「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

♪♪ゴールデンウィーク中の開館日♪♪

平成 2９年 4 月 13 日発行

４月２９日～５月７日は休まず開館します！

四日市公害と環境未来館の連続講座！！
日

時

タ

イ ト ル

①5 月 13 日（土） 【こどもエコラボ】
②6 月 18 日（日）
③7 月 1 日（土） 街のかんきょう調査隊
（全３回）

13:30～15:30

①5 月 21 日（日） 【こどもエコレンジャー】
②6 月 24 日（土）
③7 月 8 日（土） まちエコウォッチング
（全３回）

10:00～12:00
①5 月 27 日（土）
②6 月 17 日（土）
③6 月 30 日（金）
④7 月 15 日（土）
10:00～15:30
（③のみ
9:00～16:00）

環境リーダー養成講座
（全４回）

②6 月 10 日（土）
10：00～15：00

③7 月 17 日（祝）
9：00～16：00

④8 月 27 日（日）
10：30～15：30

①6 月 3 日（土）
10：00～12：30

②7 月 9 日（日）
9：00～11：30

③9 月 30 日（土）
10：00～12：00

■場所：１階 研修・実習室 ★印は保護者同伴
内

容

実験や体験を通して、身の回りの環境をしらべてみよう。
①水のサイエンス ②空気のサイエンス ③雨のサイエンス
【対象・定員】小学３年～中学生（★）・３０名（抽選）
【しめきり】５月１日（月）必着
ソーラーパネルなど環境にやさしい取り組みを探しに、まちに
出かけよう。
①まちなかエコたんけん
②騒音パトロール隊
③こどもエコタウンサミット
【対象・定員】小学生（★）
・３０名（抽選）
【しめきり】５月７日（日）必着
四日市のゴミや自然、水、大気など身近な環境問題について、
学び、地域で活躍するリーダーになろう！
①環境問題とゴミ ②四日市公害と大気汚染・温暖化 ③水と
自然を学ぶバス視察 ④環境と町づくり・仲間づくり
【対象・定員】１５歳以上・２０名（抽選）
【しめきり】５月１３日（土）必着

①5 月 28 日（日）
10：00～15：30

くわしくは連続講座チラシを見てね！

よっかいち川調査隊
み たきがわ

三滝川編
（全４回）
協力：㈱東産業

いろんな生き物が暮らす三滝川。三滝川の 3 地点で、生き物を
とり、スケッチしよう！調査結果は最終回で、発表します。
①下流の生き物たち（中部西小学校）
②中流の生き物たち
（㈱東産業）
③川の流れをたどる～上流編（市民公園から
バス移動）
④結果発表会と四日市の川の学習（㈱東産業）
【対象・定員】小学生以上（小学生は★）
・３０名（抽選）
【しめきり】５月１４日（日）必着
しりょうまい

親子田んぼ体験
動物が食べるコメ作り
（全４回）
協力：内部ホタルの里を育てる会

④11 月５日（日） 農業者団体うねめ未来へつなぐ会
9：00～12：30

四日市公害と環境未来館２階展示室を、
＊
来館者の希望に合わせて、解説員が詳しく
説明します。
【日時】５月６日（土）
、２１日（日）
１３:００～１６:００
【場所】２階 常設展入口集合

ウシやニワトリなどが食べる飼料米を作ってみよう！
①田植え体験 ※雨天時は午後もしくは翌日に延期
②草取りと田んぼの生きもの探し
③かりとり収穫体験
④稲わらを食べるウシを見に行こう（(有)三重カドワキ牧場）
【場所】①～③うつべ農園 ④は市民公園からバス移動
【対象・定員】小・中学生（★）・４０名（抽選）
【しめきり】５月２０日（土）必着

ＣＳＯ環境よっかいち

＊
「四日市ラプソディ―その海と空とー」
四日市公害訴訟判決４５周年を記念して、市民による手づくりミュージ
カル劇「四日市ラプソディ－その海と空と－」の公演を企画しました。
７月１日（土）、２日（日）に上演するミュージカルに関する展示です。

【場所】
「四日市公害と環境未来館」活動室（じばさん三重２階）

日

時

タ

5 月 4 日（祝）
～6 日（土）
10:00～11:00

5 月 7 日（日）
10:00～12:00
少雨決行
9 時に大雨の時は中止

イ ト ル

内

間伐材うちわに絵をかいて、オリジナルうちわを作ります。

【マンスリーキッズ工作】

間伐材うちわに絵をかこう

【対象・定員】４歳以上・各日２０名（先着）
【場所】１階 研修・実習室
野鳥や昆虫などの生き物を探してみましょう。ベビーカーでも
参加できるショートコース（11:00 まで）もあります。

【自然観察会】

新緑の夏鳥や昆虫
バリアフリーコースあります！

【場所】北勢中央公園西駐車場に当日直接集合
【持ち物】動きやすい服装（長袖、長ズボン）、運動靴、帽子など
【講師】四日市自然保護推進委員会
昔のリサイクルの様子を学び、現在の生活を振り返ります。
環境に優しい暮らしのアイデアを探してみませんか。

５月 20 日（土）

江戸時代の

13:30～15:00

くらしに学ぶエコ

【対象・定員】小学３年～中学生（小学生は★）
・２４名（抽選）
【場所】１階 研修・実習室
【しめきり】５月６日（土）必着
コーヒーの豆かすは、どのように処理されているのか、企業の
環境対策や事業活動について学びます。試飲もあります。

驚きのリサイクル！

５月 24 日（水）
18:30～20:15

容

コーヒー豆のゆくえ
企業に学ぶサスティナブル
な取り組み

【対象・定員】１８歳以上・５０名（抽選）
【場所】総合会館８階 第４会議室
【講師】スターバックスコーヒージャパン（株）環境推進担当
協力：三重県環境学習情報センター マネージャー 関根久仁子さん、三重県環境学習情報センター
【しめきり】５月 10 日（水）必着

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 ＊
そらんぽ四日市１階の図書カウンターまたは、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。

【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
○材料費や参加費の記述がないものは、すべて無料です
※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。
（企業見学等の講座の場合、参加者の名簿を送付させていただく場合がありますので、ご了承ください。）

①参加を希望するイベント名
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）
④参加者全員のお名前（ふりがな）

----------------------------------------------------------------------------------------------------

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/
【開館時間】９時３０分～１７時

【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌平日）

