「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

平成 2８年６月１８日発行

・★は、保護者同伴
・場所が書いていないものは、すべて「そらんぽ四日市（博物館）
1 階 研修・実習室」で行います。

対象：小学４年～中学生（小学生は★）
こどもエコゼミ

こどもエコゼミ

四日市公害基礎学習

松葉を使って大気おせん調査！

四日市公害がどうして起こったの
か、また発生後の四日市がどう変
化をしたのかを学びます。

四日市公害のことを学び、いまの

【日時】①７月１８日（月・祝）
②８月１３日（土）
各回１３:３０～１５:３０
【定員】各回３０名（抽選）
【〆切】①７月４日（月）
②７月３０日（土）

けんびきょう

四日市の空気を松葉と顕微鏡を使
って調べてみよう！
【日時】８月２日（火）
１３:００～１６:００
【定員】２０名（抽選）
【〆切】７月１９日（火）

四日市公害の
今を知るバスツアー②

新聞記者として「四日市公害と環
境未来館」を取材し、公害新聞を
作ろう！
【日時】７月２７日（水）
１３:３０～１５:３０
【定員】２４人（抽選）
【〆切】７月１３日（水）

館内で四日市公害について学んだ
後、関連した地域等を巡ります。
【日時】７月３０日（土）
１０:００～１６:００
【見学先】四日市公害と環境未来館
塩浜地区、四日市港ポートビル
【定員】４０人（抽選）
【〆切】７月１６日（土）

公害環境の自由研究について調べ
方やまとめ方の相談会を開きます。
【日時】８月１８日（木）
8 月２７日（土）
１０:００～１２:００
１３:３０～１６:３０
【対象】小・中学生
※事前予約を優先します。
電話で問い合わせください。

見る企業の環境対策
館内で四日市公害について学んだ
後、環境保全に取り組んでいる企
業を見学します。
【日時】８月９日（火）
１０:００～１５:３０
【見学先】四日市公害と環境未来館
東ソー㈱四日市事業所
【定員】４０人（抽選）
【〆切】７月２６日（火）

四日市公害と環境未来館

常設展ガイドツアー

― 活用しよう！ ―

２階の展示室を、解説を交えなが
ら見学するガイドツアーです。
【日時】７月２日（土）
７月１７日（日）
８月６日（土）
８月２１日（日）
各日 １４:３０～１５:３０
【対象】一般（どなたでも）
【場所】２階 展示室 直接集合

四日市公害と環境未来館
２階の常設展には、展示
の案内をしてくれる解説
員がいます。

＊活動室展示＊

四日市再生「公害市民塾」
「四日市公害を忘れないために」

（じばさん三重２階）

四日市公害関連のパネルと活動紹介展示

７～９月

四日市公害の語り部から話を聞
き、展示を参考にしてレポートに
まとめましょう。
【日時】①８月３日（水）
②８月１１日（木・祝）
各回１３:３０～１５:００
【定員】各回２４人（抽選）
【〆切】①７月２０日（水）
②７月２８日（木）

四日市公害の記者になろう

公害環境の
自由研究まとめ方相談

語り部の話を聞く
レポーターになろう

★は、保護者同伴

日 時
７月２３日（土）

タ

こんちゅう

めざせ！ 昆 虫 ハンター！
こどもエコゼミ
たんけん

エネルギー探検バスツアー

９:００～１６:００

７月３１日（日）

内

四日市の身近な自然調べ

９:３０～１２:００

７月２９日（金）

イ ト ル

協賛：東邦ガス(株)

こどもエコゼミ

①１０:００～１２:００

かぜ

でんき

風で電気をつくろう

②１３:３０～１５:３０

８月５日（金）

ちょうさ

ごみのゆくえ調査

８月５日（金）

え ど じだい

８月６日（土）

まな

江戸時代に学ぶエコ

１３:３０～１５:３０

しょくぶつだいけんきゅう

８月２０日（土）
①１０:００～１２:００
②１３:３０～１５:３０

シダ 植 物 大 研 究

マリン・リースを作ろう

こどもエコゼミ

１０:３０～１４:３０

おうちで使うエネルギーや自然エネルギーについて学ぼう！
ペットボトルを使って風力発電機を作ります。
【対象】小学５・６年生（★）
【定員】各回２０人（抽選）【〆切】７月１６日（土）

館内で、江戸時代のリサイクルのようすを学び、現在の
生活をふりかえります。
【対象】小学４年～中学生（小学生は★）
【定員】２４人（抽選）【〆切】７月２２日（金）

貝がらやビーチグラスを使って、すずしげな夏のリースを作ろう。

こどもエコゼミ

８月２６日（金）

家庭で使うエネルギーや新エネルギーについて学ぼう！
【対象】小学生（★）※幼児不可【集合･解散】博物館前
【見学先】東邦ガス(株)ガスエネルギー館（愛知県）
NTN(株)グリーンパワーパーク（桑名市）
【定員】４０人（抽選）【〆切】７月１５日（金）

