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1 伊勢広域環境組合 リサイクルプラザ

新聞紙のカラー部分を使ったコサージュ作り

29 鈴鹿中学・高等学校 ＳＯＭ

高校生が作ったリアルなお魚ロボットです！
イルカやウミガメなど色んなロボットさんがいますよ〜

2 伊勢市環境会議

洗剤を使わずに汚れを落とすアクリルたわしづくり
の体験講座、活動紹介の写真展示

30 万縁 有限会社

リサイクル瓦チップの商品説明＆展示
リサイクル瓦舗装材の商品説明＆展示

3 三重交通株式会社

環境への取組みの展示・カーボンオフセット商品の
一般社団法人 四日市大学
31 エネルギー環境教育研究会
販売・お子様向けクイズ

リユースビンのキラキラスノードーム作り
先着３０名様 材料費250円

4 環境省中部地方環境事務所

地球温暖化対策関係のパネル展示
クールチョイスの普及啓発

32 地球温暖化防止中勢協議会

活動結果の展示
子供向け環境バッチ制作

5 津地方気象台

地球温暖化パネルの展示・気象測器の展示
気象実験と
「教えてはれるん」等の上映

33 三重県立四日市農芸高等学校

ISO14001を取り入れた学校教育、
環境教育活動の紹介、生徒実習作品等の展示

6 ＪＡＦ三重支部

顔写真を撮ってJAFエコカードの発行

34 ウミガメネットワーク

ウミガメ紙芝居「アカウミガメがあぶない」
ウミガメに関するパネルや標本展示等

7 三重県環境生活部 大気・水環境課

大気・水環境の保全
‑環境測定機器・パネルの展示‑

35 三重中学校・三重高等学校

海と森のモビール作りや松名瀬干潟の再現、
松名瀬干潟の貝の浄化実験、
ポスター展示等

8 津市下水道局

パネル展示等による下水道事業の紹介など

36 三重県立四日市農芸高等学校

農産物と生徒実習品の販売

9 津市環境政策課

ごみの出し方等のクイズや省エネの推進啓発など 37 相可高校 調理クラブ

弁当販売

10 鈴鹿市環境部 環境政策課

地球温暖化防止や環境保全に関するパネル展示
38 坂下星見の会
エコ工作

11 松阪市環境生活部 環境課

松阪市に関する環境クイズ
（景品付き）

39 三重県環境学習情報センター

地球温暖化防止啓発ポスターコンクール
受賞作品の展示

12 四日市市環境部

四日市市の環境に関する取組み

40 四日市公害と環境未来館

マツボックリで、
ミニクリスマスツリーを作ろう

41 四日市自然保護推進委員会

四日市市の自然
〜丘陵地や山地の林の生き物の写真展示

13 三重県環境生活部廃棄物対策局
14 三重県環境生活部廃棄物対策局
廃棄物・リサイクル課
シャープ株式会社
15 亀山工場・三重工場

小型家電や衣服を回収します
（デロリアン乗車券
【先着150名】
エコバック）
と交換、
パネル展示

「星たまご」
プラネタリウム 季節の星空解説

デロリアンの展示
（運転席に座れます。
ご希望の方
42 三重県環境学習情報センター
は出展番号13を参照してください）
クリスマスリース作り・パネル展示

特定非営利活動法人
43 三重スローライフ協会

農業塾、食育講座、竹林整備の写真と報告書等の展示。
消臭に効く竹炭カゴ作り。
（素材費200円）

社会人等を対象として、地域で活躍できる環境人材
一般財団法人
16 三重大学国際環境教育研究センター （サイレッツ）
44 三重県水質検査センター
を育成する事業の紹介

17 東芝メモリ株式会社 四日市工場
住友電装株式会社 津製作所

クリーンルームVR体験、工場紹介DVD放映
お客様アンケート
（粗品贈呈）
等

つりつり大作戦

一般社団法人

浄化槽のモデル展示と浄化槽の維持管理に関す
る展示、微生物の観察
木の実とリサイクル製品の工作・廃棄物の分別指導
と処理・廃棄物のリサイクルの流れのパネル展示

45 三重県産業廃棄物協会

18 津エコクラブ

松ぼっくりのミニクリスマスツリー
（松ぼっくりにデコ
株式会社シーテック 再生可能エネルギー 展示物：風車1/40の模型３台、風車ジオラマ１台、
46 事業本部 風力発電部 三重発電管理所 風力パネル４枚。クイズ形式による景品配布
レーションしてミニクリスマスツリーを作る）

