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1
地下街アゼリア広報
コーナー展示

川崎市
5月28日から6月
11日

川崎地下街「アゼ
リア」広報コー
ナー

川崎駅地下街の広報コー
ナーに、環境月間の展示
を行い、市民の環境意識
の啓発を図ります。

環境局総務部企画課 044－200-2387

2 「環境情報」の発行 川崎市 6月1日発行 　

川崎市の環境行政につい
てお知らせする月刊情報
誌で、政策やイベント、
各種調査結果の最新情報
を掲載します。

環境局総務部企画課 044－200-2387
http://www.city.kawasaki.jp
/300/page/0000031684.ht
ml

3
令和３年度環境功労
者表彰式

川崎市 6月29日
川崎市役所第４庁
舎

良好な環境の保全及び創
造に資するため、地域環
境の向上等に顕著な功績
のあった個人又は団体を
表彰します。

環境局総務部企画課 044－200-2387
https://www.city.kawasaki.j
p/300/page/0000130548.h
tml

4
「エコなライフスタ
イルの実践・行動」
キャンペーン

九都県市
5月1日から4月30
日（通年実施）

九都県市全域

九都県市が自ら率先して
行動するとともに、住
民・事業者に対し、地球
温暖化防止の一環として
省エネ・節電などの普及
啓発活動を行います。

環境局地球環境推進室 044-200-3871
http://www.tokenshi-
kankyo.jp/global-w.html

5
第１０回スマートラ
イフスタイル大賞の
募集

川崎市・川崎
温暖化対策推
進会議
（CC川崎エコ
会議）

4月30日から7月
30日

川崎市・川崎温暖
化
対策推進会議（CC
川崎エコ会議）

CO2削減に貢献する市民や
事業者の優れた取組を表
彰する「スマートライフ
スタイル大賞」の募集を
行います。

環境局地球環境推進室 044-200-3871
http://www.city.kawasaki.jp
/300/page/0000076520.ht
ml
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川崎市

6

地下街アゼリア広報
コーナー展示（かわ
さきエコ暮らし未来
館）

川崎市
6月25日から7月9
日

川崎地下街「アゼ
リア」広報コー
ナー

川崎駅地下街の広報コー
ナーに、市が所管する環
境啓発施設である「かわ
さきエコ暮らし未来館」
の展示を設置し、施設の
ＰＲとともに市民の環境
意識の啓発を図ります。

環境局地球環境推進室 044-200-3871 https://eco-miraikan.jp/

7
第45回環境研究合同
発表会

神奈川県市環
境研究機関協
議会

６月１６日 オンライン

川崎市環境総合研究
所、神奈川県環境科学
センター、横浜市環境
科学研究所の職員が、
日頃の研究成果につい
て市民、事業者に向け
わかりやすく発表を行
いました。

環境局環境総合研究所
事業推進担当

044-276-9001

8
CCかわさき交流コー
ナー　テーマ展示

川崎市地球温
暖化
防止活動推進
センター

5月1日から6月30
日

高津市民館（CCか
わさき交流コー
ナー）

高津市民館内にあるCCか
わさき交流コーナーで、
川崎市内の事業者・市民
団体の取組を展示し、多
くの市民に周知します。

川崎市地球温暖化防止
活動推進センター

044-813-1313
http://www.cckawasaki.jp/
kwccca/

9 ハナショウブ展 緑化センター
6月1日から6月13
日

緑化センター ハナショウブの品種展 緑化センター 044-911-2177
https://kawasakishi-
ryokuka.com/event/event-
863/

10

タネから育てる花壇
づくり（春編）第３
回　夏・秋花壇の定
植

緑化センター 6月24日 緑化センター
「種まき」から花壇の管
理までを４回に分けて実
施

緑化センター 044-911-2177
https://kawasakishi-
ryokuka.com/event/event-
300/

11
ウメの整枝・選定
～入門編～

緑化センター 6月30日 緑化センター ウメの整枝・選定 緑化センター 044-911-2177
https://kawasakishi-
ryokuka.com/event/event-
359/

12
かわさきみずみず
フェア

川崎市上下水
道局

6月5日
JR武蔵溝ノ口駅南
北自由通路

市民に水道事業への関
心と理解をより深めて
いただく行事

上下水道局サービス推
進課

044-200-3097
https://www.city.kawasaki.j
p/800/index.html

13
地下街アゼリア広報
コーナー展示

川崎市上下水
道局

6月25日から7月9
日まで

川崎地下街「アゼ
リア」広報コー
ナー

夏場の水分補給の啓発と
水道水のＰＲ

上下水道局サービス推
進課

044-200-3097
https://www.city.kawasaki.j
p/801/index.html
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川崎市

14
サイエンスワーク
ショップ

川崎市 6月5日
かわさき宙（そ
ら）と緑の科学館

タンポポの外来種と在来
種の違いについてワーク
ショップを実施

教育委員会事務青少年
科学館

044－922-4731


