
区 実施主体 内                  容 開催日 開催場所

環境事業所
毛糸でかわいい『エコたわし』づくり＆
エコライフキャンペーン

6月21日(金）
10:00～15:00

千種区役所　あじさいひろば

緑のカーテンづくり講習会
5月30日（木）
14:00～15:30

千種保健センター　会議室

エコライフキャンペーン
6月28日（金）
9:30～11:30

イオン今池店

エコ教室
8月20日（火）
10:30～11:45

千種区役所　講堂

環境事業所
ごみ分別クイズとお絵描き収集車、
フードドライブコーナー

6月15日（土）
10:00～12:00

東環境事業所　車庫内

緑のカーテン栽培講座
5月15日（水）
10:00～11:30

東図書館　集会室

庄内緑地夏休み昆虫教室
※北区、西区、中村区、中区と合同開催

7月30日（火）
10:00～12:00

庄内緑地

名城公園夏休み昆虫教室
※北区、西区、中村区、中区と合同開催

8月2日（金）
8:30～10:30
8月9日（金）
10:00～12:00

名城公園

環境事業所 きちんと分別！資源・ごみ分別コーナー
6月1日（土）
10:00～13:00

北区役所　講堂ロビー

緑のカーテン栽培講座
※中区と合同開催

5月17日（金）
10:00～11:30

名城公園　フラワープラザ

親子エコ工作教室
※北生涯学習センター共催

6月22日（土）
10:00～11:00

北生涯学習センター　視聴覚室

庄内緑地夏休み昆虫教室
※東区、西区、中村区、中区と合同開催

7月30日（火）
10:00～12:00

庄内緑地

名城公園夏休み昆虫教室
※東区、西区、中村区、中区と合同開催

8月2日（金）
8:30～10:30
8月9日（金）
10:00～12:00

名城公園

環境事業所
資源・ごみの分別及び
ごみ減量キャンペーン

6月9日（日）
10:00～12:00
13:00～15:00

西区役所　2階講堂
山田支所　4階講堂

緑のカーテン栽培講座
5月16日（木）
10:00～11:30

西保健センター　4階多目的室

庄内緑地夏休み昆虫教室
※東区、北区、中村区、中区と合同開催

7月30日（火）
10:00～12:00

庄内緑地

夏休み親子エコ工作教室
※西図書館共催

8月1日（木）
10:00～11:30

西図書館　集会室

名城公園夏休み昆虫教室
※東区、北区、中村区、中区と合同開催

8月2日（金）
8:30～10:30
8月9日（金）
10:00～12:00

名城公園

西区公害対策室

テーマは、「生物多様性保全」、「エコライフの実践」、「循環型社会構築に向けた３Ｒの取組」。
自然観察会、環境保全に関する学習会、工作教室など、それぞれのテーマにちなんだイベントを開催します！！

