
この事業は、「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の
助成を受けて実施しています。

「はちおうじの環境を みる・きく・考える」をテーマに、
毎年環境月間である６月に開催しています。

https://www.mmi-sc.co.jp/

空調設備の計画・施工・修理・保守

修理のご依頼はこちら!　TEL（042）644-0130
E-ｍａｉｌ：daikihonsya@muh.biglobe.ne.jp

坂西精機株式会社
ー 減速機・精密歯車・機械部品の製造 ー

http://www.sakanishi.co.jp/

モノづくりの未来へ

八王子資源化事業
協同組合

TEL.042-626-9491

ご協賛いただいた皆さま

１．「ポリオ撲滅」と世界平和が、ロータリークラブの最優先の目標です。
２．２０１８年からは高校生と貧困問題や社会奉仕について考える「ソーシャル・
リーダーシップ・プログラム（ＳＬＰ）」を開始、継続中です。

３．２０２１年にはU-16プログラミングコンテスト八王子大会にスポンサーとして
参加、地域の教育環境の向上を支援しています。

東京八王子ロータリークラブの願いです。

「世界の人々の健康を守りたい」
「地域の人々に貢献したい」

事務局　042-644-8611

TEL.042-625-4651
https://www.8080.co.jp/

八王子市は2050年までに
二酸化炭素排出実質ゼロに取り組む

詳細はこちらをご覧ください→

「ゼロカーボンシティ宣言」
を表明しました！

八王子市、八王子市教育委員会、八王子商工会議所、
一般社団法人八王子青年会議所

後援

・来場の際はマスクを着用してください。
・手の消毒と検温にご協力ください。
・ほかの人との距離を1ｍ以上とるようにしましょう。
・出展ブース内やステージ内では、必要な水分補給をのぞき、
 飲食はできません。
・大声を出す行為はお控えください。
・ごみは各自でお持ち帰りください。
・密の防止のため、スタッフがお声を
 かけさせていただく場合がございます。
 あらかじめご了承ください。

来場者のみなさまへお願い
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マスクの着用 来場時の検温 手指の消毒 距　離

感染症対策にご協力ください。

新型コロナウイルス
感染症対策を徹底します。

ST P COVID-19

八王子環境フェスティバル実行委員会主 催
お問い合わせ：八王子環境フェスティバル実行委員会事務局（八王子市環境部環境政策課内）TEL:���-���-����
後援： 八王子市、八王子市教育委員会、八王子商工会議所、
 一般社団法人八王子青年会議所 八王子環境フェスティバル

