「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

平成 30 年１０月１１日発行

１１月も楽しいイベントがたくさん！ みなさんぜひご参加ください。

■場所：1 階 研修・実習室 ■小学生以下は保護者同伴 ■イベントによって申込先が異なります。
日 時

1１月２日（金）
13:30～15:00
１1 月９日（金）
13:30～15:00
11 月 10 日（土)
10:00～11:00

11 月 15 日（木）
8:30～16:00

タ

イ ト ル

【四日市市エコパートナー事業】

メガソーラー開発と
自然環境保全
【四日市市エコパートナー事業】

三重の希少野生動植物
を守ろう！
【マンスリーキッズ工作】

カラフル落ち葉で
しおり作り

エコライフバスツアー

内

容

再生可能エネルギーとして注目を集めるソーラー発電。
自然環境保全との両立について考えましょう。
【対象･定員】どなたでも・２５名（当日先着順）
企画：ちょっと自然
希少生物の保全活動を行う前に知っておくべきことを
学びます。
【対象･定員】どなたでも・２５名（当日先着順）
企画：なたね通信
赤や黄色に色づいたカラフルな落ち葉を使って、しおり
を作りましょう。
【対象･定員】４さい～小学生２0 名（当日先着順）
再生可能エネルギーや伝統工法の展示を見学し、環境に
やさしい暮らしについて考えましょう。
【対象･定員】１６歳以上・３０名（抽選）
【見学先】市民広場前集合解散

（株）青山高原ウインドファーム、木の館 豊寿庵
【参加費】７００円（入場料）
【しめきり】1１月１日必着

①11 月 17 日（土）
②11 月 24 日（土）
③12 月 22 日（土）
平成 31 年

四日市公害と環境未来館
解説員養成講座
（全７回）

④1 月 19 日（土）
⑤2 月 7 日（木）
⑥2 月 16 日（土）

①④⑥⑦10：00～15：30
②⑤10：00～16：00
③は 8：00～1８：00

来館される皆さんに、展示などについてわかりやすく
解説していただける方を養成する講座です。
四日市公害裁判当時の原告や弁護士、コンビナート企業
OB 等、多彩な関係者が講師をつとめます。バスによる
研修もあります。
【時間】①④⑥⑦は 10：00～15：30
②⑤は 10：00～16：00
③は 8：00～18：00
【対象･定員】18 歳以上・１５名（抽選）
【しめきり】1１月５日必着

⑦3 月 2 日（土）

11 月 23 日（祝)
13:30～15:00

11 月 23 日（祝)
13:30～15:30

11 月 24 日（土）
①10:00～11:30
②13:00～14:30

四日市公害の
こども解説員入門

四日市公害の解説員になって、パソコンで解説シートを
作ります。
【対象･定員】小学３年～中学生・１0 名（抽選）
【しめきり】1１月９日必着

車と環境
～エコカーのしくみと
その必要性～

世界では、地球温暖化対策など環境に配慮した多様な次
世代自動車の開発が進んでいます。これからの車社会に
ついて考えてみましょう。
【対象･定員】13 歳以上・７０名（抽選）
【講師】トヨタ自動車（株）先進技術統括部
環境燃費技術室グループ長 椎名 貴弘 氏
【しめきり】1１月９日必着

しぜん★ようちえん
どんぐりであそぼう

いろんなどんぐりを探して親子でしぜんの楽しみ方を
学びます。
【対象･定員】４歳以上の幼児 各回親子１０組（抽選）
【場所】南部丘陵公園
【しめきり】1１月 1０日必着

申込

11 月 25 日（日）
10:00～12:00
小雨決行

【自然観察会】

紅葉の公園散歩
～植物の冬支度、自然遊び～

9 時に大雨のときは中止

色づく紅葉を見ながら公園を散歩し、冬支度を始めた
植物を観察します。
【場所】垂坂公園北側駐車場横エントランス広場集合
（当日、参加自由）
【服装】長袖、長ズボン、運動靴、帽子、飲み物
【講師】四日市自然保護推進委員会

＊特別展＊オーロラとアラスカの原野
～自然とテクノロジーの協演～

＊活動室展示＊１０～１２月

＊

『COOL CHOICE』
未来のために、いま選ぼう。

＊
四日市市

【期間】１１月３日（祝）～１２月９日（日）
【場所】４階 特別展示室
【観覧料】一般 500 円、高大生 350 円
中学生以下無料
＊11 月 3 日は無料開放日のため、どなたでも無料で
ご覧いただけます。

じばさん三重２階 活動室

アクセス

●ギャラリートーク
「古賀祐三氏による生中継プロジェクトの裏側」
【日時】11 月３日（祝）13：30～14：00

要
観
覧
券

【対象･定員】どなたでも・３０名（当日自由）
【場所】４階 特別展示室

●特別ギャラリートーク
「アラスカ・フォトライブ
松本紀生氏によるスライドトークショー」

要
観
覧
券

【日時】11 月 24 日（土）17：00～17：45

【対象･定員】どなたでも・１４０名
当日、10 時から４階特別展示室にて整理券を配布。

●自然の美をポスターにしてみよう
【日時】11 月 10 日（土）13：30～15：00
【対象･定員】小学３年～中学生・１0 名（抽選）
【しめきり】1１月１日必着
申込 A

【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。

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。

四日市公害と環境未来館

■申し込み先

A

【TEL】 059-354-8065
【FAX】 059-329-5792
【E-mail】
kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp

■申し込み先

B

【TEL】 059-354-8430
【FAX】 059-354-8431
【E-mail】
info@eco-yokkaichi.com

〒510-0075 四日市市安島 1 丁目 3 番 16 号
【HP】 http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
【TEL】 059-354-8065
【FAX】 059-329-5792
【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）

