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生き物の専門家と一緒に標本づくりにトライ！

当事業団では、「三重の豊かな自然を後世に伝える」
をコンセプトに、生物多様性に関する普及啓発活動を
行っています。この活動の一環として、例年ご好評を
いただいている親子の動植物同定・標本づくり体験会
を、今年も開催いたします。
持ち寄った動植物の名前や特徴を、専門家の先生に
教えてもらいながら楽しく標本づくりを学べますので、
お子様の自然・環境への関心を高めていただく絶好の
機会になると思います。さらに「サイエンスフェスタ
inみえこどもの城」との同時開催ですので、会場では
他にも楽しい催し物が盛り沢山。ぜひお気軽に足を運
んでみてください！

「ぼくら生き物調査隊
採って、調べて、形にしよう」
と

き：平成30年7月29日（日） 13：00 ～（予定）

ところ：MAPみえこどもの城（松阪市立野町1291）
「サイエンスフェスタ」と同時開催
講

師：県内の昆虫、貝類、植物などに詳しい専門家

内

容：事前にご自身で採集した昆虫・植物・貝殻など
を会場にお持ちいただき、専門家の先生と
一緒に名前を調べ、標本づくりを体験していた
だきます。初心者でも懇切丁寧にサポートし
ますので、安心してご参加いただけます。

参加の申し込み・お問い合わせは下記までお願いします。
お問い合せ先

調査部

環境調査課

フリーアクセス 0120-0592-02

tel 059-245-7509

毎年、事業団職員は、社会貢献活動の一環としてごみゼロ（5・30）運動（事
業団周辺地域のごみ収集）を行っています。今年は 6 月 1 日（金）夕刻、仕
事を終えてから有志の職員（40 名）が参加し、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ごみ拾いを行いました。事業団は今後も地元地
域のきれいなまちづくりを実現していくために、ごみゼロ運動を続けていき
ます。

fax 059-245-7519
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平成30年度開催予定の分析課主催行事等のご案内
当事業団では、皆様との情報共有の場として、以下のセミナーの開催及び展示会への出展を予定
しています。
詳細につきましては、随時、事業団ホームページ（URL：http://www.mec.or.jp）にてご案内い
たします。
皆様のご参加をお待ちしています。
開

催

日

予

定

平成30年 ７月26日（木）

MEC環境セミナー
「クロマトグラフィーの基礎と応用」
（三重大学大学院工学研究科 金子 聡 教授）

平成30年 ９月 ５日（水）～ ７日（金）

JASIS2018出展

平成30年 ９月26日（水）～28日（金）

計量計測展2018出展

平成30年10月30日（火）

水道水質管理セミナー

平成30年11月 ７日（水）～ 9日（金）

メッセナゴヤ2018出展

平成30年11月15日（木）

平成30年度製品含有化学物質管理セミナー

お問い合せ先

調査部

第一・第二分析課

フリーアクセス 0120-0592-02 tel 059-245-7508

fax 059-245-7516

COOL BIZ が始まりました
COOL CHOICE（＝賢い選択）への賛同について
COOL BIZ
2018年のクールビズ期間は5月1日～ 9月30日です。冷房時の
室温28℃で快適に過ごすライフスタイルを推進しています。
（冷房
設定温度が28℃ではありません）

COOL CHOICE
環境省では、パリ協定で合意した「2030年までに温室効果ガス
26％削減」を達成するため、「クールチョイス（賢い選択）」を
スローガンに地球温暖化対策のための国民運動を盛り上げるよ
う、賛同者を募っています。
COOL CHOICEホ ー ム ペ ー ジ（https://ondankataisaku.env.
go.jp/coolchoice/join.html）上に賛同フォームが開設されてい
ますので、是非皆様のご賛同・ご登録をお願いします。

お問い合せ先

三重県地球温暖化防止活動推進センター
tel 059-245-7517

TOPICS

fax 059-245-7518 ホームページ http://www.mec.or.jp/ondan/

E-mail mccca@mec.or.jp

MieMuでコーポレーション・デーを開催します
MieMu（三重県総合博物館）無料開放！ 楽しいイベントあり！
平成30年９月８日（土）に開催します。（詳細は８月頃HPをご覧ください。）
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セ ミ ナ ー 情 報
★ISO14001（2015）内部監査員養成セミナー

組織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
格の解説や監査の手法などについて学んでいただきます。

《内部監査員養成セミナー２日間》
【開催日時】
開催場所：当事業団会議室
■平成30年８月２日 (木)，３日 (金) 9:00～17:00
■平成30年11月15日 (木)，16日 (金) 9:00～17:00
■平成30年９月13日 (木)，14日 (金) 9:00～17:00
■平成31年２月21日 (木)，22日 (金) 9:00～17:00
【参加費】40,000円／１人（JIS規格書付・昼食含む、消費税別）

★ISO9001（2015）内部監査員養成セミナー

組織の品質管理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
格の解説や監査の手法などについて学んでいただきます。

《内部監査員養成セミナー２日間》
【開催日時】
開催場所：当事業団会議室
■平成30年７月19日 (木)，20日 (金) 9:00～17:00
■平成31年１月24日 (木)，25日 (金) 9:00～17:00
■平成30年10月18日 (木)，19日 (金) 9:00～17:00
【参加費】40,000円／１人（JIS規格書付・昼食含む、消費税別）

