7/22土 23日

平成
29年

入場無料
雨天決行

OPEN10:00 〜 15:00

2017

（公財）国際環境技術移転センター（ICETT)
「夏のエコフェア 2017」会場内
各会場への入場は 10:00 までできません
※荒天時（暴風警報発令等）には中止する場合があります
中止の場合は「夏のエコフェア 2017 公式ホームページ」
にてお知らせします

「夏のエコフェア 2017」公式ホームページ♪
2016」公式ホームページ♪

「夏エコ環境講 座」

http://www.azuma-mie.co.jp/ecofair/

夏のエコフェア 2017 検 索

専用 QR コード

７月２２日（土）
、２３日（日）両日開催する「夏のエコフェア２０１７」内において、
小学４年生以上〜大人の方までを対象に、生きもの、ごみ、下水道など身近な
テーマや三重県の環境についての学ぶ講座『夏エコ環境講座』を行います。
◉申込方法 … 講座番号（裏面記載）、参加者全員の氏名、年齢、郵便番号、住所、電話番号、FAX 番号を明記のうえ、郵便、FAX、E メールのいずれかで、
下記の三重県環境学習情報センターまでお申し込みください。
※先着順（定員に達した場合は、
締め切らせていただきます）

※個人情報は、
「夏のエコフェア」
事業以外には使用いたしません。 ※お申し込みから 3 日以内に受付の連絡がない場合は、
お手数ですがお問い合わせください。 ※申込書はホームページからダウンロードできます。

講座番号 ※複数可

年齢

ふりが な

電話番号

名前

FAX番号

住所

059-329-2909

お申込み FAX 番号
会場へのアクセス

三重県環境学習情報センター
〒512-1211 四日市市桜町3684-11

無料シャトルバス時刻表

● 三重県鈴鹿山麓研究学園都市センター

● 国際環境技術移転センター（ICETT）
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●各会場の駐車場では、係員の誘導に従ってください
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バス：無料シャトルバスをご利用ください。
※駐車場に限りがあり、混雑が予想されます
ので無料シャトルバスのご利用にご協力ください。
自動車：東名阪自動車道「四日市インター」
または「鈴鹿インター」から約15分
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●各会場では駐車場に限りがあり混雑が予想されますので
無料シャトルバスのご利用にご協力ください
●交通事情などで遅延が生じる場合がありますのでご了承ください
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※2日間とも同じ時刻で運行します

● 三重県保健環境研究所

●イオン四日市尾平店シャトルバス乗り場は西側駐車場にあります
車はシャトルバス乗り場付近に駐車できます

三重県環境学習情報センター行き

●往路

各7便

近鉄四日市駅西口発…イオン四日市尾平店西側駐車場(経由)…三重県環境学習情報センター
近鉄四日市駅西口発

8:00

9:00

※コンビニエンスストアの前あたり

9:20 10:00 10:40 11:20 12:40

イオン四日市尾平店西側駐車場発

8:20

9:20

9:40 10:20 11:00 11:40 13:00

近鉄 四日市駅西口行き
●復路

8便

三重県環境学習情報センター発 …イオン四日市尾平店（経由）…近鉄四日市駅行
三重県環境学習情報センター発

10:20 11:40 12:00 13:00 14:00 14:40 15:00 15:40

「夏のエコフェア2017」実行委員会事務局

■申込み・お問い合わせ先「夏のエコフェア 2017」実行委員会事務局

2017

「 夏エコ環境講座」

夏エコ講座の講座内容をご紹介いたします！
対象：小学 4 年生以上～中学生 ( 子どもだけの参加可、保護者同伴可 ) 人数：各 15 人

①三重県北勢地域の魚や水生昆虫たち 11：00～12：00
7/22
（土）

(株)東産業 社長直轄CSR担当 榊枝 正史 氏、
NPO法人ちょっと自然 植村 明也 氏
川の生きものの見分け方、
調べ方、まとめ方を解説します

②なんでもリサイクル～活かせば資源、すてればゴミ～ 13：30～14：30

(有)三功 顧問 野田 武義 氏
生ゴミや使用ずみの容器などを再生利用する
「リサイクル・ループ」
について解説します

③三重県北勢地域の魚や水生昆虫たち 11：00～12：00

(株)東産業 社長直轄CSR担当 榊枝 正史 氏、
NPO法人ちょっと自然 植村 明也 氏
川の生きものの見分け方、
調べ方、まとめ方を解説します

7/23
（日）

④三重県の外来生物について 13：30～14：30

県みどり共生推進課 主幹 東 基樹 氏
三重県での被害防止対策など私たちができることを考えます

⑤11：00～12：00/⑥13：30～14：30（2回開催）

くらしの中でできるエコ

花王グループカスタマーマーケティング(株)経営企画部門 環境推進部 部長 厚木 剛 氏
おうちでできるエコを商品を通して学ぼう！ 簡単な実験やつめかえ体験もあります

対象：大人 ( 高校生以上 ) 人数：各 30 人

⑦三重の宝、朝明渓谷源流部ブナ林の現状と将来 10：30～12：00
7/22
（土）

四日市大学環境情報学部 教授 千葉 賢 氏
朝明渓谷源流部には白神山地に負けない立派なブナ林があります。
3カ年の調査結果を報告します

⑧海からの恵～伊勢湾からのメッセージ～ 13：00～14：30

海の博物館 館長 石原 義剛 氏
私たちに豊かな恵みを与えてくれる伊勢湾の環境汚染について解説します

⑨海や川の環境を守る下水道・浄化槽について 10：30～12：00
7/23
（日）

(株)東産業 住環境事業部 技術士 吉見 勝治 氏
生活に伴い発生する排水の現状とその処理技術、
今後の方向性について解説します

⑩明日の地球のために～国際環境協力について～ 13：00～14：30
（公財）
国際環境技術移転センター(ICETT) 環境広報課 真下 英人 氏
諸外国の環境問題を見る“現場の眼”について説明します

※各講座のお申込みは当チラシ表面の申込用紙に必要事項を明記の上、郵便、FAX、E メールの
いずれかでご返信ください

