「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

平成 2９年６月２３日発行

・★印は、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。

■四日市公害を学ぼう

【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

四日市公害で新聞作り

四日市公害基礎学習
四日市公害について学び、

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。

けんびきょう

顕微鏡で松葉を観察して、大気
おせん調査の仕方を学びます。

【日時】７月２２日（土）

【日時】８月２日（水）
１３:３０～１５:３０
【定員】１６名（抽選）
【〆切】７月１９日（水）

１０:００～１２:００
【定員】３０名（抽選）
【〆切】７月８日（土）

【対象】小学３年～中学生（小学生は★）

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】８月１６日（水）
１0:0０～１５:３０
【定員】２４人（抽選）
【〆切】８月２日（水）

【対象】小学４年～中学生（小学生は★）
【定員】各４０人（抽選）
【〆切】７月１９日（水）
やまもと

語り部

四日市公害裁判原告
の

だ

かつ じ

語り部 山本 勝治さん

ゆき かず

野田 之一さん

今を知るバスツアー

【日時】７月２３日（日）
１３:３０～１５:００
【場所】１階 講座室
【定員】８０人（抽選）
【〆切】７月９日（日）

た に だ

四日市の環境

【日時】７月２８日（金）
１３:３０～１５:００
【定員】３５人（抽選）
【〆切】７月１４日（金）

【日時】８月５日（土）
１３:３０～１５:００
【定員】３５人（抽選）
【〆切】７月２２日（土）

7 24(月)まで
/

４階特別展示室

【日時】７月３０日（日）
１０:００～１６:００
【見学先】
塩浜地区、四日市港

企業の環境対策

て る こ

語り部 谷田 輝子さん
四日市公害でお子さんをぜんそく
の発作で亡くされた谷田輝子さん
にお話をうかがいます。

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。

四日市公害裁判の原告の野田之一
さんからお話をうかがいます。
【日時】８月１２日（土）
１３:３０～１５:００
【定員】３５人（抽選）
【〆切】７月２９日（土）

今を知るバスツアー
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３日（木）
１０:００～１５:３０
【見学先】
味の素㈱東海事業所

＊活動室展示＊

環境保全課「四日市市環境活動賞」

（じばさん三重２階）

平成２８年度受賞者の取り組みをご紹介します

７～９月

★印は、保護者同伴

日

時

タ

イ ト ル

エコパートナー事業

夏休み宿題講座

７月１７日（月・祝）
１３:３０～１５:３０

７月２2 日（土）
１８:３０～２０:３０

７月２５日（火）
９:００～１６:００

７月２９日（土）
①１０:００～１２:００
②１３:３０～１５:３０
７月３０日（日）

アクアリウムを作ろう
～夏休み観察記録～
こどもエコゼミ
う か

セミの羽化ウォッチング

こどもエコゼミ
たんけん

エネルギー探検バスツアー
協賛：東邦ガス(株)

こどもエコゼミ
かぜ

でんき

風で電気をつくろう

こども自然探検隊
しょくぶつだいけんきゅう

１０:００～１５:３０

８月３日（木）

シダ 植 物 大 研 究
エコパートナー事業

身近なふくろうの

１３:３０～１５:３０

８月４日（金）
１０:００～１２:００

８月８日（火）
９:００～１６:００

８月１１日（金）
①１０:００～１２:００
②１３:３０～１５:３０

お話と工作！

え ど じだい

８月２２日（火）
１０:００～１２:００
８月２９日（火）
１０:３０～１４:３０

まな

江戸時代の暮らしに学ぶエコ

こどもエコゼミ

バスで学ぶ

ゴミのゆくえ

こどもエコゼミ

マリン・リースを作ろう

①８月１９日（土）
②8 月２６日（土）
１０:００～１２:００
１３:３０～１６:３０

く

こうがい

かんきょう

公害・環 境 の
そうだん

自由研究まとめ方相談会

こどもエコゼミ
おやこ

親子エコ・クッキング
（全２回）
協賛：東邦ガス(株)

