
 

 

 

  

 

日 時 タ イ ト ル 内 容 
申

込 

11月 3日（日） 
10:00～11:00 

【マンスリーキッズ工作】 

カラフル落ち葉でしおり作り 
みぢかな葉っぱを使ってオリジナルしおりを作ろう。 

【対象・定員】小学生 16 名（当日先着順） 

11月 9日（土） 

10:00～15:30 

エコカレッジ③ 
《午前》身近な化学物質から 

身を守るには 

《午後》未来を想う お片付け 

《午前》「化学物質過敏症」について、体験談も交えてお

話しいただきます。 

《午後》「買う・使う・捨てる」をみんなで考えましよう。 

【対象・定員】15 歳以上 追加募集 10 名（先着） 

【講師】三重大学大学院医学系研究科看護学専攻 教授 今井奈妙氏 

心と住まいのお片付け代表 片付けコーチ 福島 典子氏 

11月 10日（日） 
9:30～12:00 

海の森づくり in 四日市港② 
～アマモプロジェクト～ 
苗作りをしてみよう 

 

共催：四日市港管理組合 

水をきれいにし、生き物のゆりかごにもなる海草・アマ

モの森をあなたの手で四日市に作ってみませんか？ 

【場所】四日市港富双緑地 

【対象・定員】小学４年生以上（中学生以下保護者同伴） 

追加募集１０名（先着） 

第 1回目 

11月 16日（土） 
10:00～12:00 
-2回目以降の日程- 

12月 8日、21日 

1月 18日 

2月 6日、15日、29日 

「四日市公害と環境未来館」 
解説員養成講座 

来館される皆様に、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、全７回の連続講座です。 

四日市公害裁判の弁護士、原告側証人となった医師、

コンビナート企業 OB 等、多彩な関係者が講師を務

めます。また、大気汚染を経験した他の地域へのバ

スによる現地研修もあります。※開催日により、内容・

時間が異なります。詳しくは個別チラシをご覧ください。 

【対象・定員】18 歳以上 15 名（抽選） 

【締切】11 月 5 日必着 

11月 17日（日） 

9:30～12:00 

【こども自然探検隊】 

木の実を集めて 

フォトフレームを作ろう 

公園でドングリなどを探して、フォトフレームに飾り

付けしましょう。 

【対象・定員】小学生 16 名（抽選）【場所】勤労者・ 

市民交流センター東館 第 5 会議室【講師】四日市 

自然保護推進委員会【締切】11 月 3 日必着 

11月 23日（土） 

10:00～15:30 

エコカレッジ④ 
《午前》四日市のコメと農業と 

私たちのくらし 

《午後》「食べて守る」海の環境 

コメ、農業、海など私たちのくらしと食と四日市の 

環境の関わりを学びます。試食もあります。 

【対象・定員】15 歳以上 追加募集 10 名（先着） 

【講師】（株）うつべ農園代表 上 麻理氏、 

自然観察指導員三重連絡会副会長 竹内 泰介氏   

11月 24日（日） 

10:00～12:00 

【四日市市エコパートナー事業】 

 みんな〝自然がだいすき” 

宝物をさがそう 
企画：（一社）四日市大学 

  エネルギー環境教育研究会 

垂坂・羽津山緑地でゲーム形式で自然観察をおこな

い、生態系・生物多様性について学んでみましょう。 

【対象・定員】小学生 20 名（抽選） 

【場所】垂坂・羽津山公園 （駐車場集合） 

【締切】11 月 10 日必着 

11月 24日（日） 

①10:00～11:30 

②13:30～15:00 

【大人のエコクラフト】 

クリスマスリースづくり 

木の実を使ってクリスマスリースをつくりましょう。 

【対象・定員】15 歳以上 各回１６名（抽選） 

【講師】三重県環境学習情報センター職員 

【場所】じばさん三重 2 階 活動室 

【締切】11 月 10 日必着 

11月 29日（金） 

13:30～15:30 

【四日市市エコパートナー事業】 

ドローンを活用した 

漂着ゴミ調査の実践活動の紹介 
企画：（株）東産業 

ドローンを活用した漂着ごみモニタリング調査の結

果を紹介しながら、市内河川のごみ問題の現状や今後

の対策等を考えます。 

【対象・定員】どなたでも 25 名（抽選） 

【締切】1１月 1５日必着 

 

 
「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ            令和元年 10 月 1 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。 

 



 

 

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。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

 

11月 30日（土） 

13:00～15:30 

親子で料理体験 
だしを取って和食を作ろう

【メニュー】お雑煮 

お鍋料理にかかせないだしの取り方を学んで、 

冬にできるエコライフについて学びます。 

【対象・定員】小学三年～中学生（未就学児の同伴不可） 

24 名（抽選）【場所】あさけプラザ 料理室 

【講師】東邦ガス(株)【締切】11 月 16 日必着 

12月 1日（日） 

13:30～15:30 

【こども自然探検隊！】 

里山あそび 

落ち葉のすべり台など、里山のなかで遊ぼう。 

【対象・定員】小学生 16 名（抽選） 【場所】南部

丘陵公園【講師】四日市自然保護推進委員会 

【締切】11 月 17 日必着  

12月 15日（日） 

13:30～16:30 

【四日市市エコパートナー事業】 

講演会 

「プラスチックの 

  海洋汚染を考える」 

近年使用済み廃プラスチックが流出し、地球規模での

環境汚染による悪影響が懸念されています。国の対応

計画、研究者からの提言、プラスチックについての側

面から学びます。 

【対象】どなたでも（中学生以下は、保護者同伴）  

【定員】50 名（抽選）【場所】１階 講座室 

【企画】環境カウンセラーみえ【締切】11 月２４日必着 

 

＊ お申込み方法 ＊ 

 

 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 

 

■申し込み先  A  

【TEL】  059-354-8065 

【FAX】  059-329-5792 

【E-mail】  

kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp 

企画：キャンドルナイト四日市実行委員会 

1000000人のキャンドルナイト 
 

 

＊活動室展示＊10～12月 
 

じばさん三重２階 活動室 

【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。 
 

〒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 アクセス 
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