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伊賀忍者
バーガー号
登場！！

Twitter（@eco_zou）
http://twitter.com/eco_zou

Facebookページ
http://www.facebook.com/miekankyo

http://ecofair.sblo.jp/

■主催/お問い合わせ先

三重県環境学習情報センター
059-329-2000

http://www.eco-mie.com/
 059-329-2909

〒512-1211 四日市市桜町3684-11（鈴鹿山麓リサーチパーク内）

info@eco-mie.com  
TEL FAX

MAIL URL

イオンリテール（株）四日市尾平店　海星高等学校インターアクトクラブ　タカラバイオ（株）　（独）中小企業基盤整備機構中部
三重県環境学習情報センター受講生　三重県立四日市農芸高等学校　メリノール女子学院高等学校インターアクトクラブ　四日市市立水沢小学校

近鉄四日市駅西口発　リサーチパーク行き

９：00 ９：20 10：45 12：10 13：00
イオン四日市尾平店発　リサーチパーク行き

９：00 ９：20 10：25 10：35 11：50 12：40

リサーチパーク発　イオン四日市尾平店経由、近鉄四日市駅西口行き
11：50 13：30 14：55 16：15

協　賛

協　力 後　援

お知らせ ■ブースによっては材料がなくなり次第、終了する場合があります
■屋外ブースもありますので、熱中症対策をお願いします

※荒天時（暴風警報発令など）には中止する場合があります。
　中止の場合は「Mieこどもエコフェアブログ」にてお知らせします

●駐車場が限られておりますので、シャトルバスをご利用ください。
●交通事情などで若干の遅延が生じる場合がありますのでご了承ください。
●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。