胞子でふえるシダ植物には、ふしぎがいっぱい。シダ植
物の標本作りと胞子の観察をします。
【対象】小学５年～中学生（★）
【場所】少年自然の家、三重県環境学習情報センター
【定員】３０名（抽選）【〆切】７月２３日（土）

四日市の身近な自然調べ

１０:００～１５:００

夏に観察できる昆虫の捕まえ方のコツを知ろう！
【対象】小・中学生（★）【場所】少年自然の家
【定員】 ４０人（抽選） 【〆切】７月９日（土）

新しくできた四日市のゴミ処理場などを見学し、新しい
ゴミの分別方法やリサイクルについて学びます。
【対象】小・中学生（★）※幼児不可
【集合･解散】博物館前
【見学先】四日市市クリーンセンター、 朝日金属(株)
【定員】４０名（抽選）【〆切】７月２２日（金）

こどもエコゼミ

９:３０～１５:３０

容

おやこ

親子エコ・クッキング
協賛：東邦ガス(株)

【対象】小学１～４年生（★）
【定員】各回１６名程度（抽選）【〆切】８月６日（土）
環境に配慮した調理のコツを教わりながら、料理を作り
ます。≪メニュー≫ささみとチーズのトルティーヤロール、
夏野菜のラタトゥイユ、プチトマトと桃のコンポート
【対象】小・中学生（★）
【場所】東邦ガスリベナス四日市２階（栄町）
【定員】１６名程度（抽選）【〆切】８月１２日（金）

■一般向け講座
四日市公害の

今を知るバスツアー①
館内見学後、公害に関連した地域等
をバスでめぐります。
【日時】７月１７日（日）
１０:００～１６:００
【見学先】四日市公害と環境未来館
塩浜地区、四日市港ポートビル
【対象】１６歳以上
【定員】４０人（抽選）
【〆切】７月３日（日）

「四日市公害を忘れないために」
市民の集い２０１６
【日時】７月２３日（土）
１３:３０～（開場１３：00）
の だ

高校生のための
四日市公害ガイドツアー
館内で展示のガイドツアーを行い、
ディスカッションします。

ゆきかず

【講師】野田 之一さん
【場所】１階 講座室
【対象】一般（どなたでも）
【定員】８０人（先着順）
【共催】四日市再生
「公害市民塾」

【日時】８月１０日（水）
１３:３０～１５:３０
【対象】高校生
【定員】３０人（抽選）
【〆切】７月２７日（水）

■大学連携講座

★は、保護者同伴

三重大学夏休み自由研究教室

四日市大学エコキッズ夏休み実験講座

土はマジシャン！（JST 支援事業）

「環境とエネルギー」
・「生物多様性」

じっけん

◆幼児・小学校１～３年生コース
昔話から環境について学び、オリジナル紙芝居を作ります
【日時】８月１２日（金）１０:００～１２:００
【定員】２０名（抽選）（★）
◆小学校４～６年生、中学生コース（全２回）
①「四日市公害と環境未来館」、中部電力川越火力発電所
及びテラ４６を見学します
②三重大学の学生と一緒に壁新聞を作成します
【日時】①８月１０日（水）１２:３０～１６:３０
②８月１２日（金）１３:００～１６:００
【定員】３０名（抽選）保護者同伴可 ※未就学児同伴不可
【〆切】８月１日（月）
本事業は文部科学省平成２８年度ユネスコ活動費補助金、グローバル人材の育成に
向けた ESD の推進事業です。

かんきょうもんだい

土を使った実験を通して、自然のふしぎや 環 境 問題について
楽しく学びます。
◆１～３年生コース

◆４～６年生コース

【日にち】８月２１日（日）
【定員】各回８組（親子
２名で１組）（抽選）
※未就学児同伴不可

【日にち】8 月２０日（土）
【定員】各回１５名（抽選）
※未就学児同伴不可

【時間】各日 ①１０:００～１１:００ ②１３:００～１４:００
③１５:００～１６:００
ひろずみ とよかず

【講師】四日市大学環境情報学部専任講師 廣住 豊一さん
【場所】じばさん三重 ２階 活動室
【〆切】７月２０日（水）

■エコパートナー講座
日 時

タ

イ ト ル

内
かみしばい

７月３日（日）
１０:００～１２:００

７月３日（日）
７月２４日（日）
（全２回）
１３:３０～１５:３０

７月１６日（土）
１３:３０～１５:３０

企画：ウミガメネットワーク

１３:３０～１５:３０

かんきょう

たいせつ

ダンボールコンポストによる ダンボールコンポストを使って家庭で簡単にできる生ごみの
削減、たい肥化の方法を説明します。全２回の講座です。
生ゴミのたい肥化講座
企画：四日市ダンボールコンポストの会

