「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

令和元年６月１０日発行

実験･工作･自然観察など様々な体験ができます。自由研究のヒントにも！
表記の無い講座は
◆幼児・小学生は、保護者の同伴が必要です。 ◆応募者多数の場合は、抽選です。
◆参加費は無料です。 ◆場所は「そらんぽ四日市 1 階研修・実習室」でおこないます。

■ 四日市公害の講座
かた

※このページのお申し込みはＡ

べ

■四日市公害の語り部さんのお話をきこう
対象 小学 3 年生～中学生

●四日市公害裁判原告
の

だ

ゆきかず

故 野田 之一さん
四日市公害裁判原告の野田さんの話を
生前撮影された証言映像で振り返ります。

日時 ①7/21（日）
②8/11（日・祝）

各日 13：30～15：00

四日市市エコパートナー事業

■四日市公害裁判判決 47 周年

やまもと

かつ じ

●語り部 山本 勝治さん
コンビナート企業で働きながら公害反対運
動をしていた山本さんのお話を伺います。

日時 8/３（土）
13：30～15：00
場所 １階 講座室
定員 70 名

〆切 7/20

た に だ

て る こ

「四日市公害を忘れないために」
市民の集い 2019
映画『あやまち』上映とトーク
四 日 市 公 害 を題 材 としたドキュメンタリー
映 画 『あやまち』 (1970 年 東 海 テレビ制 作 )
を上 映 します。

日時 7/28（日）13:30～15:30

●語り部 谷田 輝子さん

定員 80 名（当日先着順）

場所 １階 講座室

四日市公害によるぜん息の発作でお子さん

場所 1 階 講座室

定員 各日 70 名

を亡くされた谷田さんのお話を伺います。

企画 四日市再生「公害市民塾」

〆切 ①7/7

日時 8/10（土）

②7/28

10：00～11：30
定員 35 名

〆切 7/27

■高校生のための四日市公害入門
語 り部 さんや当 館 の職 員 と対 話 しながら
四 日 市 公 害 の歴 史 を振 り返 ります。

■新聞記者になって公害新聞を作ろう

日時 8/9（金）13:30～15:00

四日市公害の展示や職員を取材して、公害新聞を作ります。

日時 7/24（水）13：30～15：30
対象・定員 小学３年生～中学生 16 名

■環境を知るバスツアー

対象・定員 高校生 30 名
〆切 7/26

〆切 7/10

対象・定員 小学 4 年～中学生 各４０名
集合・解散 四日市公害と環境未来館

●解説員がエスコート
（予約不要）

当館で四日市公害の学習をしたあと、関連地域や施設をバスで見学します。

●四日市公害の
過去と現在を知るバスツアー

●企業の環境対策
今を知るバスツアー

日時 7/27（土）10：00～16：00

日時

見学先 塩浜地区、四日市港ポートビル

見学先 味の素(株) 東海事業所

〆切

〆切

7/13

7/31（水）10：00～15：30
7/17

２階常設展では、解説員が
見学のお手伝いをします。
ひとつ踏み込んだ
お話が聞けますよ♪

■ 小・中学生の講座 Ａ

※全て抽選

※ このページの

お申し込みは

■大学・企業連携

A

三重大学 夏休み環境教室
「環境とエネルギー」、「生物の多様性」をテーマに学びます。
７日：中部電力㈱ 川越火力発電所とテラ４６の見学

小・中学生コース

８日：大学生と壁新聞づくり

●日時 ①８月７日（水）、②８月８日（木） 各日１３:３０～１７:００
●対象・定員 小・中学生３０名（保護者同伴可、両日参加できる方を優先）

（全 2 回）

ぱく けいしゅく

●場所 市民公園噴水前集合●講師 中部電力㈱、人文学部教授 朴 恵淑さん●〆切 ７/２１

昔話から自然環境・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。
●日時 ８月８日（木）１０:００～１２:００
●対象・定員 保育園・幼稚園児２０名（保護者同伴）

