「四日市公害と環境未来館」からのおしらせ

令和４年６月発行

※このページのお申し込みは A

■ 四日市公害の講座
四日市公害判決５０年展
～過去をふり返り未来へつなぐ～
期間

7 月１日（金）～８月２８日（日）

場所 ４階 特別展示室

入場無料

四日市公害判決 50 年展記念講演会

●「四日市公害判決が
環境行政に与えた影響について」
菰野町出身で、元環境事務次官の講師より、
お話を伺います。
日時 7/23（土）13:30～15:00
講師 （一財）日本環境衛生センター理事長
南川 秀樹さん
定員 40 名 場所 1 階 講座室 〆切 7/9

●映画「朝霧」上映と四日市公害について
～医師の立場から～
かた

当時の県立塩浜病院で四日市公害患者の診察に

べ

●語り部さんのお話を聞こう
四日市公害の語り部より、当時のお話を伺います。
日時 7/31（日）13:00～15:00

当たった講師の講演のあと、映画を上映します。
日時 8/6（土）13:30～16:00
講師 医学博士 元三重県立大学医学部付属
塩浜病院医師 柏木 秀雄さん

対象・定員 小学 3 年生～中学生 40 名
場所 １階 講座室

〆切 7/17

●証言映像から学ぶ四日市公害
当館が制作した、語り部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。

日時 8/3（水）10:00～12:00
対象・定員 小学 5 年生～中学生 40 名
場所 １階 講座室

〆切 7/20

定員 40 名 場所 １階 講座室 〆切 7/23
四日市公害判決 50 年展特別講演会

●四日市公害判決５０年を迎えて
～私と四日市公害裁判～
四日市公害裁判で原告証人として関わった講師より
お話を伺います。
日時 8/20（土）13:30～15:00
講師 経済学博士 大阪市立大学名誉教授

館内見学の後、関連する施設をめぐります。

●歩いて知る四日市公害の過去と現在
日時 7/17（日）10:00～16:00
対象・定員 １６歳以上

15 名

見学場所 塩浜地区 〆切 7/3

宮本 憲一さん
定員 70 名 場所 じばさん 4 階 視聴覚室 〆切 8/6
四日市市エコパートナー事業

●「四日市公害訴訟判決 50 年」市民の集い
映画「あやまち」の上映や、講演「公害と子供たち」、

●子ども環境ツアー

写真、資料パネルの展示を行います。

日時 8/18（木）10:00～16:00

日時 7/24（日）10:00～16:00

対象・定員 小学 4 年生～中学生 15 名

講師 漫画家 矢田 恵梨子さん

見学場所 ポートビル、第３コンビナート周辺（乗船）

対象・定員 どなたでも 40 名 場所 1 階 講座室

〆切 8/4

企画

四日市再生「公害市民塾」 〆切 7/10
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■四日市公害関連講座
①7/21（木）
こどもエコゼミ
②8/12（金）
四日市公害
四日市公害の概要や当時の子どもたちの様子につい
て、館内見学を交えて紹介します。
対象・定員 小学 4 年生～中学生 各回 16 名
（子どものみで参加可能）
場所 １階 研修・実習室
〆切 ①7/7 ②7/29

●企業の環境対策を学ぼう
8/2（火）

こどもエコゼミ

キオクシアの
かんきょうの取組み

企業における環境の取り組みについて学びます。
バーチャルリアリティで工場見学の体験が行えます。
対象・定員 小学 4 年生～中学生 16 名
場所 １階 研修・実習室
講師 キオクシア（株）四日市工場 〆切 7/19

8/25（木）

こどもエコゼミ

粉マジックに挑戦しよう！
企業の環境対策を知り、化学製品の特性を楽しい科学
実験で学びます。
対象・定員 小学３年生～中学生 16 名
場所 １階 研修・実習室
講師 日本アエロジル（株）
〆切 8/11

見学をお手伝い♪解説員がご案内します
【場所】2 階 常設展

8/11（祝）

こどもエコゼミ

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。
対象・定員 小学 4 年生～中学生 10 名
（子どものみで参加可能）
場所 １階 研修・実習室
〆切 7/28

8/20（土）

こどもエコゼミ

水とかんきょう
ペットボトル浄水器を作り、水とかんきょうについて
学びます。
対象・定員 小学３年生～中学生 20 名
場所 じばさん５階 研修室５
〆切 8/6

７/22（金） こどもエコゼミ
～8/22（月） オンラインで学ぶ四日市公害
四日市公害の概要を 40 分程度でまとめた動画を
You Tube で配信します。
対象 小学 4 年生～中学生

〆切 8/19

※申込者に URL を送ります。
パソコンからの返信が受信できる E メールアドレスで
お申込みください。

＊活動室展示＊７～９月

四日市公害訴訟判決 50 周年！
じばさん２階 活動室
企画：四日市再生「公害市民塾」

■こども自然探検隊
7/17(日)

