「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

令和２年 7 月１日発行

申し込みの前にご確認ください。
●小学生以下の参加者には、保護者の同伴が必要です。
また感染症拡大防止のため、参加者１名につき保護者は１名以下とし、それ以上の同伴はご家族であってもご遠慮下さい。
●講座により申込先が違うのでよく読んでお申し込み下さい。●応募者多数の場合は抽選です。当選者にのみご連絡いたします。
●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」で行います。（違う場所の場合は記載があります）
●マスクを着用するなど感染症対策をしてご参加ください。 ●屋外の講座では各自熱中症対策をとって下さい。
●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止・延期および定員変更等をする場合がありますので、ご了承ください。

■ 四日市公害の講座
かた

常設展の利用を制限しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のためヘッドフォンの
利用中止や座席数を減らすなどの対策をしています。十分な間隔をあけて見学して下さい。

べ

■四日市公害の語り部さんの

【四日市市エコパートナー事業】

お話を聞こう
た に だ

て る こ

■7.24 公害判決４８周年シンポジウム
公害判決４８周年にあたり、公害裁判判決の学習と
現在の四日市などについて講演します。

●語り部 谷田 輝子さん
四日市公害によるぜん息の発作でお子さんを亡くされた

日時 7/24（金・祝）13:30～16:00

谷田さんのお話を伺います。

対象・定員 どなたでも 35 名（当日先着順）
場所 1 階 講座室

日時 8/2（日）10：00～11：30
対象・定員 小学 3 年生～中学生

企画 磯津環境学校

16 名

展示

〆切 7/19

■判決４８周年

●映像「語り継ぐ四日市公害」
四日市公害裁判原告の故野田之一さんをはじめ語り部
３名による証言映像をもとに、四日市公害を多面的に
学びます。

お申し込みは

映像「四日市公害を語り継ぐ」の上映を行います。

場所 そらんぽ四日市 １階

16 名

〆切 7/25

当館が所蔵する写真のパネル展と、

展示期間 7/18（土）～7/26（日）

日時 8/8（土）10：00～11：30
対象・定員 小学 5 年生～中学生

「四日市公害を忘れないために 2020」

Aへ

■こどもエコゼミ オンラインで学ぶ四日市公害
四日市公害について、YouTube ライブを使ってオンライン
学習にチャレンジ！四日市公害がどうして起こったのか、

写真提供：中日新聞社

また発生後の四日市がどう変化したのかを学びます。

●解説員がエスコート

日時 8/11（火）10：00～11：30
対象 小学 3 年～中学生で
インターネット環境がある方

お申し込みは

Bへ

（予約不要）
2 階常設展では、解説員がご案内！

定員 なし 〆切 7/28

見学のお手伝いをします。ひとつ踏み

限定公開です。お申込みいただいた方へ

込んだお話を聞けますよ♪

アドレスをご連絡いたします。

（時間によっては不在の場合があります。）

■ イベント情報

※このページの

※全て抽選、小学生以下は保護者同伴

お申し込みは B

こどもエコゼミ

SDGs（エス・ディー・ジーズ）な

ペットボトル水族館

おかたづけレッスン！

海の生き物について学び、オリジナル水族館を作りましょう。

対象 小学１年～３年生

定員 各回 16 名

〆切 7/9

おかたづけの基本を学び、世界の環境と子どもたちの未来につ
いて考えてみましょう。

対象 小学 3 年～6 年生 定員 16 名
講師 こころとすまいのお片付け代表 福島典子さん 〆切 8/1

マンスリーキッズ工作

間伐材うちわに絵をかこう

マンスリーキッズ工作

貝がらアクセサリーづくり
間伐材を使ったうちわに絵をかいて、オリジナルのうちわを作
りましょう。中止の場合は工作キットを送付します。

対象 4 歳～小学生

定員 各回 20 名

〆切 7/10

四日市で拾える貝がらに絵をかいて、かわいいアクセサリーを
つくります。中止の場合は当選者にキットを送付します。

対象 4 歳～小学生

定員 各回 20 名

〆切 ８/1

こどもエコゼミ
こどもエコラボ

風で電気をつくろう

お天気ハカセになろう！

家庭で使う電気や自然エネルギーについて学び、ペットボトル
を使った風力発電機を作ります。

対象 小学４年～６年生 定員 各回 10 名
場所 講座室 〆切 7/18

天気が変化する仕組みを実験で学ぼう。

対象 小学 3 年～中学生

定員 16 名

〆切 8/4

こどもエコゼミ
キオクシア㈱×こどもエコゼミ

海のお掃除船「じんべい」の
見学と四日市の海ごみ！

CO₂ダイエット作戦
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が行えます。

四日市の海ごみの現状を学び、四日市港をキレイにする船
「じんべい」を見学します。※天候により見学できない場合もあります

対象 小･中学生（保護者同伴） 定員 20 名
見学先 四日市港 協力 NPO 法人四日市清港会 〆切 8/6

対象 小学３年～中学生 定員 16 名
講師 キオクシア㈱四日市工場 〆切 7/21

日本アエロジル㈱×こどもエコゼミ
こどもエコゼミ

粉マジックに挑戦しよう！

松葉で空気の汚れ調べ！
顕微鏡で松の葉を観察し、空気の汚れ具合を調べます。

企業の環境対策を知り、不思議な粉を体験してみましょう。

対象 小学３年～中学生（保護者同伴可）定員 16 名
講師 日本アエロジル㈱ 〆切 8/7

対象 小学４年～中学生（保護者同伴可）
定員 10 名 〆切 7/25

こども環境教室

こどもエコゼミ

マリンポットを作ろう

水と環境
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。

貝がらを使って、涼しげなポット（ガラスの小物入れ）を
作ります。

