
 

 

 

 

  

 

日 時 タ イ ト ル 内 容 
申

込 

10月 6日（土） 

①10:00～11:00 

【マンスリーキッズ工作】 

ペットボトルで 

スノードームを作ろう 

ペットボトルをつかって、たのしいスノードームを 

作ろう！ 

【対象･定員】小学生・16 名（当日先着） 
 

１０月 8日（祝）、

21日（日） 

13:30～15:00 

【四日市市エコパートナー事業】 

ダンボールコンポストによる 

【生ごみの堆肥化】講座 

（全 2回） 

地球温暖化の状況を解説し、ダンボールで家庭で簡単に

できる生ごみ削減、たい肥化の作り方を説明します。 

【対象･定員】どなたでも・３０名（抽選） 

【しめきり】10 月１日必着 

企画：ダンボールコンポストの会 

A 

10月 13日（土) 

13:30～15:30 

【こどもエコレンジャー】 

お店たんけんに行こう 

スーパーのバックヤードなどの見学を通して、環境に 

やさしい買い物のポイントを学びます。 

【対象･定員】小・中学生 30 名（抽選） 

【しめきり】10 月１日必着 

【協力】ユニー（株）アピタ四日市店 

B 

10月 13日（土） 

13:30～15:00 

【四日市市エコパートナー事業】 
四日市公害とチェルノブイリ、 

フクシマの環境再生の取り組み 

【対象･定員】どなたでも・80 名 

【場所】１階 講座室 【講師】河田 昌東さん 

企画：「脱原発」を考える市民講座・四日市 
A 

10月 14日(日) 

10:00～12:00 
小雨決行 

9 時に大雨のときは中止 

【自然観察会】 

休耕田の植物と雑木林 
～ハンノキ林、木の実やひっつき虫～ 

四郷丘陵の休耕田と雑木林を歩いて、身近な植物を 

観察しましょう。 

【集合場所】常磐中学校集合（当日、参加自由） 

【服装】長袖、長ズボン、運動靴、帽子、飲み物、虫取り網 

【講師】四日市自然保護推進委員会 

 

10月 20日（土) 

14:00～16:00 

伊勢湾再生に向けて 
～豊かな海を 

つなげるために～ 

【対象･定員】15 歳以上・20 名（抽選） 

【場所】楠地区市民センター 

【講師】自然観察指導員 竹内 泰介さん 

【しめきり】10 月 6 日必着 

B 

10月 27日（土） 

10:00～12:00 

【四日市市エコパートナー事業】 

池の生き物救出大作戦 

ビオトープの池の水を抜いて、生息している生き物の観

察を行い、外来生物、在来生物について学びます。 

【対象･定員】小学生・25 名【場所】東産業 

【しめきり】10 月 13 日必着  企画：東産業 

A 

①10月 27日(土) 

②11月 17日（土） 

③12月 15日（土） 

9:30～12:30 

里山作り講座 

in南部丘陵公園 

（全３回） 

里山の役割を学び、基本的な整備や木の楽しい活用法も

体験できます。 

【テーマ・講師】 

①講義「森林と人との歴史と現状」 

三重県四日市農林事務所 本田美香さん 

体験「木の標本作り」 

②体験「伐木実習」現地散策と小径木伐採とチップ化 

③体験「樹木の活用」薪作り、シイタケの菌打ち 

体験指導：四日市自然保護推進委員会 

【対象･定員】1３歳以上・20 名（抽選） 

【場所】①四郷地区市民センター ②③南部丘陵公園南ゾーン 

【しめきり】10 月 13 日必着 

B 

10月 28日（日） 

10:00～16:00 

四日市の環境、 

今を知るバスツアー 

館内で四日市公害などについて学んだ後、関連した地域

をバスで巡ります。 

【対象･定員】16 歳以上・20 人（抽選） 

【見学先】塩浜（磯津）地区、四日市港ポートビル 

【しめきり】10 月 14 日必着 

A 

■場所：1階 研修・実習室 ■小学生は保護者同伴 ■イベントによって申込先が異なります。ご注意ください。  

「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ                             平成 30 年９月１１日発行 

 

 
１０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。                



 

 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 3日（土) 

10:00～12:30 

【こどもエコレンジャー】 

のって体験！バスのエコ 

バスの乗り方や運転手さんの仕事を体験して、環境に 

やさしい乗り物について学ぼう。 

【対象･定員】小・中学生・30 名（抽選） 

【見学先】三重交通（株）四日市営業所 

【しめきり】10 月 20 日必着 

【協力】三重県バス協会、三重交通（株） 

B 

11月 11日（日） 

13:30～15:30 

【こどもエコラボ】 

鳥のサイエンス 

鳥の目、耳、羽などの特徴を学び、「水飲み鳥」を 

作ります。 

【対象･定員】小学 3 年生～中学生・16 名（抽選） 

【講師】四日市西高等学校 自然研究会 

【しめきり】10 月 28 日必着 

B 

23 

 

四日市市 

『COOL CHOICE』 

未来のために、いま選ぼう。 
 

じばさん三重２階 活動室 

【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。 
 

 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 アクセス 

 

＊活動室展示＊１０～１２月 

＊ 

 

＊見学をお手伝い♪解説員がご案内します＊ 

＊ 

 

国
道1

号
線 

    

水色のベストを着た解説員が、展示室にて、 

展示をご案内したり、疑問にお答えするなど、 

皆さまの見学をお手伝いします。 

お気軽にお声掛けください。 
 

【日時】毎土・日曜日、祝日 

【場所】2階 常設展 
 

 

＊ お申込み方法 ＊ 

 

〒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） 

予約不要 

■申し込み先  A  

【TEL】  059-354-8065 

【FAX】  059-329-5792 

【E-mail】  

kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp 

四日市公害と環境未来館 

 

■申し込み先  B  

【TEL】  059-354-8430 

【FAX】  059-354-8431 

【E-mail】 

info@eco-yokkaichi.com 

mailto:kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp

