源循環推進課
内）

046-822-
9396

http://cleanyokosuka.ji
mdo.com/

32 推進月間活動 日頃の実践活動を一段と強化するとともに、より多くの人々
にクリーンよこすかを周知し、より幅広い市民運動に展開す
るため、ポイ捨て防止街頭キャンペーン、ポスター、横断
幕、立看板、懸垂幕の掲示、街頭放送の実施、地区市民の
会、町内会、自治会での一斉清掃、キャンペーン、その他
各種啓発の実施します。

クリーンよこすか市民
の会

横須賀市内各所 ６月1日から６月30日 クリーンよこすか市民の
会

横須賀市小川町11番
地（横須賀市資源循
環部資源循環推進課
内）

046-822-
9396

http://cleanyokosuka.ji
mdo.com/

33 相模川クリーン作戦 市民により相模川河川敷を清掃します。 相模川を愛する会 相模川河川敷５地区９会場 ６月４日 相模川を愛する会事務
局（相模原市水みどり
環境課内）

相模原市中央区中央
２－11－15

042-769-
8242

http://i-
sagami.org/n2_activitie
s/clean_map.html

34 さがみはら環境まつり 市民、事業者、大学、行政が集い、楽しみながら、みんなで
「環境」を感じて、学び、さらには行動するきっかけにするた
め、「さがみはら環境まつり」を開催します。

さがみはら環境まつり
実行委員会

ソレイユさがみ ６月18日 さがみはら環境まつり
実行員会事務局(相模
原市環境政策課内)

相模原市中央区中央
２－11－15

042-769-
8240

http://eic-
sagamihara.jp/festival/

35 道志川河川美化清掃 環境保全の一環として、道志川を清掃します。 中道志川トラスト協会 道志川流域 ６月４日 中道志川トラスト協会事
務局（相模原市津久井
地域環境課内）

相模原市緑区中野
633

042-780-
1404

http://www.doushi-
trust.net/
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36 市民と大学生による里地里
山再生プロジェクト「田植
え」

平塚市民、東海大学、神奈川大学、平塚市が一つになって
里山を体験し、その再生を目指す交流事業、「市民と大学
生による里地里山再生プロジェクト」です。
プロジェクトでは、「田植え」を体験します。

平塚市環境政策課 平塚市土屋字寺窪１０７６番
地の谷戸田及びその近くの
里山体験フィールド

６月３日
※荒天順延日：６月４日

平塚市環境政策課 平塚市浅間町９－１ 0463-23-
1111（2330）

http://www.city.hiratsu
ka.kanagawa.jp/kankyo
/page67_00012.html

37 ずし環境フェスティバル 環境問題に係る意識啓発を図るため、市、市民、事業者が
一体となって環境問題に係る展示、ワークショップ等を実施
します。

ずし環境フェスティバ
ル実行委員会(共催
逗子市)

逗子市市民交流センター他 ６月10日、11日 逗子市環境都市課 逗子市逗子５－２－
16

046-873-
1111

http://www.city.zushi.k
anagawa.jp/syokan/ka
nkyo/

38 逗子市環境展 市環境関連所管による施策紹介や、環境に関する事業者、
団体による環境に配慮した製品の展示及び市民活動の発
表を行います。

逗子市 逗子文化プラザホールギャラ
リー他

６月５日から11日（6日は除く） 逗子市環境都市課 逗子市逗子５－２－
16

046-873-
1111

http://www.city.zushi.k
anagawa.jp/syokan/ka
nkyo/

39 ずしし環境会議展 ずしし環境会議（ずししエコリーダーズ会議）による提案や
活動報告等の展示、ワークショップ等を行います。

逗子市 逗子市市民交流センター他 ６月９日、10日、11日 逗子市環境都市課 逗子市逗子５－２－
16

046-873-
1111

http://www.city.zushi.k
anagawa.jp/syokan/ka
nkyo/

40 緑のカーテン 地球温暖化・ヒートアイランド対策とし、室内の温度を下げ
る効果があるゴーヤの種を無償で配布します。１世帯20粒
程度、100世帯に配布。市内全域での緑のカーテン設置を
促進します。