幼児コース

ぱく けいしゅく

●講師 ハートピア三重、人文学部教授 朴 恵淑さん

●〆切 ７/２５

四日市大学 エコキッズ夏休み講座
体験講座

いろいろな目の錯覚(=錯視)を体験し、錯視デザインに挑戦してみましょう。

～ふしぎな「え」？
錯視の世界へようこそ～

●日時 ８月６日（火）１０:００～１２:００
（保護者同伴可）●講師

環境情報学部教授

●対象・定員
まえかわ

ただお

前川 督雄さん

小学４年～中学生 １５名
●〆切 7/23

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。
実験講座

～土はマジシャン～

●日時 ８月１６日（金）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
●講師

ひろずみ とよかず

環境情報学部准教授 廣住 豊一さん

●〆切 ８/２

空気と人の関わりについて学び、夏の青空へ自分で作った紙飛行機を飛ばします。
特別工作講座

～青空へ向けて飛び立とう～

●日時 ８月２０日（火）①１０:００～１２:００、②１３:３０～１５:３０
●対象・定員 小学生 各回１５組（保護者同伴可） ●材料代 ８００円
●講師

キッズ・モノづくりワンダーランド
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）

きとう

ひろふみ

総合政策学部教授 鬼頭 浩文さん他

●〆切 8/6

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作り、自分だけの工夫・改良に挑戦します。
●日時 ８月２３日（金）①１０:００～１１:３０ ②１３:３０～１５:００
●対象・定員 小学３～６年生 各回１６名（保護者同伴可）
●場所 １階 講座室 ●〆切 ８/９
本物のエンジンを触ったことはありますか？実物を手にとり仕組みを学びましょう。

エンジンのしくみを知ろう
「小型エンジン分解組立」
江戸時代の暮らしに
学ぶエコ
江戸時代はリサイ
クル社会といわれ
ています。昔の知
恵に学び、私たち
でできる、エコな
生活を考えます。

●日時 7/15（月・祝）
13：30～15：00
●対象・定員
小学３年生～中学生
35 名
●〆切 7/1

●日時 ８月２３日（金）①１０:００～１１:３０ ②１３:３０～１５:００
●対象・定員 小学３～６年生 各回１２名（保護者同伴可）
●場所 じばさん三重 2 階 活動室 ●〆切 ８/９

公害・環境の自由研究
のまとめ方相談
まとめ方相談
公害や環境に関する自由研究の
取り組み方、まとめ方を相談で
きます。

●日時

①7/27（土）
②８/18（日）
各日 10：00～12：00
13：30～16：30
●対象・定員
小・中学生 各 35 名
（空きがある場合は当日参加可能）

●場所
●〆切

１階図書コーナー
①7/1３、②8/４

■四日市市エコパートナー事業

その他のイベントは
HP でチェック♪

環境活動に取り組む市民団体や企業との協働講座です

身近な生き物で
自由研究！

鈴鹿川河口の
生き物観察とゴミ拾い

身近な生き物の捕まえ方･見
分け方･調査のまとめ方を、生
き物を見ながら解説します。

河口干潟ならではの生き物
を探してみよう！最後にゴ
ミ拾いも行います。

●日時 8 月 7 日（水）
10：00～11：30
●対象 小学生以上 20 名
●場所 じばさん三重 2 階活動室
●〆切 7/24
企画：なたね通信

●日時 8 月 27 日（火）
9：00～11：00
●対象 小学生以上 30 名
●場所 鈴鹿川河口
●〆切 8/13
企画：なたね通信

■ 小・中学生の講座 Ｂ

….

※ このページの

※全て抽選、小学生は保護者同伴
7/15（月･祝）
9:00～12:00

こども自然探検隊

8/2（金）

葉っぱ大研究

9:30～16:00

色々な種類の葉っぱを採集し、標本をつくります。

お申し込みは

B

東邦ガス×こどもエコゼミ

エネルギー探検バスツアー

エネルギーが家に届くまでの流れを知り、省エネについて考え
ましょう。

対象 小学３年～中学生
定員 16 名
場所 少年自然の家
講師 四日市自然保護推進委員会 〆切 7/１

対象 小・中学生（保護者同伴、幼児不可） 定員 40 名
見学先 東邦ガス(株) (ガスエネルギー館/四日市工場/
リベナス四日市) 集合 博物館前
〆切 7/19