西

千種

名東区公害対策室

西区公害対策室

東

西区公害対策室

北



区 実施主体 内                  容 開催日 開催場所

環境事業所 エコライフ推進キャンペーン
6月15日（土）
10:30～12:00

ヤマナカ則武店、名鉄名古屋駅前

緑のカーテン栽培講座
5月14日（火）
10:00～11:30
14:00～15:30

中村図書館　集会室

庄内緑地夏休み昆虫教室
※東区、北区、西区、中区と合同開催

7月30日（火）
10:00～12:00

庄内緑地

夏休み親子エコ工作教室
※中村図書館共催

7月31日（水）
14:00～15:30

中村図書館　集会室

名城公園夏休み昆虫教室
※東区、北区、西区、中区と合同開催

8月2日（金）
8:30～10:30
8月9日（金）
10:00～12:00

名城公園

環境事業所 エコ・クッキング教室
6月30日（日）
10:30～13:00

栄ガスビル

緑のカーテン栽培講座
※北区と合同開催

5月17日（金）
10:00～11:30

名城公園　フラワープラザ

庄内緑地夏休み昆虫教室
※東区、北区、西区、中村区と合同開催

7月30日（火）
10:00～12:00

庄内緑地

名城公園夏休み昆虫教室
※東区、北区、西区、中村区と合同開催

8月2日（金）
8:30～10:30
8月9日（金）
10:00～12:00

名城公園

環境事業所 エコライフ推進キャンペーン
6月12日（水）
11:00～12:00

フィールシャンピアポート

おうちでミニトマトをつくってみよう！
5月29日（水）
11:30～12:00

鶴舞中央図書館

緑のカーテンづくり講習会
5月31日（金）
14:00～15:30

昭和保健センター　健康増進指導室

公共施設における緑のカーテンづくり 5月～9月
昭和区役所、白金保育園、安田保育園、
吹上幼稚園、御器所コミュニティーセン
ター

エコ教室
8月22日（木）
10:30～11:45

鶴舞中央図書館　第1集会室

環境事業所
環境デーみずほ２０１９
＜エコライフ推進キャンペーン＞

環境デーみずほ２０１９
＜パネル展示・クイズコーナー＞

緑のカーテン栽培講座
5月28日（火）
10:00～11:30

瑞穂保健センター　会議室

環境事業所
港区公害対策室

エコなふろしき活用教室&
みんなで減らそう！CO2

6月18日（火）
10:00～12:00

イオンモール熱田
1階正面イベントスペース

港区公害対策室 緑のカーテンづくり講習会
5月24日（金）
10:00～11:30

熱田区役所等複合施設
熱田保健センター5階健康増進室

環境事業所
港区公害対策室

エコライフキャンペーン
6月9日（日）
10:00～12:00

ヨシヅヤ太平通り店　1階

港区公害対策室 緑のカーテンづくり講習会
5月23日（木）
10:00～11:30

中川区役所　講堂

6月9日（日）
10:00～12:00

瑞穂区役所　2階さくらルーム

中村

西区公害対策室

名東区公害対策室

昭和

西区公害対策室

南区公害対策室

瑞穂

熱田

中

中川



区 実施主体 内                  容 開催日 開催場所

環境事業所
港区公害対策室

エコライフ推進キャンペーン
6月8日（土）
10:30～12:30

ららぽーと名古屋みなとアクルス
3階

緑のカーテンづくり講習会
5月22日（水）
10:00～11:30

港保健センター　第1集会室

藤前干潟生きもの観察会
6月15日（土）
9:30～13:45

藤前干潟、藤前活動センター

環境事業所 みんな集まれ！わくわくエコひろば
6月1日（土）
10:00～12:00

アピタ名古屋南店

緑のカーテン栽培講座
5月29日（水）
10:00～11:30

南保健センター　1階会議室

自然観察会
5月または6月
10:00～12:00

呼続公園

加福地区一斉清掃
5月または6月
9:30～11:30

加福地区一帯

環境事業所
全市一斉
クリーンキャンペーンなごや2019

6月1日（土）
10:00～

小林公園

緑のカーテンづくり講習会
5月29日(水）
10:00～12:00

守山保健センター　多目的ルーム

エコライフ・フェアトレードキャンペー
ン

6月3日（月）
10:00～11:00

ナフコ不二屋守山店

緑
環境事業所
南区公害対策室

ふろしきと緑のカーテンでエコライフ
6月15日（土）
10:00～12:00

緑区生涯学習センター　第1集会室

環境事業所 ごみと資源の分別バスケットゲーム
8月8日（木）
10:00～15:00

名東区役所　講堂

緑のカーテンづくり講習会
5月28日（火）
14:00～15:30

名東区役所　講堂

公共施設における緑のカーテンづくり 5月～9月
区内コミュニティセンター、
名東保健センター

本郷学区本郷公園子ども自然発見！隊
6月23日（日）
10:00～12:00

本郷学区本郷公園
（雨天時は本郷コミュニティセン
ター）

環境事業所
環境デーコーナー
＜ごみ分別クイズ＞

環境デーコーナー
＜緑のカーテンクイズ＞

緑のカーテン栽培講座
5月31日（金）
10:00～11:30

天白保健センター　会議室

※地域環境イベントの詳細は、「地域でさがす」の地域行事情報をご覧ください。

守山

天白区役所　講堂

名東区公害対策室

名東

南区公害対策室

名東区公害対策室

6月1日（土）
9:30～12:00

天白

南

港

南区公害対策室

港区公害対策室