秦野市環境保全課 市内 ４月17日から配布
※なくなり次第終了

秦野市環境保全課 秦野市桜町１－３－２ 0463-82-
9618

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

41 エコチャレンジ 簡易な環境家計簿「H29エコチャレンジシート」及び「H29
キッズエコチャレンジシート」を配布し、参加者を募ります。

秦野市環境保全課 市内 ６月１日から平成30年２月末日 秦野市環境保全課 秦野市桜町１－３－２ 0463-82-
9618

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

42 ゴミゼロクリーンキャンペ－
ン

ごみのない街づくりを進めるため、各種団体等の協力によ
り、市内各所において美化清掃を実施します。
①駅前早朝ゴミゼロクリーンキャンペーン
（1） 場所：秦野駅前・渋沢駅前・鶴巻温泉駅前・東海大学
前駅
（2） 時間：午前６時30分から午前７時30分
（3） 協力：中学校（本町・南・南が丘・西・渋沢・鶴巻・大
根）、婦人会（本町・南・西・大根）、商店会（渋沢駅前・柳
町・鶴巻元町通り・鶴巻温泉南町・鶴巻芦谷通り・鶴巻駅前
通り・鶴巻中央通り・東海大学駅前）等
②子ども会ごみゼロクリーンキャンペーン
（1） 場所：子ども会の区域
（2） 時間：各子ども会で決定
（3） 協力：秦野市子供会育成連絡協議会

秦野市環境資源対策
課

秦野駅
渋沢駅
鶴巻温泉駅
東海大学前駅周辺ほか

６月４日 秦野市環境資源対策課 秦野市名古木409 0463-82-
4401

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

43 くずはの自然と秦野名水を
知ろう

葛葉緑地に関するパネル展示や、地下水保全紙芝居の上
映などを行います。体験コーナーでは自分だけの石ころ絵
を作ります。

秦野市環境保全課 イオン秦野SC
２Fエレベーター前

６月２日から６月14日
※石ころ絵は６月10日のみ

秦野市環境保全課 秦野市桜町１－３－２ 0463-82-
9618

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

44 ライトダウン2017 環境省が実施する「ライトダウン2017」に賛同し「ライトダウ
ンする夜は、みんなが地球を想う夜。」をスローガンに６月
21日から７月７日までの夜間、ライトアップ施設や家庭の照
明を2時間程度消していただくように呼び掛けます。
また、６月21日（夏至ライトダウン）と７月７日（クールアー
ス・デーライトダウン）は特別実施日とし、午後８時から10時
までの２時間、市内一斉のライトダウンを呼び掛けます。

秦野市環境保全課 秦野市内 ６月21日から７月７日 秦野市環境保全課 秦野市桜町１－３－２ 0463-82-
9618

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

45 初夏の昆虫観察 くずはの家えのきの会昆虫分科会が講師となって、くずは
の広場のカブトムシのさなぎの観察を行います。

秦野市くずはの家 秦野市くずはの家 ６月24日
９時30分～11時30分

秦野市くずはの家 秦野市曽屋1137 0463-84-
7874

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

46 市民ふれあいマーケット 日常生活の中で不用となった品物を持ち寄り、マーケットを
開催することにより、限りある資源の有効利用のため、リ
ユースの推進と物を大切にする心をはぐくむことを目的と
し、開催します。

市民ふれあいマーケッ
ト実行委員会

厚木中央公園 ６月４日
雨天順延日：６月12日

046-225-2749 厚木市中町３丁目17
－17

046-225-
2749

http://www.city.atsugi.
kanagawa.jp/shiminben
ri/environment/recycl
e/recycle/freemarket/
d013018.html

47 環境月間のぼり旗の設置 厚木市役所本庁舎正面玄関前に環境月間ののぼり旗を設
置し、環境月間周知します。

厚木市 厚木市役所本庁舎正面玄関
前

６月１日から６月30日 046-225-2749 厚木市中町３丁目17
－17

046-225-
2749

48 広報あつぎ６月１日号及び
厚木市ホームページへの記
事掲載

環境月間周知の為、広報あつぎ及び厚木市ホームページ
において環境月間の周知、啓発を行います。

厚木市 ６月１日から６月30日 046-225-2749 厚木市中町３丁目17
－17

046-225-
2749

http://www.city.atsugi.
kanagawa.jp/shiminben
ri/environment/kankyo
u/kannkyoukyouiku/ka
nkyoutuushinn/d03438
5.html
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49 男性のための「体験！ｴｺ･
ｸｯｷﾝｸﾞ」