葉っぱ大研究

葉っぱを集めて、標本の作り方を学びます。
対象・定員 小学 1～3 年生 20 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 7/３

8/6(土)

フクロウのたべもの調べ

フクロウのペリットを調べて、フクロウの食べ物から
生態系について学びます。
対象・定員 小学 4 年生～中学生 20 名
場所 勤労者・市民交流センター
東館２階 第５会議室
講師 桑名高等学校 MIRAI 研究所
〆切 7/23

※このページのお申し込みは B

7/16（土）

こども環境教室

STOP！地球温暖化
地球温暖化について学び、電気、
ガス、水道、ゴミなどの使用量から、
家庭からでる CO２の量を調べます。
対象・定員 小学３年生～中学生 16 名
場所 １階 研修・実習室
〆切 7/2

７/23（土）

講師 (公社)自動車技術会中部支部

8/28（日）

風に向かって走れ
ウィンドカー

こどもエコゼミ

マリンリースを作ろう
海ごみなどの海のかんきょうについて学び、貝がら
を使ってリースを作ります。
対象・定員 小学１～３年生 各回２０名
場所 じばさん 5 階 研修室５
〆切 7/9

7/28（木）

■キッズ・モノづくりワンダーランド

こどもエコゼミ

ごみのゆくえを調べよう
私たちが捨てたごみがどうなるのか、
四日市市クリーンセンターを見学します。
対象・定員 小学生 28 名
集合・解散 市民公園前（バス移動）
〆切 7/14

風に向かって走るウィンドカーを作り、自分だけ
の工夫・改良に挑戦します。
対象・定員 小学 3～4 年生 各回 24 名
場所 じばさん５階 大研修室
〆切 8/14

8/28（日）

エンジンの仕組みを知ろう
「小型エンジン分解組立」

本物のエンジンを手に取り、
しくみを学びましょう。
対象・定員 小学 5～6 年生 各回４組
場所 じばさん 5 階 研修室５
〆切 8/14

@yokkaichi_mirai
8/14（日）

イベント情報などを
発信します

絵本よみきかせ
紙芝居や絵本のよみきかせをします。
対象・定員 どなたでも 各回１６名
場所 １階 研修・実習室
講師 読み聞かせアーティスト 松岡 由香さん
〆切 8/1

■整備休館のご案内■
令和４年９月１日～令和５年２月１０日は
工事などに伴い休館します。

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、原則保護者の同伴が必要です。（定員は保護者も含みます）
●講座により申込先が違いますので、よく読んでお申し込み下さい。
●〆切日必着。応募者多数の場合は抽選です。（〆切後、空きがある場合は先着順）
当選者にのみ郵送にてご連絡いたします。（オンライン講座はメール）
●参加費は無料です。
●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。
※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。
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●江戸時代の暮らしに学ぶエコ
江戸時代の知恵に学び、私たちでできるエコな生活を学びます。
日時 7/17（日）13:00～15:00

●自然観察会
田んぼや川辺、雑木林の
いきもの

場所 １階 研修・実習室

対象・定員 小学 3 年～中学生 16 人

〆切 7/3

●公害･環境の自由研究まとめ方相談

日時 9/11（日）10:00～12:00

日時 ①8/7（日）②8/21（日）

対象・定員 小学生以上４０名

①10:00～12:00 ②13:30～16:30※希望時間帯があれば明記

場所 三重県立四日市四郷高校

対象・定員 小・中学生 ①4 組 ②6 組
場所 １階 研修・実習室

応募期間 7/26～8/26

〆切 7/25

運営 四日市自然保護推進委員会

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

四日市市エコパートナー事業

三滝川探検隊 2022

風で電気を作ろう

鈴鹿川河口の
生き物観察とゴミ拾い

水生生物調査

風力発電工作教室

日時 8/10（水）9:00～11:00

日時 8/13（土）14:00～16:00

日時 8/24（水）９:00～11:00

対象・定員 小学生 30 名

対象・定員 小学 3～6 年生 40 名

対象・定員 小学生以上 30 名

場所 三滝川野田橋周辺

場所 １階 講座室

場所 鈴鹿川河口

企画 （株）東産業

企画 環境学習サークルみえ

企画 なたね通信

締切 7/27

締切 7/30（子どものみで参加可能）

締切 8/10

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込みください。

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

A

【TEL】 059-354-8065
【FAX】 059-329-5792
【E-mail】
kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp
■申し込み先

B

【TEL】 059-354-8430
【FAX】 059-354-8431
【E-mail】
info@eco-yokkaichi.com

【住所】〒510-0075 四日市市安島一丁目 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（土曜日は図書コーナーのみ１8 時３０分まで開館）
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日。ただし 8/15 は開館。）