対象 小学３年～中学生

対象 小学生

定員 20 名 〆切 7/26

定員 各回 16 名

〆切 8/9

大人向け講座
オンライン講座
はじめてみよう！

大人のエコクラフト

おむつに頼りすぎない育児

新聞バッグ作り

なるべく紙おむつを使わない、赤ちゃんと地球にやさしい生活
をしてみませんか？Zoom で対話をしながら進めます。
対象 乳幼児がいる方/出産予定の方とご家族（Zoom の使用環境

英字新聞を使っておしゃれなバッグを作ります。包装紙などに
もアレンジできる、使い切りに便利なバッグです。

がある方）※申込時にお子さんの月齢/妊娠月数を添えてください。

定員 10 名

講師 チッチの会 中谷歩さん

〆切 8/15

対象 15 歳以上

定員 10 名

〆切 8/16

■ イベント情報

屋外の講座では
熱中症対策のうえ
ご参加ください！

※このページの

※全て抽選、小学生以下は保護者同伴

お申し込みは A

■江戸時代のくらしに学ぶエコ

■公害･環境の自由研究まとめ方相談

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、私達でできるエコな生活を考えます。

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 7/25（土）13:30～15:00
対象 小学３年～中学生 16 名
〆切 7/11

日時 7/26（日）
10:00～12:00、13:30～16:30
対象 小・中学生 12 名
（空きがある場合は当日参加可能）
〆切 7/12

【四日市市エコパートナー事業】

【四日市市エコパートナー事業】

■三滝川探検隊 2020
三滝川の魚たちを観察してみよう

■鈴鹿川河口の生き物観察とゴミ拾い

三滝川の魚や水生生物を捕まえ、
生態や見分け方を学びます。

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
対象
場所
企画
〆切

日時
対象
場所
企画
〆切

7 月 25 日（土）9:00～11:00
どなたでも 25 名
三滝川左岸（㈱東産業駐車場集合）
㈱東産業
7/11

■ 当日参加できるイベント

8 月 18 日（火）9:00～11:00
小学生以上 30 名
鈴鹿川河口
なたね通信
8/4

申し込み不要

どなたでも参加できます！
■えほんよみきかせ

【講師】四日市自然保護推進委員会

■ 夜の公園探検
～セミの羽化、ライトトラップ、天体～
【日時】７月 18 日（土）１８:３０～２０:３０
【場所】南部丘陵公園 南ゾーン
小動物園北側広場
【服装・持ち物】
長袖 長ズボン 運動靴
虫取り網 懐中電灯 虫よけ
飲み物等
※中学生以下は保護者同伴
※17:30 に大雨の場合は中止

●クイズや動画で学ぼう！

■ 川のいきものと石ころ調査

読み聞かせアーティストの
松岡由香さんによる絵本の
読み聞かせを行います。

～魚や水生昆虫、河原の石～
【日時】８月 9 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・持ち物】川に入ってもいい服装
（長袖 長ズボン 運動靴 長靴 帽子 飲み物
タオル タモ バケツ 石ころ調査用の袋等）
サンダルは不可

【日時】8 月 16 日（日）
①9:45～10:15
②10:45～11:15
【定員】各回２０名

※8:00 に大雨の場合は中止
※熱中症に気をつけてお越しください。

facebook で、環境学習に関するクイズや動画を紹介しています。
https://www.facebook.com/ecoyokkaichi/

■『公害・環境の研究』の展示作品募集!
そらんぽ四日市にあなたの自由研究を展示してみませんか？本年度は表彰、
研究発表は行いませんが、ご応募いただいた作品は全て展示いたします。
公害や環境がテーマの、あなたの研究をお待ちしています。
（参加賞あり）
展示期間 12/5～12/13 対象 小・中学生 場所 そらんぽ四日市 1 階
作品のサイズ 模造紙 1/4 以下。スケッチブックなども OK。
申し込み方法
実施要項（QR コード）をご覧いただくか、申込先 A に
お問い合わせ下さい。応募用紙に記入し、作品とともに
10 月 30 日までに当館図書カウンターまでお持ち下さい。
（応募用紙は提出時に記入することもできます。
）
実施要項はこちら↑

シデコブシ保全活動

＊活動室展示＊７～９月

企画： 三重県立四日市農芸高校

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
【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。

■申し込み先

A

【TEL】 059-354-8065
○締切後に定員に余裕がある場合は、ご参加いただけます。
【FAX】 059-329-5792
お問い合わせください。
【E-mail】
○「３密」回避のため、参加者１人につき保護者は１人以内とし、
kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp
きょうだいなど申込者以外の方の参加・見学はできません。

申し込み必要事項
①参加を希望する講座名（あれば希望の日、時間帯）
②代表者の連絡先（名前/郵便番号/住所/電話番号）
③参加者全員の名前/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

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。
【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
【HP】 https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
【開館時間】９時３０分～１７時（土曜日は１８時３０分まで延長し、展示室の見学は 17 時まで。）
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日。ただし 8/11、8/31 は開館。）