内

容

アクアリウムを作り、観察することで食物連鎖について
学び、生物多様性について考えてみましょう。
【対象】小学生（★）【定員】３０名（抽選）
【〆切】７月３日（月）企画：（株）ロハスネット
夕方から始まる神秘的なセミの羽化を観察します。
【対象】小学生（★）【定員】３０人（抽選）
【〆切】７月８日（土）
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）、
中部電力(株)四日市火力発電所
【定員】４０人（抽選）【〆切】７月 11 日（火）
ペットボトルを使って風力発電機を作り、
自然エネルギーについて学ぼう！
【対象】小学４～６年生
【定員】各回１６人（抽選）【〆切】７月１５日（土）
シダ植物の標本作りと胞子の観察を行います。
【対象】小学５年～中学生（★）
【場所】少年自然の家
【定員】３０名（抽選）【〆切】７月１６日（日）
フウロウの保護活動を通してわかったフクロウのお話と
フクロウの工作。
【対象】小学生（★）【定員】２０人（抽選）
【〆切】７月２０日（木）企画：三重県立四日市西高等学校自然研究会
江戸時代はリサイクルが盛んでした。昔の知恵に学び、
現在の生活をふりかえります。
【対象】小学３年～中学生（小学生は★）
【定員】３５人（抽選）【〆切】７月２１日（金）
四日市中央工業高校でリサイクル体験！ペットボトルや
木のリサイクルなど学校での取り組みを見学しよう！
私たちが捨てたゴミがたどりつく処理場も見学します。
【対象】小学生（★）※幼児不可【集合･解散】博物館前
【見学先】四日市中央工業高校、四日市市クリーンセンター
【定員】４０名（抽選）【〆切】７月２５日（火）
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。
【対象】小学１～３年生（★）
【定員】各回１６名（抽選）【〆切】７月２８日（金）
公害や環境の自由研究についてのまとめ方相談会
【対象】小・中学生（当日 先着順）
※事前予約を優先。電話で問い合わせください。
カードゲームで、食材と環境について学び、２回目は、
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≫ライスバーガー、ざっこく入りチョッ
プドサラダ、ピーチゼリー【材料代】1 人５００円
【対象】小学３年生～中学生（★）※幼児同伴不可
【場所】②東邦ガスリベナス四日市２階（栄町）
【定員】１６名（抽選）【〆切】８月８日（火）

三重大学夏休み自由研究教室
「環境とエネルギー」、生物多様性について学びます。
◆小・中学生コース（全２回）
①「四日市公害と環境未来館」
およ

中部電力川越火力発電所及びテラ４６の見学
②三重大学の学生と一緒に壁新聞の作成
【日時】８月 ９日（水）１２:３０～１６:３０
８月１０日（木）１３:００～１６:００
【定員】３０名（抽選）保護者同伴
※２日間参加できる人
◆幼児コース 保育園児・幼稚園児
昔話から環境について学び、貼り絵と折り紙で
オリジナル紙芝居を作ります。
【日時】８月１０日（木）１０:３０～１２:００
【定員】２０名（抽選）保護者同伴
【〆切】７月２６日（月）
本事業は文部科学省平成２９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 。

四日市大学エコキッズ夏休み講座
実験 土はマジシャン！（H26～28 JST 支援事業）
じっけん

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。
【日時】８月１３日（日）
①１０:００～１１:００ ②１３:００～１４:００
【対象・定員】※未就学児同伴不可
①小学校１～３年生 親子８組（抽選）
②小学校４～６年生 １６名（抽選）
【講師】四日市大学環境情報学部専任講師
ひろずみ とよかず

廣住 豊一さん
【場所】じばさん三重 ２階 活動室
【〆切】７月２８日（金）

四日市公害と環境未来館常設展ガイドツアー
解説員が、２階の展示室をご案内します。
【日時】７月１日（土）、１６日（日）
８月５日（土）、２０日（日）
各日 １３:００～１６:００
【場所】２階 展示室 直接集合

四日市公害裁判判決４５周年を迎えて
四日市公害裁判と新潟水俣病裁判に関わった
弁護士さんを招き、公害が発生した社会背景や当時の
社会事情を伺います。
【日時】７月１６日（日）１３:３０～１５:３０
【場所】１階 講座室【定員】１００人（当日先着順）
ひろし

【講師】弁護士 野呂 汎 さん、弁護士 坂東克彦さん

四日市の環境 今を知るバスツアー（ 大 人 向 け ）
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（祝・月）１０:００～１６:００
【見学先】塩浜地区、四日市港ポートビル
【対象】１６歳以上【定員】２０人（抽選）
【〆切】７月５日（水）
エコパートナー事業