駐車場では、係員の誘導に従ってください。

10：00～15：00 各会場への入場は10：00までできません。

入場無料 雨天決行

みんなが普段、実行しているエコなことや環境を
守るためにできることを花や葉っぱに書いて、
大きな木に貼ろう！
みんなのエコ宣言で
緑いっぱいの木にしよう！

川の生きものを
観察しよう！！

エコグッズを
作ろう！！

自然工作も
あるよ♪

「みんなのエコ宣言！」

Ｍieこどもエコフェアブログ

会場へのア
クセス

鈴鹿山麓
リサーチパーク

食べ残しは
しないゾウ！

エコぞう

ぼくたちにも

会いにきてね！

三重県
環境学習情報センター

三重県保健環境研究所

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

18７/ 19土 日

場所／環境学習情報センター入口

会場まで無料シャトルバス運行

マイ箸・マイスプーンを
持ってきてくれた人には、

環境学習情報センターにて
景品をプレゼント ※飲食ブース以外のごみの

　お持ち帰りにご協力ください

飲食ブースで出たごみは
「エコステーション」へ！
ごみの分別について学ぼう♪

エコステーション
（一社）三重県産業廃棄物協会 青年部会

「マイ箸・マイスプーンキャンペーン」「マイ箸・マイスプーンキャンペーン」
ブースでお箸やスプーンを断って、ごみを減らそう！

会場まで
無料シャトルバス
運行します！！

シャトルバス
ご利用の方全員に

をプレゼント♪

エコぞう
　缶バッジ

2015

※2日間とも同じ時刻で運行します～シャトルバスに乗ってエコぞう缶バッジをもらおう！！～

三重県環境学習情報センター
キャラクター エコぞう

出展団体の

環境活動紹
介

ページ公開
中♪

クイズブース

展示ブース

飲食・販売ブース

アイスクリーム作り体験/地元の乳製品
（有）四日市酪農

かぶせ茶ポップコーン・水出しかぶせ茶
四日市茶農家女子会

インド料理マハラジャ
NPO法人 三重ダアマヨガ道会

きのこたっぷりのヘルシーきのこご飯・冷汁
矢田しいたけ園（木のこっ子）

地元産「かぶせ茶」「は～と麦茶」  無添加フレッシュジュース販売
三重北農業協同組合

三重県みんなの有機ネットワーク会員による農産物販売
三重県みんなの有機ネットワーク

かぶせ茶かき氷
茶っ都すいざわ

伊賀忍者バーガー号
丸福精肉店

※19日のみ

地球のきれいをお手伝い（廃食油回収・焼きそば販売）
NPO法人 国際資源活用協会

みえの地産地消
Agriロマン四日市サルビア

廃食油持参で
廃油石けんと交換

ごみゼロクイズラリーとゼロ吉缶バッジづくり
県廃棄物・リサイクル課

「美しい伊勢湾を取り戻そう！」クイズ
三重県環境学習情報センター受講生

海岸漂着物をなくそう！クイズと缶バッジづくり
県大気・水環境課

「節電・省エネ」クイズラリー
県地球温暖化対策課

ICETT環境クイズ
国際環境技術移転センター（ICETT）

“いっしょにeco”クイズ
花王（株）

三重県の「こどもエコクラブ」活動紹介
三重県環境学習情報センター

「三重県環境学習情報センター」ってなぁに？
三重県環境学習情報センター

東芝四日市工場の環境活動と製品体験
（株）東芝 四日市工場

シャープ亀山工場の環境取り組みのご紹介
シャープ（株） 亀山工場

三重県ごみゼロキャラクター
ゼロ吉ファミリー

一部ブースで
うれしい特典も
あります

19日のみ

時間
予約制

19日のみ

限定あり

工作ブース

体験ブース

間伐材のうちわに絵をかこう！
四日市公害と環境未来館

木ーホルダー作り体験
四日市市少年自然の家

人数制限
あり

竹で作る!!竹のアクセサリー
森野仲間

おがくず粘土でオリジナル鉛筆づくり
ユニー（株）

プラ板キーホルダー作り
三重県立鈴鹿青少年センター 19日のみ 国産材の木端を使ったオリジナル作品を作ろう！

（有）宮本建築
材料費あり
人数制限あり

木の実などの木工工作と「家庭の省エネチェック」
三重県地球温暖化防止活動推進センター

ゴムの液を固めて遊ぼう
三重県保健環境研究所

18日のみ

ネジキのペンダント作り
三重県上野森林公園

人数制限
あり

ダンボール織りでコースターを作ろう！
三重県総合博物館ミュージアム・パートナー 染織グループ

材料費あり
時間予約制

ダンボールでミニASIMO・ミニF1を作ろう！
本田技研工業(株) 鈴鹿製作所 社会活動推進センター

世界に1つだけのマイバッグを作ってみませんか？
マックスバリュ中部（株）

人数制限
あり

電気自動車の試乗体験
三重日産自動車（株）

走行中排出ガス“ゼロ”電気自動車ミーブ
三重三菱自動車販売(株)

「レッツトライ」はたらくくるまを体験しよう！
（一社）三重県産業廃棄物協会 青年部会

「空気砲」を使って遊んでみよう
三重県保健環境研究所

ＪＡＦ ＥＣＯカードの発行
ＪＡＦ三重支部

人数制限
あり

人数制限
あり

再生紙を使ったかもめーるで手紙を書こう！
桜郵便局（18日）・四日市水沢郵便局（19日）

材料費
あり

三重県産木材を使ったはがきでお便りを書こう
県森林・林業経営課

森、木、生物多様性っていいね！～積み木とおもちゃで遊ぼう～
県みどり共生推進課

人数制限
あり

目標20ｍ！自然エネルギーでミニカーを走らせよう！
グリーンカレッジみえ

ウォーターくんの長い旅～われら下水道探検隊～
県下水道課、（公財）三重県下水道公社

自転車発電体験・手回し発電・風力発電模型展示
環境学習サークルみえ

地域の生きもの大集合＆生きものの缶バッジ作り
（株）東産業＆魚と子どものネットワーク

材料費
あり

竹の玩具作りを楽しもう 廃材も遊びの道具に！
ソフリエみえ＆ちょいワルおやじの会

人数制限
あり

プラコップホルダーを作ろう
（株）東海テクノ

収集活動とエコキャップでぷらぷら人形作り
収集ボランティアグループ「和かなの会」

かんばつざいで、自分の“箸”をつくろう！
生活協同組合コープみえ

材料費あり
人数制限あり

手作りアロマキャンドル教室
キャンドルナイト四日市実行委員会

ちょ金箱付メモスタンドを作ろう
クラフトクラブ ゴリサン

材料費
あり

いらなくなった白い
ろうそくを集めています

人数制限あり

ペットボトルのふた、
プルトップなどを回収しています

商品ラベルの分別体験とオリジナルデコジャー作り！！
ＡＧＦ鈴鹿（株）

人数制限
あり

間伐材を有効利用して元気な森づくりを広めよう！～間伐材の木工工作～
いなべ市立大安中学校テクニカルボランティア部

19日のみ
材料費あり
人数制限あり

19日のみ
材料費あり
人数制限あり

19日のみ
人数制限あり
整理券配布

19日のみ
人数制限あり
整理券配布

人数制限あり
時間予約制
材料費あり

19日のみ

19日のみ

は し

こ っ ぱ

三重県ごみゼロキャラクター
ゼロ吉

三重県下水道キャラクター 
ウォーターくん

JAみえきたイメージキャラクター
みえきたん

三重県の地産地消


