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万葉人の
愛した草木

なつ

夏の野の 繁みに咲ける 姫百合の
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り

知らえぬ恋は 苦しきものそ

おほ

大 伴 坂上郎女 （巻八の一五〇〇）

「夏の野の草むらにひっそり咲いている姫
百合のように、あの人に知ってもらえない
恋は何とも苦しいものでしょう。
」相手に気
持が通じない、じれったさ、その恋心をひっ
そりと咲く姫百合に重ねあわせて伝えよ
いらつ め
うとする郎女のいじらしい姿が浮かんでく
る歌です。
ここに詠まれたヒメユリは、ヤマユリの
小形のものとも考えられますが、ヤマユリ
をユリの名で歌われていることから、現在
のヒメユリを考えるべきでしょう。万葉の
時代にはどの程度生育していたものかわか
りませんが、
現在は、
近畿地方から西の本州、
四国、
九州にまれに自生し、
満州、
朝鮮、
中国、
アムール地方に分布しています。園芸種も
でまわっています。初夏に濃いオレンジ色
の花をつけます。万葉集には一種のみです。

葛山博次 著
「万葉集の植物」より

ヒメユリ
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カブトムシ

「第11回鈴鹿川クリーン作戦」に参加しました！
河芸社屋

クマゼミ

鈴鹿川をきれいにしよう！
四日市市塩浜地区の鈴鹿川河口で３月14日、
地元の企業の社員さんや住民さん、小学校・中
学校・高等学校の生徒さん達による毎年恒例の
清掃活動
「鈴鹿川クリーン作戦」
が行われました。
このクリーン作戦は、地元自治会と地元企業
が中心となって実行委員
会を設け、11年前から実
施しています。（事業団も

当初から実行委員会の委員として参画しています）
この清掃活動に今回も総勢約1700人の方々
が参加され、事業団からも職員約30名が参加
しました。
今年も拾い集められたごみは、ゴミくず・空き
缶・ペットボトルを中心に不法投棄されたテレビ・
古タイヤなども含めると、相当な量となり、清掃
後は鈴鹿川のきれいな景観を取り戻せました。

TOPICS

ハマボウ

生物多様性保全に向けた活動のご案内！

当事業団では、生物多様性の保全に向け、
「三重の豊かな自然を未来に伝える」を基本
コンセプトとした取り組みを行っています。
この取り組みの一環として、親子動植物
同定会及び標本作りの実習を行いますので、
皆様のご参加をお待ち申し上げます。
ご家族、
お知り合いの方に、ぜひお声掛けください。

「ぼくら生き物調査隊 採って、
調べて、形にしよう」
お問い合せ先

廃棄物管理部

管理課

tel 059-328-2567

河芸社屋

fax 059-328-2967

小山事務所

〒510-0304 三重県津市河芸町上野 3258 番地
tel 059-245-7505（代表） fax 059-245-7515
フリーアクセス 0120-0592-03
ホームページ http://www.mec.or.jp

〒512-1102 四日市市小山町字西北野 3234-1
管理課 tel 059-328-2567 fax 059-328-2967
施設課 tel 059-328-2727 fax 059-328-8652

と き：平成27年８月８日(土)
ところ：MAPみえこどもの城
講 師：県内の昆虫、貝類、植物などに詳しい専門家
内 容：参加者が採集した昆虫や植物などをお持ちい
ただき、種名調べ、標本作製をしていただきます。
講師陣が懇切丁寧にサポートしますので、初心者に
もできる内容です。
お問い合せ先

新小山最終処分場（埋立処分事業）

調査部 環境調査課

フリーアクセス 0120-0592-02
tel 059-245-7509 fax 059-245-7519

〒512-1102 四日市市小山町字西北野 3234-1
tel 059-328-2727 fax 059-328-8652

小山リサイクルセンター（破砕処理）
オークワ

〒512-1102 四日市市小山町字大犬谷 3258
tel 059-328-2567 fax 059-328-2967

事業団へのご意見・ご希望または「みえか」のご感想を
お寄せ下さい。e-mail : mec@mec.or.jp

平成27年５月29日（金）夕刻、毎年事業団職員が社会貢献活動の一環として行っ
ているごみゼロ（5.30）運動（事業団周辺地域のごみ拾い）を今年も実施しました。
業務が終わってから多数の職員（38名）が積極的に参加し、河芸社屋付近の本城山
公園から田中川沿いの周辺道路までのごみを収集しました。参加者は、可燃ごみ、
プラスチックごみ、空き缶、ペットボトルなどを拾い集めながら、マナーを守る大切さを感じていました。今後
もきれいなまちづくりを地域の皆様とともに実現するため、このような清掃活動を続けていきます。
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走査型電子顕微鏡（SEM-EDS）受託業務のご案内
SEM（走査型電子顕微鏡）は、電子線を絞っ
て電子ビームとして試料表面上を走査させて照
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セ ミ ナ ー 情 報

