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タンプラリーもあるよ!

0

プロ ク

シミュレーター体験

コドライブ

推進員含同研修会

地球温暖化防止活動
推進センター長会議及び

一

帯環境トーク

ェアか

帯「みえ環境大賞」表彰式

帯受賞者の取組発表

燃料電池自動車「MIRAI」
で走る、

帯「三重県地球温暖化防止啓発ポスターコンクール」表彰式 (1400～ 1430)
‐

主催 センターー(一般財団法人三重県環境保全事業団内)

共催 :三重県 後援 :中部地方環境事務所 中部経済産業局

協賛 :一般社団法人三重県産業廃棄物協会

三重県地球温暖化防止活動推進センター事務局
住所 :三重県津市河芸町上野3258番地

TEL:059日 245日7517 FAX:059E245日7518
メーザレ:mccca@mec orlp

問い

含わせ先

★草でお越しの際は、エコドライブ&乗り合わせで。
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みえ環境大買
竹の都・明和

イオン鈴鹿 チアーズクラブ

住友電装株式会社

二重執鬼株式会社

uMouプロジェクト(エコランド)

クスホームライフ

株式会ネ土戻乏セミコンタクター

&ストレージ社 四日市工場

生活協同組合コープみえ

中部電力株式会社 三重支店

株式会社百五銀行

二重県立四日市農芸高等学校

公益財団法人
国際環境技術移転センター

伊勢広域環境組合リサイクルプラザ

二重県農林水産部みどり共生推進課

二重県環境生活部廃棄物対策局
廃棄物・リサイクル課

二重県環境生活部廃棄物対策局
廃棄物監視・指遵誤

二重県環境生活部大気・水環境課

みえ・グリーン購入倶楽部

鈴鹿市環境部環境政策課

四日市公害と環境未来館

四日市市環境部

△
口

ネルギー政策推進課

電気自動車等を活用した
伊勢市低炭素社会創造協議会

三重県環境生活部地球温暖化対策課

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

津地方気象台

環境省 中部地方環境事務所

「みえ環境大賞」受賞者
登知機械工業株式会社 松阪工場

受賞者
土 亀山工場

「みえ環境大賞」受賞者
シャープ株式会社 三重工場

「みえ環境大賞」受賞者
株式会社松阪協働ファーム

受買者
農業生産研究会

「みえ環境大賞」受賞者
井 上 誠 二

東邦ガス株式会社

二重スバル自動車株式会社 津店

トヨタカ国―ラニ重株式会社

株式会社ホンダカーズ三重
津中勢バイパス店

二重三菱自動車販売株式会社

二重トヨタ自動車株式会社

かべ新聞の展示

魚あてクイズとメタカすくい

活動紹介パネルの展示

バイオディーゼル燃料が出来る工程のパネル辰示
バイオ燃料の展示

プロジェクトの啓発パネルの展示、チランによる啓蒙活動
羽根を使ったクリスマス飾りの工作

新エネルギー商材の紹介
スマートハウスのイラストパネルの展示

環境負荷低減活動紹介、メモリ製品の活用体験
アンケート、工場紹介DVDの 上映

環境活動の紹介
闇伐材をイ亡った害‖り箸作り体験

環境活動パネルの辰不
手回し発電体験

ディスクロージャー誌と「すばらしき“みえ"」 の展示
環 境保 全 活 動 パネルの展 示

生徒実習作品、関係資料等の展示、学校紹介
環境教育活動のパネル展示

子供向け国際・環境クイズ
活動パネルの説明と展示

新聞紙を使ったコサージュ
牛▼レ ッヾクを再禾u用 したキューブ ブンフンごま作り

みえ森と緑の県民税の普及啓発を兼ねた箸作り
木育の紹介、外来種クイズ 他

二重県のごみ処理の現状・3Rについてのパネル等の展示
「ゼロ吉」による啓発と缶バッジ作成

パネルの展示

産業房素物の不適正夕九理によって生じた生活環
境保全上の支障を除去する取組の紹介

PM2 5に関する啓発とパネルの展示
クイズ

についての普及啓発とパネルの展示

地球温暖化防止や環境保全に関するパネルの展示
エコエ作

PRパネルの展示とまつばっくりを使った工作

四日市市の環境に関する取組みの紹介

間伐材を木質バイオマス発電用として買取る取組
みと実施に至った経緯のパネル展示 他

取組内容の紹介とパネルの展示
小型の電気自動車の展示

エコドライフシミュレーター体験
ぬりえコーナー

エコ安全ドライブシミュレーターを使用したエコドラ
イブ体験

「JAF ECOカ ード」の作成

気象測器の展示及び気象実験
防災啓発ビデオの上映、地球温暖化パネルの展示

環境保全に係る展示

活動パネルの展示 他

活動バネルの展示 他

活動パネルの展示 他

活動パネルの展示 他

活動パネルの展示 他

活動パネルの展示 他

天然ガス自動車 |プロボックスバイフューエル」の