料理を通して環境について考える事のできるエコ・クッキン
グの講義ならびに実習を開催します。

伊勢原市 厚木ガス伊勢原支店　３階
クッキングスタジオ（伊勢原
市伊勢原１丁目11番17号）

６月６日
10時から13時30分予定

伊勢原市環境対策課 伊勢原市田中348 0463-94-
4711（2145）

http://www.city.isehar
a.kanagawa.jp/

50 第25回 河川クリーン作戦 良好な河川水質環境を確保するために、市民等の身近な
活動の一つである河川清掃を行い、河川浄化に対する関
心と理解を深めます。

伊勢原地区環境保全
連絡協議会、伊勢原
市

清掃区域：渋田川河川区域
内（市米橋先～望星橋～道
灌橋）約1.5km

６月４日
９時45分から11時30分

伊勢原市環境対策課 伊勢原市田中348 0463-94-
4711（2145）

http://www.city.isehar
a.kanagawa.jp/

51 えびな環境フェスティバル
環境講演会

講師を招き、環境に関する講演を実施します。 海老名市環境みどり
課

海老名市文化会館小ホール ６月３日 海老名市環境みどり課 海老名市勝瀬175－
１

046-235-
4912

http://www.city.ebina.k
anagawa.jp/www/cont
ents/1491354562555/i
ndex.html

52 えびな環境フェスティバル
環境展

事業所、団体による環境に配慮した機器や活動内容の展
示を行います。

海老名市環境みどり
課

海老名市役所１階エントラン
スホール

６月５日から16日 海老名市環境みどり課 海老名市勝瀬175－
１

046-235-
4912

http://www.city.ebina.k
anagawa.jp/www/cont
ents/1491789755432/i
ndex.html

53 南足柄市環境フェア 企業・団体等の環境保全に対する取組の紹介、体験学習、
リサイクル品の展示販売・抽選会、フリーマーケット開催、
事業所による環境活動発表会などを行います。

南足柄市環境美化週
間事業実行委員会

南足柄市役所アトリウム他 ６月21日から６月24日 南足柄市環境経済部環
境課

南足柄市関本440 0465-73-
8006

54 美化デー ごみのない住みよいまちづくりを目指して、それぞれの自治
会で草刈りや清掃などを行います。

南足柄市自治会長連
絡協議会

南足柄市内全域 ６月18日 南足柄市秘書広報課 南足柄市関本440 0465-73-
8003

http://www.city.minam
iashigara.kanagawa.jp/
kurashi/soudan/jitikai/
bika_day.html

55 平成29年度ごみの投棄防
止キャンペーン

投棄防止のぼり旗の掲出及びパネル・写真の展示を行い
ます。

綾瀬市 綾瀬市役所及び市内商業店
舗

６月15日から７月14日 環境保全課
計画推進担当

綾瀬市早川550番地 0467-70-
5620

56 平成29年度ごみの投棄防
止キャンペーン

まち美化夜間合同パトロールを実施します。 綾瀬市 綾瀬市内 ５月31日、６月１日 環境保全課
計画推進担当

綾瀬市早川550番地 0467-70-
5620

57 ホタルの生態を知ろう！～
水生生物調査～

自然環境及びゲンジホタルの生態についての講義、ホタル
観賞会を行います。

綾瀬市 城山公園 ６月17日 環境保全課
計画推進担当

綾瀬市早川550番地 0467-70-
5620

58 エコフェスタにのみや2017 環境団体・事業者の活動紹介、環境講座の開催等を行い
ます。

環境づくりフォーラム
事務局

二宮町生涯学習センター ６月25日、26日 二宮町都市部
生活環境課

二宮町二宮961 0463-71-
3311

www.town.ninomiya.kan
agawa.jp

59 環境展 環境問題に関心を持ってもらうためのパネル等展示を行い
ます。

中井町 中井町農村環境改善セン
ター

６月１日から16日 中井町役場環境上下水
道課

中井町比奈窪56 0465-81-
3903

suidou@town.nakai.kan
agawa.jp

60 環境展 環境問題に関心を持ってもらうためのパネル等展示を行い
ます。

中井町 井ノ口公民館 ６月16日から30日 中井町役場環境上下水
道課

中井町比奈窪56 0465-81-
3903

suidou@town.nakai.kan
agawa.jp

61 酒匂川統一美化クリーン
キャンペーン

河川敷の清掃を行います。 山北町 酒匂川河川流域 ６月４日 山北町環境課 足柄上郡山北町山北
1301－４

0465-75-
3656

62 第33回ホタル観賞の夕～
愛川町ホタル観賞のつどい
～

ホタルの自生に向けた取組等を行っている「松葉沢ホタル
保存会」と町が協働して、ホタル観賞会を実施します。観賞
会では環境保全に関する啓発物品（うちわ等）の配布等を
行います。

松葉沢ホタル保存会 愛川町半原地内 ６月３日 愛川町環境経済部環境
課環境対策班

愛川町角田251－１ 046-285-
2111