7/25（木）

東芝メモリ×こどもエコゼミ

8/9（金）

こどもエコゼミ

13:30～15:30

CO₂ダイエット作戦

9:30～16:00

バスで学ぶゴミのゆくえ

地球温暖化を学んで、環境にやさしいくらし方を考えましょ
う。バーチャルリアリティで工場見学の体験も行えます。

対象 小学３年～中学生
定員 16 名
講師 東芝メモリ(株)四日市工場
〆切 7/11

対象 小･中学生（保護者同伴、幼児不可） 定員 40 名
見学先 四日市市クリーンセンター/朝日金属㈱四日市工場
集合 博物館前
〆切 7/26

8/11（日･祝）

7/27（土）

ＮＥＸＣＯ中日本×こども環境教室

10:00～12:00

高速道路のヒミツを知ろう！

高速道路を作るときの環境の取り組みを学びます。
工作を通して丈夫な橋の作り方にチャレンジ！

対象
場所
講師
共催

リサイクルのしくみやゴミのゆくえについて学びます。

小・中学生
定員 40 名
1 階 講座室
ＮＥＸＣＯ中日本
〆切 7/13
三重県環境学習情報センター、ＮＥＸＣＯ中日本

10:00～12:00

こどもエコゼミ

四日市公害学習基礎セミナー

四日市公害がどうして起こったのか、また発生後の四日市がど
う変化したのかを学びます。

対象 小学 3 年～中学生

定員 30 名

8/15（木）

こどもエコゼミ

13:30～15:30

水と環境

7/28（日）

こどもエコゼミ

水と環境について学ぼう!
ペットボトル浄水器作りもあります。

13:30～15:30

松葉で空気のよごれ調べ！

対象 小学３年～中学生

顕微鏡で松の葉を観察することで、空気の汚れ具合を調査しま
す。

対象 小学４年～中学生（保護者同伴可） 定員 16 名
〆切 7/14

8/17（土）
① 10:00～12:00
② 13:30～15:30

定員 16 名

〆切 7/28

〆切 8/1

こどもエコゼミ

ペットボトル水族館を作ろう

海の生き物について学び、オリジナル水族館を作ろう。

対象 小学１年～３年生

三菱自動車×こどもエコゼミ

8/1（木）
13:00～15:00

クルマと環境
-電気自動車について知ろう-

環境にやさしい電気自動車についてクイズで学ぼう！
実際の電気自動車の見学もあります。

対象 小学３年～中学生
定員 40 名
場所 1 階 講座室
講師 三菱自動車工業(株) 岡崎製作所
〆切 7/18

＊活動室展示＊

７～９月

海蔵川の生き物紹介
企画：海蔵川探検隊うみくら

定員 各回 16 名

〆切 8/3

8/31（土）

三重交通×三重県バス協会×こども環境教室

10:00～12:30

のって体験バスのエコ

環境にやさしいバスの機能を体感しましょう。

対象 小学生
定員 30 名 〆切 8/17
共催 都市計画課 協力 三重交通(株)、三重県バス協会
じばさん三重２階、お気軽にお立ち寄りください！

身近な川にいろんな生き物がいます。
あなたは何種類知っていますか？
６～８月には「よっかいち川調査隊」の調査レポートも展示します。

■ 当日参加できるイベント

申し込み不要、小学生以下は保護者同伴

開館５周年記念企画展

©ＪＡＸＡ

自然観察会
【講師】四日市自然保護推進委員会

協力：ＪＡＸＡ（宇宙航空開発研究機構）
協力：ＪＡＸＡ（宇宙航空開発研究機構）

◆ セミの羽化と天体観察
～セミ、夜見られる昆虫、天体～

7月20日(土) ～ 9月1日(日)

【日時】７月２0 日（土）
１８:３０～２０:３０
【場所】中央緑地体育館西側駐車場
【服装】長そで、長ズボン、運動靴
【持ち物】懐中電灯、虫よけ、飲み物

一般500円 学生350円 中学生以下無料
４階特別展示室
オリジナル番組 ５階プラネタリウム【投映時間】10:15～10:30、10:45～11:00（要観覧券）

■企画展記念講演 宇宙から海のプランクトンを観る

※中学生以下は保護者同伴
※17:30 に大雨の場合は中止

当日先着 順

人工衛星のデータから海洋の環境について長年研究している先生のお話です。

【日時】7 月 20 日（土） 13：30～15：30
【定員】80 名 【場所】１階 講座室

◆川のいきものと石ころ調査
～魚や水生昆虫、河原の石～
じょうじ

【講師】名古屋大学 宇宙地球環境研究所 教授・副所長 石坂 丞二 さん

■企画展連動企画

地球の彩りに触れてみよう
本物の南極の氷に直接触れてみよう
【日時】 8 月１２日（月・休）
①13：30～14：00 ②14：30～15：00
③15：30～16：00
【対象・定員】小・中学生 各回 1５名
【持ち物】タオル、汚れてもいい服装
【協力】国立極地研究所

マンスリーキッズ工作

UV ビーズストラップ作り
太陽の光で色が変わる UV ビーズ
で、かわいいストラップを作ります。
【日時】７月２０日（土）
①１0：00～10：45
②１1：00～11：45
【対象・定員】小学生 各回 16 名

【日時】８月４日（日）
９:００～１１:００
【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
（長そで、長ズボン）、
運動靴か長靴（サンダル不可）
【持ち物】帽子、飲み物、タオル、タモ、
バケツ、石ころ調査用の袋など
※8:00 に大雨の場合は中止

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。
申し込み多数の場合は抽選を行い、
当選された方にのみ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。

申し込み記入事項
①参加を希望する講座名、希望の回
②代表者のお名前（ふりがな）と
連絡先の郵便番号・住所・電話番号
③ほかの参加者全員のお名前・ふりがな・年齢
（学生は、必ず学校名と学年を書いてください）
※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

申込み先 A

【住所】〒510-0075 四日市市安島 1 丁目 3 番 16 号
【TEL】059-354-8065 【FAX】059-329-5792
【E-mail】
kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp
※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。
【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、ただし 8/13 は開館）

申込み先 Ｂ