どうなっとんの？ モンゴルの大気
企画：国際環境技術移転センター
ア イセ ット

【対象】一般（どなたでも）
【定員】４０名（先着順）

ICETT がモンゴルを対象に取り組んできた国際貢献活動と
環境問題を紹介します。
【対象】一般（どなたでも）【定員】４０名（抽選）
【〆切】７月２日（土）
つか

すず

す

模型のキットを使って、夏に涼しく過ごせる家を自分で考え
エコワークショップ［夏版］ て作ってみよう。
だいわ
【対象】小学校５年生～中学生【定員】２０名（抽選）
企画：大和リース株式会社
【〆切】７月１３日（水）
第２回

７月３０日（土）

かせん

びます。
【対象】３歳以上【定員】３０名（先着順）

もけい

１０:００～１２:００

容

かいがん

四日市にもウミガメがくるよ クイズや紙芝居を通して、海岸や河川の 環 境 の大切さを学

（ICETT）
７月２７日（水）

とお

四日市あすなろう鉄道の魅力
市民の意見交換会
お お ぜ こ ちょう

企画：大瀬古 町 子供と
地域の環を育む会

四日市あすなろう鉄道の意見交換を行い、環境にやさしい
公共交通機関の利用促進をみんなで考えよう。
【対象】一般（どなたでも）【定員】３０名（抽選）
【〆切】７月１６日（土）
全国の大気汚染問題について詳しく学びます。

８月７日（日）
１３:３０～１６:００

大気汚染公害の歴史と課題

私たちのまちにすむ
８月１９日（金）
１０:００～１２:００

よけもと まさふみ

【講師】大阪市立大学大学院教授 除本 理史さん
企画：四日市再生「公害市民塾」 【場所】１階 講座室
【対象】一般（どなたでも）【定員】８０名

まも

フクロウを守ろう！
企画：三重県立四日市西高等学校
自然研究会

こうさく

とお

はばたくフクロウの工作などを通して、四日市にすむフクロ
こ そだ

すがお

ウの子育てについて、やさしく学びその素顔にせまります。
【対象】小・中学生（小学生は★）【定員】３０名（抽選）
【〆切】８月５日（金）

■自然観察会

■マンスリーキッズ工作

講師:四日市自然保護推進委員会

夜の自然観察会
う

か

かわ

セミの羽化ウォッチング

いし

ちょうさ

貝がらフォトフレーム作り

川のいきものと石ころ調査

【日時】７月２３日（土）
１８:３０～２０:３０

【日時】８月７日（日）
１０:００～１２:００

（少雨実施、１７時に大雨の時は中止）

（少雨実施、９時に大雨の時は中止）

【場所】中央緑地公園噴水前（体育館西側）
【服装】危険防止のため、

【場所】イオン尾平店駐車場（スターバックス東）
【服装】動きやすい服、ぼうし

長そで・長ズボン・運動靴
【持物】懐中電灯、飲み物、カメラ
虫よけスプレー、筆記用具など

【持物】飲み物、川用タモ、バケツ、

運動靴または長靴(サンダル不可)
石ころ調査用の袋、筆記用具、
タオルなど

かざ

貝がらで飾りつけをして、夏にぴった
りなフォトフレームを作ります。

【対象】小学生以上（小学生は★）
【日時】７月２日（土）
①１０:００～１１:００
②１４:００～１５:００
【定員】 各回２０名（先着順）

四日市公害と環境未来館 アクセス
【鉄道】 近鉄四日市駅西出口より徒歩３分
JR 四日市駅より徒歩２０分
（JR 四日市駅～近鉄四日市駅間 路線バス４分）
【バス】 三重交通バス停「文化会館前」徒歩２分
※無料駐車場はありません。できる限り公共交通をご利用ください
※ＪＡパーキング（安島２丁目）をご利用の方は、サービス券を
お渡しします。受付まで、駐車券をご提示ください。

＊ お申込み方法 ＊
【注意】○応募者多数の場合、抽選となり、当選者のみに案内を送らせていただきます
○講座は、すべて無料です
ハガキ・FAX・E-mail のいずれかに、下記事項をご記入の上、お申込み下さい。

①参加を希望するイベント名と日時
③代表者のお名前（ふりがな）
⑤年齢（学生は学校名と学年）

②連絡先（郵便番号・住所・電話・FAX）
④参加者全員のお名前（ふりがな）

※お送りいただいた個人情報は、「四日市公害と環境未来館」の事業以外には使用いたしません。

-------------------------------- 参加お申し込み用紙 キリトリ ----------------------------------平成２8 年

月

日

参加希望
イベント名
〒
連絡先

TEL：

氏名（ふりがな）

年齢（学校名と学年）

氏名（ふりがな）

年齢（学校名と学年）

代表者（親子イベントは保護者名）

四日市公害と環境未来館

〒510-0075 四日市市安島 1 丁目 3 番 16 号
【TEL】 059-354-8065
【FAX】 059-329-5792
【E-mail】 kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp
【HP】 http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
【開館】 火曜日～日曜日

9 時 30 分～17 時

【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）

