「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

令和２年 10 月 1 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。

日

時

11 月 14 日（土）
①10:00～11:30
②13:30～15:00

11 月 15 日（日）
①10:00～10:40
②11:00～11:40

11 月 15 日（日）
10:00～12:00
9 時に大雨の場合は中止

タ

イ

ト

ル

【こども環境教室】

ゆかいな
おばけライトをつくろう
【マンスリーキッズ工作】

秋のおちばでしおりづくり
【自然観察会】

植物や昆虫の冬支度
～冬芽、葉痕、越冬する昆虫

11 月 21 日（土）
①9:30～10:30
②11:00～12:00

親子で作ろう
クリスマスリース

③13:30～14:30
【四日市市エコパートナー事業】

11 月 21 日（土）
10:00～12:00

外国人との多文化共生のための
よろず相談会と
美化模範リーダーの育成
企画：SKY グローバルリンク

11 月 22 日（日）
①9:30～10:30
②11:00～12:00
③13:30～14:30

【大人のエコクラフト】

クリスマスリース作り

内

容

ペットボトルに飾り付けをして、楽しいライ
トを作ります。
【対象・定員】小学生 各回 16 名（抽選）
【締切】1１月１日必着
季節の自然の材料で、きれいなおちばのしおり
をつくりましょう。
【対象・定員】４歳～小学生 各回 16 名（抽選）
【締切】11 月 1 日
【対象】どなたでも（当日参加自由）
【場所】四郷小学校 駐車場
【服装】長袖・長ズボン・運動靴・帽子・マスク
【講師】四日市自然保護推進委員会
自然の材料で飾る、やさしい雰囲気のオリジナ
ルリースを親子で協力して作ります。
【対象】小学３～６年生【定員】各回 16 名（抽選）
【場所】じばさん三重４階【締切】11 月 7 日必着

ごみの専門家による勉強会。終了後、希望の
方との個別相談会も開催します。
【対象】多文化共生推進に関わる方。
または四日市在住・通勤・通学する外国人の方
（日本語の分かる方）【定員】３０名（抽選）
【場所】１階 講座室【締切】11 月 7 日必着
自然の素材を使ったナチュラルなリースを手作
りして、ステキな冬を過ごしましょう！
【対象・定員】１６歳以上 各回８名（抽選）
【場所】じばさん２階 活動室
【講師】三重県環境情報学習センター 坂崎由佳さん
【締切】11 月 8 日必着

伊勢湾・四日市の海ごみの現状について
YouTube ライブで配信します。
オンラインで学ぶ
【対象】16 歳以上でインターネット環境のある方
11 月 29 日（日）
四日市・伊勢湾の海ごみ 【講師】四日市大学環境情報学部 教授 千葉さとし
賢 さん
10:00～11:30
～マイクロプラスチックの現状～ 【締切】11 月 2５日必着 ※パソコンから返信
可能なメールでお申し込み下さい。

12 月 6 日（日）
①9:30～10:30
②11:00～12:00
③13:30～14:30

大きな松ぼっくりを飾り付けて、小さなクリス
マスツリーを作ります。
【マンスリーキッズ工作】
【対象・定員】4 歳～小学 2 年生 各回 12 名（抽選）
マツボックリで X’mas ツリー
【場所】じばさん三重２階 活動室
【締切】11 月 22 日必着

申
込

～四日市公害と環境未来館 解説員養成講座～
当館の展示をわかりやすく解説していただける方を養成する、全６回の連続講座です。四日市公害裁判を支援し
た団体、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。

【対象・定員】1８歳以上・１０名（抽選） 【締切】11 月 5 日必着 【申し込み先】Ａ
①11/14 四日市公害概論、館内見学 ②11/28 四日市市の取り組み、現地見学（バス）
③12/13 ぜん息と公害訴訟について ④1/16 企業の環境対策、現地見学（バス）
⑤ 1/30 市民運動、話し方教室、解説員の活動についてなど ⑥2/13 解説員実習
各回 10:00～15:30（初回のみ９:45～） ★詳細は個別のチラシまたは、ホームページをご確認下さい。

＊活動室展示＊ 10～12 月

企画延期のお知らせ
11 月 10 日～12 月 13 日に予定していた『市制 123 周年

自然で遊ぶ！こどもたち展

記念 四日市公害と環境未来館企画展「わたしたちのくらし

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

とごみ」』は新型コロナウィルス感染症拡大の状況を踏まえ、
来年以降に延期いたします。
どうぞご理解のほどお願い致します。

＊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/