展示

インブレッサスポーツハイブリットカーの展示

ハイブリット車の展示

ホンダシャトルの展示

アウトランダーPHEVか らの100V電 源供給デモ

「ミライ」の展示
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相可高等学校 せんばいの店

三重県立久居農林高等学校

三重県立四日市農芸高等学校

三重県環境学習情報センター

NPO連合 グリーンカレッジみえ

鈴鹿市生活学校

津市環境部環境政策課

三重大学環境ISO学生委員会

環境学習サークルみえ

坂下星見の会

鈴鹿・石樽地区推進員会

四日市市少年自然の家

亀山市環境産業部
環境保全室・森林林業空

株式会社ぎゅ一とら

井村屋グループ株式会社

株,式会社ンーテック 再生口l能エネルキー

事業本部 風力発電部 二重発電管理所

梅村学園 二重中学校・高等学校
科学技術部

二重県地球温暖化防止活動推進センター

ー般財回法人三重県環境保全事業団
調査部

一般財団法

積水ハウス株式会社 三重支店

大和ハウスエ業株式会社 三重支店

マックスバリュ中部株式会社

ウミガメネットワーク

一般社団法人
四日市大学エネルギー環境教育研究会

一般社団法人
三重県産業廃棄物協会

シャーブ株式会社 ディスプレイデバイス
第二事業本部 LS事業推進部

シャーブ株式会社
亀山工場・二重工場

株式会社中広

万縁有限会社

いなべの里山を守る会

地球温暖化防止活動中勢協議会

一般社団法人
M‐ EMS認証機構、M‐ EMS環境倶楽部

大瀬古町子供と地域の環を育む会

オフグリノト

伊勢寺地域環境保全向上活動をする会

四日市自然保護推進委員会

四日市ダンボールコンボストの会

亀山市総合環境研究センター

一般財団法人
三重県水質検査センター

東京海上日動火災保険株式会社
ノ エ

自転車発電
いろいろ電気実験 他

「星たまど」プラネタリウム

いろいるなエネルギーに関する体験
天然素材及びリサイクル素材を使用した工作 他

間伐材を利用した工作
自然観察プログラムの紹介

本の実工作、丸大切り体験
温暖化防止の啓発

食品トレーの回収実績とフローの紹介
ペットボトル・アルミ缶キ

~の
店頭回収とフローの紹介 他

小豆を使った1豆つかみゲーム」と正しい箸の使
い方を学ぶ」

風力発電風軍模型、風力発電・太陽光発電紹介パネル

風車ジオラマの展示

貝類を使ったアクセサリーの工作
活動紹介、松名瀬干潟のジオラマの展示と解説

灰歴の奮エネ診断
温暖化防止パネルの展示

活動パネルの展示 他

パネルと燃料電池の展示

環境への取り組みの展示
省エネ住宅の告知

環境・社会貢献活動のパネル展示

子ガメの標本・ウミガメの展示とパネル展示
ウミガメの生態や環境に関する問題点を紹介する紙芝居

エネルギーを考えるDVDの 上映
ボンポン船の工作

廃棄物の分別指導と処理
廃棄物のリサイクルの流れの展示 他

る光を一定の角度で出射さ

クリスマスリース作り
パネルの展示

環境活動のパネル展示 他

リサイクル瓦チップの説明と展示
リサイクル瓦舗装材の説明と展示

木を使ったアクセサリーつくり

活動の展示と自宅でできる温暖化防止活動の展示
牛乳パックエ作

ミームスの紹介とパネル展示

四日市あすなろう欽道応援活動事例のパネルの展示
ぬりえ体験

関連資料の配布と説明
モデルキッドの雇禾

活動写真の展示、活動DVDの 上映
パンフレットの配布

四日市市のチョウの紹介と標本展示

ポスターの展示 他

活動紹介パネルの展示

浄化摺のモデル展示と浄化槽の維持管理に関す
るパネル展示、微生物の観察

弁当・おにぎり・サンドイッチの販売

農産物の販売

生徒実習農作物・加工品の販売

ポスターコンクール入賞作品の展示

ス

家庭での温暖化防止対策の講和

リフォーム・リサイクル品の展示
ペットボトルや牛乳パックの工作、廃油石鹸の無料配布

牛乳パックエ作
パネルの展示

り自分 達 が行 える|エコすころく」
環境活動を学

ボード
ハヾ

団 体 出 晨 内 容 団 体 出 展 内 容番号 番号

14:10
13:20

11:40
10:50
10:OO
9:10

15:20

メッセ発

14:40
13:50
13:00

11:20
10:30

饉轄
綾ゃ謁ザ抄ザ竜撫

蓮籍嚢
(近鉄。」R)

津閾西口から

中部プロック地球温暖1ヒ防止活動推進センター
0富山県地球温暖化防止活動推進センター

0石川県地球温暖化防止活動推進也ンター

●福井県地球温暖化防止活動推進センター

0長野県地球温暖化防止活動推進センター

●岐阜県地球温暖化防止活動推進センター

●愛知県地球温暖化防止活動推進センター

●長野市地球温暖化防止活動推進センター

●三重県地球温暖化防止活動推進センター


