
 

 

 

 
  

日 時 タ イ ト ル 内 容 申込 

3月 10日（日） 

9:00～12:00 

※雨天の場合3/17に延期 

【四日市市エコパートナー事業】 

現地で行う森の工作 

里山整備で伐採した木を現地で有効活用する手法

を、楽しみながら学びましょう。 

【対象・定員】１６歳以上  ２０名（抽選） 

【場所】南部丘陵公園 南ゾーン 里山整備エリア 

【講師】いなべ自然楽校 出口 省吾 氏 

【締切】３月３日必着 

【企画】四日市自然保護推進委員会 

3月 10日（日） 

10:00～12:00 

フードバンク活動の現場から

見える食品ロスの現状と 

私たちにできること 

食べられるのに捨てられる「食品ロス」。その現状

と課題、フードバンクの活用について学びます。 

【対象・定員】中学生以上  20 名（先着順） 

【講師】認定 NPO法人セカンドハーベスト名古屋 

理事長 山内 大輔 氏 

3月 16日（土） 

13:30～15:30 

【こども環境教室】 

はじめてのいきものの 

飼い方 

ハムスターを例にした動物の飼い方と責任について 

学びます。 

【対象・定員】小学生 30 名（抽選） 

【場所】じばさん三重 ２F 研修室 4 

【締切】3 月 2 日必着 

3月 17日（日） 

①10:00～11:30 

②13:30～15:00 

【大人のエコクラフト】 

マリンリース作り 

貝がらやビーチグラスを使って 

海のリースを作ります。 

【対象・定員】16 歳以上 各回 16 名（抽選） 

【締切】3 月 3 日必着 

 

3月 17日（日） 

13:30～15:00 
野田之一さんを偲

しの

ぶ会 

１月にお亡くなりになられた、語り部で四日市公害 

裁判原告の野田之一さんの足跡を振り返ります。 

【対象・定員】どなたでも 80 名（当日自由参加） 

【場所】1 階 講座室 

3月 21日（木 ・ 祝） 

13:30～15:00 

【四日市市エコパートナー事業】 

リサイクル材を利用した 

子供環境教室 
～オルゴールを作ろう～ 

使用済みの活性炭や残材木を活用した環境にやさしい

オルゴールを作成してみましょう。 

【対象・定員】小学生 30 名（抽選） 

【締切】3 月 7 日必着  

【企画】環境カウンセラーみえ 

3月 21日（木 ・ 祝） 

13:30～15:30 

【大人の海の学び舎②】 

海のお掃除船｢じんべい」の 

見学と四日市の海ゴミ 

海のゴミを回収する四日市の清掃船を見学し、 

四日市の漂着ゴミについて学びます。 

【対象・定員】1５歳以上 30 名（先着順） 

【場所】四日市港ポートビル 2 階 大会議室 

【講師】NPO法人 四日市清港会 

３月 23日（土) 

9:30～11:30 

【こども自然探検隊】 
 

春の里山あそび 

春の森の自然にふれあい、楽しく遊びましょう。 

【対象・定員】小学生 30 名（抽選） 

【場所】南部丘陵公園 【締切】3 月 9 日必着 

３月 23日（土) 

13:30～15:00 

四日市公害と環境未来館 

開館４周年記念講演会 

地球温暖化をはじめとする環境問題について、国際

的視点でお話しいただきます。 

【対象・定員】どなたでも 80 名（当日先着順） 

【講師】元環境省事務次官・慶應義塾大学特任教授  

小林光氏  

３月 24日（日) 
10:00～11:00 

【マンスリーキッズ工作】 

どんぐりクリップ作り 

ドングリを使ってかわいいクリップを作ります。 

【対象・定員】4 才～小学生 16 名（当日先着順） 

■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。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 3１年２月１１日発行 

 

 
楽しいイベントがたくさん！ みなさんぜひ遊びに来てください！                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

※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。 

 

  

３月 27日（水) 

12:00～16:00 

【四日市市エコパートナー事業】 

足見川バードウォッチングと 

「生きている森林」の危機 

足見川の自然と野鳥を観察し、一緒に環境について

考えてみましょう。 

【対象・定員】どなたでも 30 名（抽選） 

【場所】足見川→研修・実習室  

【締切】3 月 13 日必着 

【企画】水と空気と緑と大地と市民生活を良くする会 

３月 28日（木) 

13:30～15:30 

【四日市市エコパートナー事業】 

楽しい実験から”酸性雨“の 

原因を実感しよう！ 

身近な素材の酸性度を調べる実験を通して、酸性雨

について、みんなで一緒に学びましょう。 

【対象・定員】小学生 30 名（抽選） 

【場所】じばさん三重 活動室【締切】3 月 14 日必着 

【企画】（一社）四日市大学エネルギー環境教育研究会 

３月 30日（土) 

① 9:45～10:15 

②10:45～11:15 

 

絵本よみきかせ 
大型絵本や紙芝居などの読み聞かせを行います。 

【対象・定員】当日自由参加 

3月 31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】 

早春の田んぼや林緑 
～春の野草、シデコブシ、 

アカガエル、地質～ 

貴重な植物であるシデコブシや春の生き物を観察し

たり、周辺の地形の成り立ちを学びます。 

【場所】川島地区市民センター集合 

【服装】防寒具、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 

 

 

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。 
○料金の記載のないものは、すべて無料です。 

 

 

■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。 

■申し込み先  B  

【TEL】  059-354-8430 

【FAX】  059-354-8431 

【E-mail】 

info@eco-yokkaichi.com 

 
 

＊活動室展示＊1～3月 
 

じばさん三重２階 活動室 

 四日市公害と環境未来館 アクセス 

 

＊ お申込み方法 ＊ 

 

【鉄道】 

近鉄四日市駅・あすなろう四日市駅より徒歩 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。 
 

 

ウミガメネットワーク 
 

伊勢湾にやってくるウミガメ 

〒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） 

四日市公害と環境未来館  
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