「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

平成３０年６月２０日発行

◆幼児・小学生は、保護者同伴 ◆表記のないものは全て抽選
◆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。

■四日市公害や環境について学ぼう
■語り部さんのお話をきこう
四日市公害裁判を子どもたちに語る
語り部

四日市公害の語り部に聞くパート１
やまもと

四日市公害裁判原告
の

だ

【日時】７月２２日（日）
１３:３０～１５:００
【場所】１階 講座室
【定員】７０人【〆切】７/８

かつ じ

語り部 山本 勝治さん

ゆき かず

野田 之一さん

【対象】小学３年～中学生

コンビナート企業で働きながら
反対運動をしていた山本勝治さんに
お話をうかがいます。
【日時】７月２８日（土）
１３:３０～１５:００
【定員】３５人【〆切】７/１４

■エコパートナー事業
【対象・定員】
どなたでも ８０人（当日先着順）
【場所】1 階 講座室

「四日市公害を忘れないために」
市民の集い 2018
～「公害トマレ」とその時代～

1970 年代の市民の公害反対運動に
ついて、振り返ります。ミニ展示も
あります(10:00~)。

四日市公害の語り部に聞くパート 2
た に だ

て る こ

語り部 谷田 輝子さん
四日市公害によるぜん息の発作で
お子さんを亡くされた谷田輝子さ
んにお話をうかがいます。
【日時】８月４日（土）
１３:３０～１５:００
【定員】３５人【〆切】７/２１

「四日市公害を

四日市公害裁判原告
野田 之一さんの話を聞こう

【日時】６月３０日（土）
１３:００～１５:００
【企画】四日市再生「公害市民塾」

【日時】８月１１日（祝）
１３:３０～１５:００
【場所】１階 講座室
【定員】７０人
【〆切】７/２８

当時の公害裁判に対する思いや社会背景について
お話を伺います。

「今、四日市が発すること」
公害裁判に携わった弁護士の講演を
通して、今何ができるのか考えます。
【日時】８月２６日（日）
１３:３０～１５:３０
【講師】元四日市公害訴訟弁護士
ごう しげふみ

郷 成文さん
【企画】磯津環境学校

忘れないために」 【日時】７月２１日（土）１３:３０～１５:００
いち

～一新聞記者がみた
四日市公害～

【場所】1 階 講座室【定員】８０人（先着順）
【講師】桜美林大学名誉教授・元中日新聞
おうびりん

いとう

編集委員兼論説委員

■バスで学ぼう

しょう じ

伊藤 章 治さん

【対象・定員】小学４年～中学生

見学をお手伝い♪解説員がご案内します

各４０人

江戸時代の暮らしに
学ぶエコ

関連地域や企業を見学し、公害について学ぼう。

四日市の環境
今を知るバスツアー
【日 時】７月２９日（日）
１０:００～１６:００
【見学先】塩浜（磯津）地区、
四日市港ポートビル
【〆 切】７/１５

新聞記者になって
公害新聞を作ろう
高校生のための
四日市公害入門

企業の環境対策
今を知るバスツアー
【日 時】８月２日（木）
１０:００～１５:３０
【見学先】味の素㈱東海事業所
【〆 切】７/１８

予約不要

【場所】2 階 常設展

昔の知恵に学び、エコな生活
について考えます。
【日時】７月３１日（火）
１３:3０～１５:００
【対象】小学 3 年～中学生
【定員】３５人
【〆切】７/１７

四日市公害の展示や職員を取材し、公害新聞を作ります。

【日時】７月２５日（水）１３:３０～１５:３０
【対象・定員】小学３年～中学生 ３５人 【〆切】７/１１
職員や語り部さんと対話をしながら公害を振り返ります。

【日時】８月２２日（水）１３:3０～１５:００
【対象・定員】高校生 ３０人 【〆切】８/８

申込みは
A

■大学・企業連携

★幼児・小学生は全て保護者同伴

キッズ・モノづくりワンダーランド

講師：(公社)自動車技術会中部支部

風に向かって走るウインドカーをつくり、工夫・改良してみよう。

ものづくり体験教室
「風に向かって走れ
ウインドカー」
（改良コース）

●日時 ８月 3 日（金）①１０:００～１１:３０ ②１３:３０～１５:００
●対象・定員 小学 3～6 年生 各回２０名 ●場所 1 階 講座室 ●〆切 7/２0
本物のエンジンに使われている部品にふれて、仕組みを学ぼう。

エンジンのしくみを知ろう
「小型エンジン分解組立」

●日時 ８月 3 日（金）①１０:００～１１:３０ ②１３:３０～１５:００
●対象・定員 小学 3～6 年生 各回１０名 ●〆切 7/２0

三重大学夏休み環境教室
「環境とエネルギー」について学びます。

エネルギー環境教室
小・中学生コース

8 日:中部電力（株）川越火力発電所とテラ４６の見学、9 日:大学生と壁新聞づくり

●日時 ８月８日（水）１２:３０～１６:００、８月９日（木）１３:００～１６:００
●場所 １階図書コーナー集合 ●対象・定員 小・中学生３０名（両日参加できる方）

（全 2 回）

ぱく けいしゅく

●講師 人文学部教授 朴 恵淑さん、中部電力（株）

●〆切 7/２５

昔話から自然環境と生物多様性について学び、はり絵と折り紙で紙芝居を作ります。

紙芝居環境教室
幼児コース

●日時 ８月９日（木）１０:００～１２:００

●対象・定員 未就学児

ぱく けいしゅく

●講師 人文学部教授 朴 恵淑さん、ハートピア三重

２０名

●〆切 7/２６

四日市大学エコキッズ夏休み講座
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（月）①１０:００～１１:００、②１３:００～１４:００
●対象・定員 ①小学１～３年生 親子８組、②小学４～６年生 １６名
※未就学児同伴不可 ●場所 じばさん三重 2 階 活動室

実験講座

土はマジシャン

●講師

●日時 ８月２１日（火）①１０:００～１２:００、②１３:３０～１５:３０
●対象・定員 小学生 各回１５組 ※未就学児同伴不可 ●材料代 ８00 円

青空に、飛ばして
君もヒコーキ名人

●講師

体験講座

■エ コ パ ー ト ナ ー 事 業

【日時】７月２７日（金）
１０:００～１２:００
【対象・定員】
小学３年～高校生 ２５名
【〆切】７/１３
【企画】なたね通信

公害・環境の自由研究
まとめ方相談会

きとう

ひろふみ

総合政策学部教授 鬼頭 浩文さん

●〆切 7/３１

いろいろな目の錯覚を体験するだけでなく、錯視デザインにも挑戦してみましょう。

～ふしぎな「え」？
錯視の世界へようこそ～

生物多様性について考え、自由
研究に役立つスキルを学ぼう。

●〆切 7/２３

青空が戻るまでの四日市について学びつつ、自分で組み立てたヒコーキを飛ばします。

特別工作講座

鈴鹿川河口の生き物たちを知ろう

ひろすみ とよかず

環境情報学部専任講師 廣住 豊一さん

●日時 ８月２２日（水）１０:００～１２:００
●講師

環境情報学部教授

まえかわ

ただお

前川 督雄さん

●対象・定員

小学４年～中学生 １５名

●〆切 ８/８

★全て抽選、幼児・小学生は保護者同伴

ウミガメが産卵する浜
紙芝居や映像でウミガメの生態を
学びます。看板づくりもあります。

【日時】７月２８日（土）
１０:００～１２:００
【対象・定員】
どなたでも ２５名
【〆切】７/１４
【企画】ウミガメネットワーク

三滝川探検隊 2018

身近なフクロウのお話と工作！
クイズや工作を使い、保護活動から
わかったフクロウの魅力を伝えます。

川で生きものを採集し、川の魅力
や魚の見分け方などを学びます。

【日時】８月３日（金）
９:００～１１:００
【対象・定員】
小学生 ２５名
【場所】（株）東産業横 三滝川
【〆切】７/２０
【企画】（株）東産業

7/29(日)・8/18(土)

【対象・定員】小・中学生

①10：00～12：00
②13：30～16：30

【場所】１階

図書コーナー

【〆切】7/15、8/4

【日時】８月２３日（木）
１０:００～１２:００
【対象・定員】
小・中学生 ３０名
【〆切】８/９
【企画】三重県立四日市西高等学校
自然研究会

35 名
申込みは
A

■小・中学生向け 夏休み環境学習講座
7/14(土)

こどもエコラボ

環境にやさしい重曹とクエン酸を
つかって入浴剤を作ろう！
【講師】コンビナート語り部の会・
東ソー（株）

【時間】１３:３０～１５:３０
【対象】小学３年～中学生
【定員】16 名
【〆切】7/1

8/10(金)

こどもエコゼミ

7/31(火)

バスボムづくり

こどもエコゼミ

粉マジックを体験しよう！

生活の中のシリカの役割を、実験から
体験します。

★全て抽選、小学生は保護者同伴

ごみ学習

8/ 1(水)

紙の
リサイクル体験

こどもエコゼミ

よっかいち水の旅

四日市のごみの現状について学び
ます 。 オリ ジ ナル は がき を作 り 、
リサイクルの仕組みを学ぼう！

私たちがつかう水をきれいにする
仕組みを学ぼう！

【時間】１０:００～１２:００
【対象】小学生
【定員】２４名
【〆切】7/17

【時間】９:００～１５:３０
【対象】小学生※幼児不可
【集合・解散】博物館前
【定員】４０名【〆切】７/18

【見学先】水沢浄水場、日永浄化センター

こどもエコゼミ

8/11(祝)

8/12(日)

太陽カメラをつくろう

こどもエコゼミ

マリン・リースを作ろう

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。

【講師】日本アエロジル（株）

太陽光が持つエネルギーについて
学び、カメラの原理をつかった工作
をしよう。

【時間】１３:３０～１５:３０
【対象】小学３年～中学生
【定員】１６名
【〆切】７/27

【時間】①１０:００～１２:００
②１３:３０～１５:３０
【対象】小学４～６年生
【定員】各１６名【〆切】７/28

【時間】①１０:００～１２:００
②１３:３０～１５:３０
【対象】小学１～３年生

8/21(火)

こどもエコゼミ

エネルギー探検バスツアー

【定員】各１６名【〆切】７/29

こどもエコレンジャー

8/28(火)

9/ 1(土)

CO2ダイエット作戦

こどもエコラボ

空気のちから

エネルギーが家に届くまでを学ぼう！
【見学先】東邦ガス(株)四日市工場、
ガスエネルギー館ほか

地球温暖化を学んで環境にやさしい
暮らし方を考えよう。

【時間】９:3０～１６:００
【対象】小学生※幼児不可
【集合・解散】博物館前
【定員】４０名
【〆切】８/７

【時間】１３:３０～１５:３０
【対象】小学３年～中学生
【定員】３０名

【時間】１３:３０～１５:３０
【対象】小学３年～中学生
【定員】３０名

【〆切】８/1４

【〆切】８/1８

空気の持つさまざまな力を実験で
体感しましょう。

【講師】東芝メモリ(株)四日市工場

VR 工場見学体験もあるよ！

■公害について学ぼう

■大人向け環境学習講座

こどもエコゼミ

こどもエコゼミ

/21
(土) 松葉を使って
7/721
(土)
大気汚染調査!

/ (土)
4(土)
8/84

四日市公害について学び、
松葉をつかった大気汚染調査
の仕方を学びます。

いろいろな立場の人になり、
公害について話し合おう。四大
公害の共通点や違いも学びます。

【時間】１３:３０～１５:３０
【対象】小学４年～中学生
【定員】１６名
【〆切】７/７

＊活動室展示＊
（じばさん三重２階）
７～９月

ロールプレイで

7/722
(日)
/22
(日)

学ぶ公害

【時間】１０:００～１２:００
【対象】小学４年～中学生
【講師】四日市大学教授
かみなが ゆい

神長 唯さん
【定員】３０名 【〆切】７/２１

災害碑から学ぶ
三重の災害史

県内の災害碑を訪ね歩き調査して
分かった記録から、三重県の災害の
歴史を学びます。
【時間】１０:００～１２:００
【対象・定員】16 歳以上 ２０名
【場所】中部西小学校 地域コミュニティ室
【講師】伊勢まなび高等学校教諭
にった

やすじ

新田 康二さん
【〆切】７/８

「脱原発」を考える市民講座・四日市

「3.11～福島原発事故を忘れないために」

申込みは
B

★幼児・小学生は全て保護者同伴

自然観察会

マンスリーキッズ工作

UV ビーズストラップ作り

【講師】四日市自然保護推進委員会

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。

セミの羽化と天体観察
～セミ、夜見られる昆虫、天体～

【日時】７月７日（土）
①１０:００～１１:００ ②１1:0０～１2:0０

【日時】７月２８日（土）
１８:３０～２０:３０
【場所】中央緑地噴水前
【服装】動きやすい服装、運動靴
【持物】懐中電灯、虫よけ、飲み物

【対象・定員】小学生 各回 16 名

絵 本 読 み 聞 か せ
●日時 ８月２６日（日）
①９:４５～１０:１５ ②１０:４５～１１:１５
●講師 読み聞かせアーティスト
松岡 由香さん

※中学生以下は保護者同伴
※17:30 に大雨の場合は中止

身近に広がる生き物たちの世界を
のぞいてみませんか？
※小雨決行

川のいきものと
石ころ調査
【日時】８月１２日（日）
１０:００～１２:００
【場所】イオン四日市尾平店
南側駐車場
（スターバックス東側）
【服装】川に入ってもよい服装、
運動靴（サンダル不可）
【持物】帽子、飲み物、タオル、タモ、
バケツ、石ころ調査用の袋 など
※9:00 に大雨の場合は中止

環境白書に関するテーマやねらいなどを環境省職員が説明します。

平成 30 年度環境白書及び
環境基本計画を読む会

●日時 ８月１０日（金） １３:３０～１５:３０ ●〆切 8/1
●対象・定員 どなたでも ８０名 ●場所 1 階 講座室
●講師 環境省中部地方事務所、四日市大学、四日市市環境保全課

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。

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。

■申込み先

A

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

■申込み先

B

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

四日市公害と環境未来館

申込み先 A

申込み先 Ｂ

〒510-0075 四日市市安島 1 丁目 3 番 16 号
※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。
【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）