市民の集い２０１７

四日市公害裁判判決４５周年を記念して、
講演会を開催します。
【日時】７月２２日（土）１３:３０～１５:３０
【場所】三重北勢健康増進センター(ヘルスプラザ)研修室
よしひろ

【講師】新日本窒素労働組合元委員長 山下 善寛さん
【定員】６０人（当日先着順）
【企画】四日市再生「公害市民塾」

工作 青 空 に 、飛 ば し て 君 も ヒ コ ー キ 名 人 ！
青空が戻るまでの四日市について学び、自分で組み
立てたヒコーキを夏の青空へ向かって飛ばします。
【日時】８月２３日（水）
①１０:００～１２:００ ②１３:３０～１５:３０
きとう

「アースメッセージ」
７月２４日（月）１２:２５～１２:５５
【定員】１４０人（先着順）【場所】
当日１０時より、４階特別展示室前にて
整理券を配布します。

ひろふみ

【講師】四日市大学総合政策学部教授 鬼頭 浩文さん
【対象】小学生（１～３生は★、未就学児同伴不可）
【定員】各回１５組３０名（抽選）
【〆切】８月１日（火）【材料代】５００円

体験 バーチャル・リアリティって、なんだ！？
空間に没入する臨場感を実現するメディアの
発展を、体験を交えて解説します。
【日時】８月２７日（日）
①１１:００～１２:００ ②１３:３０～１４:３０
まえかわ ただ お

【講師】四日市大学環境情報学部教授 前川 督雄さん
【対象】中学生・高校生【定員】各回 2０名（抽選）
【〆切】８月６日（日）

高校生のための
展示のガイドツアーを行い、ディスカッションします。
【日時】８月１７日（木）１３:３０～１５:３０
【対象】高校生 【定員】３０人（抽選）
【〆切】８月３日（木）

フクロウの棲む森を次世代へ
三重県では準絶滅危惧種に指定されているフクロウに
ついて、保護活動から分かった特徴や生態などフクロ
ウの魅力を、映像や体験を通してお話します。
【日時】８月２０日（日）１０:００～１２:００
たんげ

ひろし

【講師】四日市西高等学校教諭 丹下 浩 さん
【定員】３０人（抽選）【〆切】８月６日（日）

マンスリーキッズ工作
づく

UV ビーズストラップ作り
しがいせん

紫外線で色が変わるビーズを使って、
ストラップを作ります。
【日時】７月１６日（日）
【対象】小・中学生（小学生は★）
【定員】 各回２０名（先着順）
え

ほん

よ

き

絵本読み聞かせ
【日時】８月１３日（日）

自 然 観 察 会
かわ

い

もの

いし

四日市の川、どんな川？

ちょう さ

川の生き物と石ころ 調 査
【日時】８月２０日（日）
１０:００～１２:００
【場所】イオン尾平店南側駐車場
（スターバックス東側）
【服装】動きやすい服装、長靴か
運動靴（サンダル不可）
【持物】
バケツ、石ころ調査用の袋
【講師】四日市自然保護推進委員会

四日市市の川にどんな生きものが
いるのかボランティア団体と子ど
もたちが発表します。クイズや
生きものの展示もあります。
【日時】８月２7 日（日）
１３:３０～１５:３０
【場所】(株)東産業
【定員】８０名（当日先着）

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 ＊
必要事項をご記入の上、ハガキ ・ FAX ・ E-mail および
当館１階図書カウンターのいずれかでお申し込み下さい。
○抽選の場合は、当選者に郵送にて案内を送付します。
落選通知はありません。開催５日前になっても案内が
届かない場合は落選となりますのでご了承ください。
○材料代の記載のないものは、すべて無料です。

メール申込み

申し込み用紙記入事項

①参加を希望する講座名、希望の回
②代表者の連絡先（郵便番号・住所・電話）
③代表者のお名前（ふりがな）
④参加者全員のお名前（ふりがな）
⑤年齢（学生は学校名と学年）
※手話通訳・要約筆記が必要な場合はご記入ください。

※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２９年

月

日

参加希望
講座名
〒
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（親子講座は保護者名）

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）

