「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

令和元年 9 月 10 日発行

■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。

日

時

10 月 6 日（日）
10:00～11:00

タ

イ ト

ル

【マンスリーキッズ工作】

10 月 13 日（日）
10:00～12:00

公害新聞を作ろう
【こども自然探検隊】

干潟の生きものを
探そう

【エコパートナー事業】
10 月 19 日（土） 三滝川探検隊 2019

9:00～11:00

10 月 19 日（土）
10:00～12:00

容

紙コップや色紙など、身近にある材料を使って

ハロウィンの
かぼちゃのキャンディボックスを作ろう。
キャンディボックスを作ろう 【対象・定員】小学生 16 名（当日先着順）

10 月 12 日（土） 新聞記者になって
13:30～16:00

内

三滝川の魚たちを
観察してみよう

大人の里山講座①
イノシシ等による
農作物被害の現状と対策

四日市公害の展示や職員を取材し、四日市公害の
新聞を作ります。
【対象・定員】小学 3 年～中学生 16 名（抽選）
【締切】10 月 5 日必着
干潟に住むカニや鳥をみつけに行こう。
【対象・定員】小学生～中学生 30 名（抽選）
【講師】四日市自然保護推進委員会
【場所】高松海岸【締切】10 月 1 日必着
三滝川本川の魚や水生昆虫を捕獲し、生物の特徴
や生態、見分け方等の講義を現地で行います。
【対象・定員】どなたでも 25 名（抽選）
【場所】三滝川左岸（東産業 駐車場集合）
【締切】１０月５日必着【企画】株式会社 東産業
県内での野生生物による農作物被害の現状と被害
軽減の取り組みを知り、人と野生生物との関わり
について考えます。
【対象・定員】15 歳以上 20 名（抽選）
【講師】三重県四日市農林事務所四日市鈴鹿地域
農業改良普及センター桝田 泰宏 氏、農水振興課職員

【締切】10 月 5 日必着

10 月 20 日（日）
10:00～12:00
※9 時に大雨の場合
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。
秋の公園散歩
【対象・定員】どなたでも 当日自由参加
～ドングリや木の実、草の実
【場所】垂坂公園 北川駐車場横エントランス広場集合
※車いす・ベビーカーで参加できる
【講師】四日市自然保護推進委員会
バリアフリーコースあり
【持ち物】長袖･長ズボン･運動靴･帽子･水筒
【自然観察会】

科学のビックリ箱！
なぜなにレクチャー

10 月 20 日（日）
14:00～16:00

燃料電池自動車

身近なもので燃料電池を作ったり、ラジコンカ
ーを操縦したりすることで、
「ＣＯ２排出量ゼロ」
のエネルギーとして注目される、水素で走る燃
料電池自動車の技術について学びます。
【対象・定員】小学 4～6 年生 ２０名（抽選）
【講師】トヨタ自動車㈱【締切】10 月 6 日必着
【場所】１階 講座室
共催：トヨタ自動車

羽毛会社が行うリサイクルの取り組みや、私たち
エコカレッジ②バス研修
の家庭に水を届ける水道の仕組みについて学びま
～衣食住から考える
す。エコカレッジ全４回の詳細は個別のチラシをご
私たちのくらし～
10 月 24 日（木）
覧ください。
●羽毛リサイクルでできること
8:30～16:30
【対象・定員】15 歳以上 20 名（先着順）
（河田フェザー株式会社）
●暮らしを支える水道と環境
【集合・解散】そらんぽ四日市
（水源管理センター）
【見学先】河田フェザー株式会社、水源管理センター

申
込

【こどもエコレンジャー】

お買いものゲームをしながら、食べものにかくれ
た水をさがそう。水の大切さについて学ぼう。

10 月 26 日（土） バーチャルウォーター
10:00～12:00

をさがせ！

11 月 2 日（土）

歩いて知る四日市公害の
過去と現在

10:00～16:00

11 月 2 日（土）
13:30～15:30

【対象・定員】小学生 16 名（抽選）
【締切】10 月 12 日必着

【こどもエコラボ】

粉マジックに
ちょうせんしよう！

館内で四日市公害について学んだ後、バス、徒歩
で関連する塩浜地区を巡ります。
【対象・定員】16 歳以上 20 名（抽選）
【締切】10 月 19 日必着
四日市の企業の環境対策を知り、作られている
化学製品の特性を楽しい科学実験で学びます。
【対象・定員】小学 3 年～中学生 16 名（抽選）
【講師】日本アエロジル㈱【締切】10 月 19 日必着

＊活動室展示＊10～12 月

企画：キャンドルナイト四日市実行委員会

じばさん三重２階 活動室

1000000 人のキャンドルナイト

四日市公害と環境未来館 アクセス
【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。

＊ 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

※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。

〒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）