JR八王子駅
北口 西放射線ユーロード
南口 とちの木デッキ

会 場

楽しいイベントが

いっぱい！

北口 西放射線ユーロード

この事業は、
「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の

助成を受けて実施しています。

「みどリ～」の
LINEスタンプも
好評発売中だよ！

会場図内の★印のついた
ワードラリーブースをめぐり、
6つの文字を集めて並び替え、
1つのことばをつくろう！

会場図内の
ワードラリーブース
6つの文字を集めて並び替え、
1つのことばをつくろう！

�か所の本部にて専用シートを配布します。
先着�,���名に素敵な景品をプレゼント！

で記念グッズをGET

火災から命と財産を守る

西関東支社　　042-643-1520
https://www.t-junshin.ac.jp
TEL.042-692-0326

〒192-0045 東京都八王子市大和田町5-8-5
TEL.042-656-1255
HP:http://www.yukou.co.jp

～おかげさまで創立30周年～

（株）土屋隆建築設計事務所
http://www.tt-archi.com
（株）土屋隆建築設計事務所
http://www.tt-archi.com

光を創る
　　未来を創る

TEL.042-679-6808

電気工事・電気通信  設計  施工
株式
会社日本タスクス

TEL.042-696-5518

いつもゲンキなプロ集団

ゲンキ株式会社

南多摩運送株式会社

TEL.042-625-0511
https://www.m-tama.com https://sdgus.net/

TEL.042-625-2351

住宅のお悩みは
私たちにお任せ下さい！

建設ユニオン多摩
TEL.042-696-6210
http://www.uchino-ss.co.jp

ユウコウ建設株式会社

総合建設業

株式会社 小池建材

西関東営業本部
TEL.050-3186-2845

八王子環境フェスティバルとは

タタミ・襖・障子

TEL.042-637-3459

042-629-9231
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43～54とちの木デッキ

9～29中町エリア
9 専門学校 トヨタ東京自動車大学校 自分の力で電気を作ろう！電気に感謝！
10 有限会社林庭園設計事務所 木工・寄植え体験！エコ堆肥・竹パウダーも必見！
11 中央地区環境市民会議 川・まちの環境保全、ごみの削減の仲間募集
12 北部地区環境市民会議 私たちの里地の物で楽しい物つくり
13 西部地区環境市民会議 地区の自然を紹介・体験講座の記録展示
14 西南部地区環境市民会議 地域の自然や環境調査、保全活動などの紹介
15 東南部地区環境市民会議 東南部地域の環境保全活動を支援します。
16 東部地区環境市民会議 里地里山のメカイ作り体験とカイコと織りの実物展示
17 浅川流域市民フォーラム 川の始まりの町、八王子。いくつの川があるかな？
18 自然派くらぶ生活協同組合 SDGｓに取り組む地産・地消の生協です
19 八王子市都市計画部交通企画課 ECOに走ろう！八王子の夏！シェアサイクル展
20 八王子市道路交通部交通事業課 交通安全体験コーナー、自転車等の安全利用案内
21 宇津貫みどりの会 今こそ、自然回帰を考えるとき、里山で活動しましょう
22 八王子市資源循環部ごみ減量対策課 なくそう！食品ロス
23 エコひろば【ダンボールコンポスト】 家庭の生ごみを堆肥に変えてごみを減らそう！
24 グリーン ギャラリー ガーデンズ 身近なガーデンから持続可能な環境創り‼
25 多摩南生活クラブ生協 まち八王子北 環境に関わる取り組みの紹介とソーラークッカーの実演
26 東京電力パワーグリッド株式会社　多摩総支社 尾瀬の自然環境保全活動の取り組み紹介
27 東京土建一般労働組合八王子支部 環境にやさしい住まいづくりを応援します！
28 八王子市消費生活啓発推進委員会 だれでも楽しめるゲームと環境取り組みチェック
29 オーエム通商株式会社 ＳＤＧsの事例紹介

八王子駅

八王子スクエアビル

43
ステージ

50 51 52
54 53

49 48 47 46

44
45

30～42横山町エリア
30 東京ガスネットワーク株式会社 東京西支店 間伐材を使って自分だけのコースターを作ろう！
31 八王子商工会議所 八王子が１番！ＳＤＧｓ取り組み企業の紹介
32 東京都下水道局流域下水道本部 ＶＲで 水再生センター にいってみよう
33 北野環境教育・学習委員会 北野地区にある環境施設が大集合！
34 北野余熱利用センターあったかホール 体組織計インボディで身体の状態を測定解説
35 エコひろば【環境教育】 資源の循環を推進し、持続可能な社会の実現を目指す！
36 生活協同組合コープみらい 生協の宅配で皆様の暮らしをサポートします。
37 首都圏建設産業ユニオン多摩支部 地元木材の利活用で地産地消のエコな暮らしを支えます
38 八王子市環境部環境政策課【温暖化対策担当】 ゼロカーボンアクションに取り組みませんか
39 工学院大学【スライム】 めずらしいスライム作り、ぜひみんなでやってみよう！
40 工学院大学【ソーラーカー】 脱炭素社会を実現するため電気自動車の開発をしています
41 横山町本部 西放射線ユーロード西本部案内
42 東京都・ＴＮクロス株式会社【電気自動車】 太陽光・水素の電気で走る電気自動車からの給電体験