19 株式会社百五銀行

森づくり活動など当行の環境保全に関する取組み
47 井村屋グループ
をパネルや展示物などで紹介

井村屋の環境活動をたのしく学ぶクイズラリーです
全問正解にチャレンジしてください

20 生活協同組合コープみえ

コープみえの環境活動の紹介
（パネル展示など）
間伐材を使った箸づくり体験

48 四日市市少年自然の家

小枝のストラップづくり

21 イオン鈴鹿 チアーズクラブ

壁新聞展示・工作・エネルギーを考えよう

49 亀山市環境課環境創造グループ

22 四日市ダンボールコンポストの会

生ごみをダンボールコンポストで堆肥化しよう
！
鈴鹿地区推進員会
生ごみを減らすことでCO2の発生を抑えることができる 50

23 三重執鬼株式会社

アロマキャンドル作り

51 石槫地区推進員会

いろいろなエネルギーに関する体験

24 中部原子力懇談会 三重支部

環境活動パネルの展示・自転車発電体験
簡易霧箱による自然放射線の飛跡確認実験

52 環境学習サークルみえ

人力自転車発電体験

25 マックスバリュ中部株式会社

三重大学環境ISO学生委員会
環境・社会貢献活動（取り組み内容）
のパネル展示 53
「ふぉれすとらぼ」

木材を使ったキーホルダー作り・
「利き木」〜さわって、
におって、木の種類を当ててみよう
！〜

M-EMS
（ミームス）
の紹介
（規格、認証取得費用等）
、

中部電力株式会社 三重支店

一般社団法人

亀山市総合環境研究センター

丸太切り体験・木の実工作・温暖化防止の啓発
亀山市総合環境研究センター活動報告
天然素材及びリサイクル素材を使用した工作

26 M-EMS認証機構、M-EMS環境倶楽部 環境倶楽部の活動等をパネルで紹介

54 鈴鹿市生活学校

活動内容のパネル展示、
リフォームやリサイクル品
の展示、廃油石鹸の無料配布、工作

27 三重県地球温暖化防止活動推進センター 家庭の省エネ診断

55 グリーンカレッジみえ

地球温暖化の話の後、
自然エネルギーで電気を蓄
え、
ミニカーを走らせる。
２０ｍが目標！

28 一般財団法人三重県環境保全事業団 三重県環境保全事業団の活動紹介パネル展示

56 三重県環境生活部地球温暖化対策課 家庭向け省エネの普及促進に関する、パネル展示

省エネ住宅の紹介等

省エネ住宅フェア
J-1 みえ健康・省エネ住宅推進協議会・ J-5 森大建地産株式会社
「美し国の家」普及促進協議会
J-6 住友林業株式会社 三重支店
J-2 トヨタホーム三重株式会社 J-7 三井ホーム株式会社 三重支店
J-3 三交ホーム

J-4 株式会社 一条工務店

J-8 大和ハウス工業株式会社

規格外品等の廉価販売（売切御免）

もったいない市

エコカーの紹介等

電気自動車燃料電池自動車などの展示
C-1 トヨタカローラ三重株式会社 C-5 三重県雇用経済部
津店
ものづくり・イノベーション課、
鈴鹿市産業振興部産業政策課、
C-2 三重日産自動車株式会社
みえ水素ステーション合同会社、
C-3 三重三菱自動車販売株式会社
共同出展
C-4 東邦ガス株式会社

省エネ家電の紹介等
L-1 アイリスオーヤマ株式会社
L-2 パナソニック株式会社エコソリューションズ社

M-1 株式会社 マスヤ

M-3 あられ処 たばね庵

L-3 シャープマーケティングジャパン株式会社

M-2 井村屋グループ株式会社

M-4 おぼろタオル株式会社

L-4 ＬＥＤ電球交換コーナー