ことができ、特に軽元素の分析に威力を発揮し

事業継続計画（BCP）活用セミナー

ます。

射し、試料表面から放出される二次電子や反射

さらに、SEM-EDS測定では、表面の凹凸状

電子を検出することで、試料表面の形状を高倍

態や組成の分布状態、結晶粒子の状態等の観察

率で観察することができます。

も可能です。

また、EDS装置は二次電子や反射電子と同時
に放出される特性X線を利用して元素分析（Ｂ
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当事業団では、本装置を用いて、異物検査や
製品の品質管理試験業務をご提案します。

（ボロン）～Ｕ
（ウラン）の分析が可能）を行う

巨大地震や風水害等の大規模災害による
被害をはじめ、事業をとりまくリスクについ
て、いかに被害を緩和し、事業活動への影響
を低減させるのか。事業継続計画（BCP）の
構築の重要性、その活用について学んでいた
だきます。

【開催日時及び場所】
■ 平成27年７月16日(木) 10：00 ～ 17：00 当事業団会議室
■ 平成27年９月16日(水) 10：00 ～ 17：00 松阪市産業振興センター
■ 平成27年11月５日(木) 10：00 ～ 17：00 当事業団会議室
【参加費】 5,000円/人・日（税込）

労働安全衛生マネジメントシステム構築のためのセミナー（無料）
労働安全衛生マネジメントシステム（OHSAS
18001）導入をお考えの皆様に、構築にあたっ
てのノウハウ、構築プロセスについて学んで
いただきます。

【開催日時及び場所】
■ 平成27年７月10日(金) 14：00 ～ 17：00
■ 平成27年10月２日(金) 14：00 ～ 17：00

当事業団会議室
当事業団会議室

労働安全衛生マネジメントシステム内部監査員養成セミナー
お問い合せ先

調査部

環境分析課

フリーアクセス 0120-0592-02

tel 059-245-7508

fax 059-245-7516

クールビズ及びライトダウンの実施について
地球温暖化防止活動及び節電の取り組みが
重要であることから、当事業団では今年度も
「クールビズ」を実施しています。期間中は、
冷 房 時 の 室 温 を28℃に 設 定 し、原 則 軽 装
（ノーネクタイ、ノージャケット等）での勤
務を推奨します。
また、環境省が提唱する「ライトダウンキャ
ンペーン」により施設の外灯を消灯します。

クールビズ実施期間
平成27年５月１日～平成27年10月31日

組織にとって重要な「労働安全衛生」につ
いて、そのシステムの基となる規格の解説や、
監査の具体的な実施方法などについて学ん
でいただきます。

【開催日時及び場所】
■ 平成27年７月24日(金) ８：50 ～ 17：30
■ 平成27年９月25日(金) ８：50 ～ 17：30

当事業団会議室
当事業団会議室

【参加費】 18,000円/人・日 (税別)

環境マネジメントシステム内部監査員養成セミナー
組織からの環境負荷の低減などにつなが
る環境マネジメントシステムについて、その
システムの基となる規格の解説や、監査の具
体的な実施方法などについて学んでいただ
きます。

【開催日時及び場所】
■ 平成27年８月20日(木)、21日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
■ 平成27年11月12日(木)、13日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
■ 平成28年２月18日(木)、19日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
【参加費】 40,000円/人・日 (税別)

品質マネジメントシステム内部監査員養成セミナー
組織や品質管理の強化などにつながる品質
マネジメントシステムについて、そのシステ
ムの基となる規格の解説や、監査の具体的な
実施方法などについて学んでいただきます。

【開催日時及び場所】
■ 平成27年12月３日(木)、４日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
■ 平成28年３月10日(木)、11日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
【参加費】 40,000円/人・日 (税別)

ライトダウン
特別実施日：平成27年６月22日
（夏至の日）

環境法令の解説セミナー

平成27年７月７日
（クールアースデー）
消 灯 時 間：午後８時から午後10時まで

環境マネジメントシステムで求められてい
る環境関連法規制の概要及び法規制の最新
情報について学んでいただきます。また、１
日コースでは順守評価の演習も含めた実践
的な内容としております。

お問い合せ先

【開催日時及び場所】
■ 平成27年９月２日(水) 13：30～17：00 当事業団会議室 (半日コース)
■ 平成27年10月23日(金) 10：00～17：00 当事業団会議室 (１日コース)
■ 平成27年11月20日(金) 10：00～17：00 当事業団会議室 (１日コース)
【参加費】
半日コース：8,000円/人・日 (税別)、１日コース：12,000円/人・日 (税別)

三重県地球温暖化防止活動推進センター
tel 059-245-7517 fax 059-245-7518
ホームページ http://www.mec.or.jp/ondan/

お問い合せ先

国際規格審査登録センター（ISC）研修・BCP チーム

tel 059-245-7514 fax 059-245-7524
ISC ホームページ http://www.mec.or.jp/isc/

