「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

令和２年 9 月 10 日発行

・新型コロナウイルス感染症の影響で、開催予定のイベントを中止・延期する場合がありますので
ご了承ください。最新情報は、当館ホームページ（スマホ版では見られません）でご確認ください。
・イベントにご参加の際は、感染症対策をしてお越しください。
■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。
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10 月 10 日（土） 【こども環境教室】
まちなかエコたんけん
10:00～12:00
10 月 11 日（日）
①10:00～10:40
②11:00～11:40

10 月 18 日（日）
10:00～12:00
9 時に大雨の場合は中止

10 月 18 日（日）
13:30～16:00

【マンスリーキッズ工作】

エコプラバンで
とうめいな生きもの

内

申
込

容

ソーラーパネルなど、環境にやさしい取り組み
を探しにまちに出かけましょう。
【対象・定員】小学生 16 名（抽選）
【締切】9 月 26 日必着
身近なものをプラバンに利用して、透明で
キレイな生き物のストラップ等を作ります。
【対象・定員】小学生 各回 16 名（抽選）
【締切】10 月 1 日必着

実りの秋ならではの里山の自然を見に行きます。
【対象】どなたでも 当日参加自由
木の実・草の実・草はらの虫 【場所】南部丘陵公園 南ゾーン小動物園北側広場
～ドングリ、ひっつき虫、
【準備】マスク・長袖・長ズボン・運動靴・帽子・飲み物
バッタやトンボ、クモ～
【講師】四日市自然保護推進委員会
【自然観察会】

エコカレッジ④
豊かな緑を次世代へ

林業や農業の現状を学び将来の環境を考える、
大人の教養講座です。
【対象・定員】15 歳以上 20 名（抽選）
【講師】三重県農林水産部みどり共生推進課職員
（株）うつべ農園 代表

上 麻理さん

【締切】10 月 4 日必着

10 月 24 日（土）
①10:00～11:30
②13:30～15:00

10 月 31 日（土）
10:00～16:00

【こどもエコラボ】

ソーラーカーを作ろう

歩いて知る
四日市公害の過去と現在

10 月 31 日（土） くつした修理入門
13:30～16:00

11 月 1 日（日）
10:00～11:00

11 月 7 日（土）
10:00～11:00

～ダーニングで
リメイクしよう！～

楽しい風呂敷ライフ

【こども自然探検隊】

どんぐりであそぼう

自然エネルギーについて学び、ソーラーカーを作
ります。
【対象・定員】小学３～６年生 各回 8 名（抽選）
【締切】10 月 10 日必着
当館で四日市公害等について学び、関連する塩
浜地区を巡ります。
【対象・定員】16 歳以上 15 名（抽選）
【見学先】塩浜地区（集合は当館１階、研修実習室）
【締切】10 月 17 日必着
靴下の穴を、ダーニングでオシャレにリメイク
してみませんか？
【対象・定員】16 歳以上 ８名（抽選）
【講師】げんげのはらっぱ 野田 友恵さん
【持物】穴の開いた靴下 【締切】10 月 17 日必着
風呂敷の使い方を学んで、暮らしの中で活用して
みませんか？
【対象・定員】１６歳以上 1０名（抽選）
【講師】三重県環境学習情報センター
【締切】10 月 18 日必着
いろんなドングリを探して、親子で自然を楽しみ
ましょう。
【対象・定員】4 歳～小学生 16 名（抽選）
【場所】南部丘陵公園【締切】10 月 24 日必着

11 月 7 日（土）
9:30～12:00

11 月 8 日（日）
13:30～15:30

11 月 8 日（日）
10:00～12:00

自身の活動が SDGｓにどう関係しているかを体
【四日市市エコパートナー事業】 験的にワークショップで実践します。
【対象・定員】高校生以上（SDGｓ活動をしている方）27 名（抽選）
ＳＤＧｓにふれてみよう 【場所】１F 講座室 【締切】11 月 1 日必着
【企画】（一社）四日市大学エネルギー環境教育研究会
SDGｓおよび地域循環共生圏に関する講座から
環境に配慮した社会の大切さを知り、グループで
【四日市市エコパートナー事業】
発展的な話し合いをします。
地域循環共生圏って？を知り
【対象・定員】高校生以上 20 名（抽選）
「いつまでも輝く“まちづくり”」
【講師】環境省中部環境事務局 曽山信雄さん
を考えませんか
【場所】１F 講座室 【締切】11 月 2 日必着
【企画】（一社）四日市大学エネルギー環境教育研究会

シンプルなお掃除入門！
～ナチュラルクリーニング～

汚れの種類にあわせて、効果的かつ地球にも
やさしいお掃除の仕方を学びます。
【対象・定員】16 歳以上 1５名（抽選）
【講師】お掃除アドバイザー・整理収納アドバイザー若林りつこさん

【締切】10 月 25 日必着

＊活動室展示＊ 10～12 月

企画： ふれあいファームきららの風「田んぼの学校」
場所： じばさん三重２階 活動室

自然で遊ぶ！こどもたち展

＊お申込み＊
【抽選について】
●当選通知と案内は郵送いたします。●落選通知はありません。開催 5 日前に案内が届いていない場合は落選です。
（締切後でも定員に余裕がある場合は、ご参加いただける場合がございます。お問い合わせください。
）
【参加人数について】
●ご家族などでも申し込みのない方の参加・見学はできません。同伴者の人数が分かるようにお申し込みください。

-申し込み手順以下の３点を明記し、ハガキ・FAX・E-mail・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。

①参加を希望する講座名/（希望する回）

複数回ある講座は
「②13 時から」や
「どの時間も OK」等、
わかりやすく書いてね

②代表者の連絡先（名前/郵便番号/住所/電話番号）
③参加者・同伴者全員の名前/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。

→申し込み先を確認して送付（※ＦＡＸ・E-mail の申し込み先は、講座によって A/B があります。）
■申し込み先

A

■申し込み先

B

【FAX】 059-329-5792
【E-mail】
kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp

【FAX】 059-354-8431
【E-mail】 info@eco-yokkaichi.com

（問い合わせ： 059-354-8065）

（問い合わせ： 059-354-8430）
※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が、
新型コロナウイルス感染症対策のため、有事に限り関係機関へ情報提供することがあります。

はがきのお申込みはこちら！

〒510-0075 四日市市安島 1 丁目 3 番 16 号
【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）
【HP】 https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/