１０：００～ 和太鼓鼓一 和太鼓演奏（４０分）
１１：２０～ 東京八王子ビートレインズ
 チアリーダーRaily`sパフォーマンス（４０分）
１２：３０～ 鳴神流雷神太鼓 和太鼓演奏（４０分）
13:45～ 大道芸人ＢorocopShiba マジック
 ＆パントマイムショー(３０分）
１５：３０～ ＳＩＯアコースティックライブ（４０分）

※雨天の場合は
　スケジュールに
変更がある場合も
ございます。

イベントスケジュール

ゴミは持ち帰りましょう。タバコは所定の喫煙スポットでお願いします。

1～8旭町エリア
1 旭町本部 西放射線ユーロード東本部案内
2 Ｒｅｔｈｉｎｋ　ＰＲＯＪＥＣＴ 「ひろえば街が好きになる運動」が体験できます。
3 八王子・日野カワセミ会 八王子市の野鳥の動向や野鳥についての相談
4 八王子里山クラブ あなたもいっしょに稲作を体験しませんか
5 八王子市立第四中学校 私たちが取り組んできた魅力ある学習活動を紹介します
6 ＮＰＯ法人緑サポート八王子 森のクラフト工房！親子で楽しく遊んで学ぶ
7 八大緑遊会 緑地里山の保全活動からのプレゼント
8 池の沢に蛍を増やす会 里山の木や竹を使って色んなものを作ろう

環境フェスティバルでは、各団体の目指す
ＳＤＧｓへの取組を発信しているよ！
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、地球温暖化対策など、将来の地球を
守っていくため２０３０年までに達成すべき１７の目標（ゴール）のことだよ。
各団体がどんな目標を掲げているのか、探してみよう！みどリ~

八王子市
環境キャラクター
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サザンスカイタワー
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♥

横山町公園
国道20号

９：45～ 開会宣言等（１5分）
１０：１０～ 鳴神流雷神太鼓 和太鼓演奏（４０分）
１１：０５～ ＵＰ  ＬＩＦＴ  ライブ（４０分）
１２：００～ ＳＩＯアコースティックライブ（４０分）
１２：５５～ 身近なＳＤＧｓの取り組みとは？（４０分）
１３：４５～ 東京八王子ビートレインズ
 チアリーダーRaily`sパフォーマンス（４０分）
１４：３５～ 和太鼓鼓一 和太鼓演奏（４０分）
１５：３０～ 大道芸人ＢorocopShiba マジック
 ＆パントマイムショー（３０分)
１６：１５～ ゲンキダーJショー（３０分）

※雨天の場合はスケジュールに
　変更がある場合もございます。

イベントスケジュール

国
道
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ワードラリーブースワードラリーブース

ワードラリーブース

ワードラリーブース

43 とちの木本部 とちの木デッキ本部案内
44 東京都立富士森高等学校ボランティア部 ペットボトルで顕微鏡づくり
45 東京八王子ロータリークラブ “世界”と“八王子”の子供たちのために
46 クールセンター八王子 地球温暖化について楽しく学ぼう！
47 東京工科大学応用生物学部環境グループ 東京工科大応用生物学部環境グループの取組紹介
48 オール東京62「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 東京の62市区町村の環境の取り組みを紹介
49 八王子市資源循環部戸吹クリーンセンター 流れてくるくるリサイクル（分別体験）
50 八王子市環境部環境政策課【路上喫煙防止・生物多様性】 喫煙マナーアップキャンペーン＆生物多様性
51 日本山岳会　高尾の森づくりの会 北高尾の森で美しい森の復活と維持活動を行っています
52 株式会社エフピコ 使用済み食品トレーなどのリサイクルについて紹介
53 YSP多摩東京 子ども食堂、無料塾スタッフ募集！
54 公益財団法人 東京都都市づくり公社 緑化によるまちづくりと下水道の役割の紹介

会場の
ご案内

１０：１０～ 鳴神流雷神太鼓 和太鼓演奏（４０分）

１２：５５～ 身近なＳＤＧｓの取り組みとは？（４０分）

旭町本部旭町本部

とちの木本部とちの木本部

横山町本部横山町本部