★IATF 16949規格解説セミナー

自動車業界向けの品質マネジメントシステム規
格であるIATF16949は、未然防止、バラツキ及び
ムダの低減に重点を置いています。本セミナーで
は、IATF16949:2016規格要求事項に加え、管理
ツ ー ル ５ 文 書（SPC、MSA、FMEA、APQP、
PPAP）を分かりやすく解説します。

★環境法令解説セミナー

環境マネジメントシステムで求められている
環境関連法規則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。

【開催日時】
開催場所：当事業団会議室
■平成30年７月18日 (水) 9:00～17:00
【参加費】18,000円／１人

（テキスト代・昼食含む、消費税別）
※テキストには、
「IATF16949：2016 ポケッ
ト版」を含みます。

【開催日時】
開催場所：当事業団会議室
■平成30年12月７日 (金) 9:00～17:00
【参加費】15,000円／１人
（テキスト代・昼食含む・消費税別）

★現場の管理と改善シリーズ セミナー

製造業の現場で実践に活かせる講座をご提供させていただきます。新人の方から監督者の立場の方ま
で幅広くご参加いただけるよう、分かりやすいテキスト、資料を用いて、実績と経験豊富な講師陣がそ
れぞれの講座を担当いたします。（標準化研究学会共催）
《儲かる会社のホウレンソウ》
■日時：平成30年７月12日（木）10:00～17:00
■場所：四日市市文化会館２階 第３会議室（三重県四日市市安島二丁目5-3）
《リーダーシップ（職場づくりと動機づけ）》
■日時：平成30年９月28日（金）10:00～17:00
■場所：四日市市文化会館２階 第３会議室（三重県四日市市安島二丁目5-3）
《異常・クレーム管理》
■日時：平成30年10月16日（火）10:00～17:00
■場所：四日市市文化会館２階 第３会議室（三重県四日市市安島二丁目5-3）
【各講座参加費】15,000円/１人（テキスト代含む、消費税別）
※上記の他、ISO45001、農業生産分野（GAP)、食品事業分野（JFS）に関するセミナーも随時開催する予定です。
また、企業様に合せた出張セミナーも承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合せ先

国際規格審査登録センター（ISC）研修チーム
tel 059-245-7514

fax 059-245-7524 ホームページ

http://www.mec.or.jp/isc/

国際規格審査登録センターの支援業務のお知らせ
国際規格審査登録センターでは、昨年度から日本初の農業生産工程管理規格である、JGAP のシステム構築支援業務
を取り扱っていますが、新たに食品の安全性を確保するための管理手法である「HACCP（ハサップ）
」関連の支援業務
を開始いたしました。また、
今後におきましては、
食品事業分野における日本初の食品安全管理規格である、
JFS-A/B（食
品安全マネジメントシステム）規格の監査業務を開始する予定であり、現在申請書提出等の準備を進めています。
お問い合せ先

国際規格審査登録センター（ISC）事業推進課

tel 059-245-7514

fax 059-245-7524
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あふち

なみだ

万葉人の
愛した草木

いも

ら

ひ

その四十五

妹が見し 楝の花は 散りぬべし

やまの うえの おく

わが泣く涙 いまだ干なくに

山 上 憶 良 （巻五の七九八）

「長官（大伴旅人）の奥さまがご覧になった
あふちの花は、
もう散ってしまうことであろう。
でも、わたしの涙はまだ乾きません。
」まして
、と
や長官のことを思うと、お気の毒で ……
旅人の妻の死を悲しんで詠んだ憶良の歌です。
あふちはセンダンの古名です。四国や九州
にも自生する落葉樹ですが、本州各地でも
植栽の逸出した個体がふえています。五月か
ら六月にかけて淡紫色の美しい花を開き、秋
には小さな黄色の実をつけます。昔は端午の
くすだま
節句にセンダンの花を薬玉にしてショウブや
ヨモギとともにかざったといわれています。
おほともふみもみ
巻十七の三九一〇の大伴書持が家持に贈っ
た「珠に貫くあふちを宅に植ゑたらば山ほと
か
とぎす離れず来むかも」はそれを思わせる歌
である。
せんだん
ふたば
かんば
「栴檀は双葉より芳し」といいますが、この
びゃくだん
せんだんは白檀のこと
で、東インドやマレーに
産するビャクダン科の香
木のことです。

「万葉集の植物」より

葛山博次 著

あふち（楝）
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「第14回鈴鹿川クリーン作戦」に参加しました！
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10日（土）
、地元の住民、企業の社員、小学校・中学校・高等
学校の生徒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、14年前から実施
されています。（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1,600人の方々が参加され、事業団からも職員及び協力会社の社員等
25名が参加しました。
清掃活動の成果もあって年々ごみの量は減少傾向に
あります。今年、拾い集められたごみは、主に空き缶・
ペットボトルでしたが、中には不法投棄されたパソコ
ンモニターや古タイヤなどもありました。
清掃後は鈴鹿川のきれいな景観を取り戻せました。

お問い合せ先

廃棄物管理部

管理課

tel 059-328-2567

河芸社屋
〒510-0304 三重県津市河芸町上野 3258
番地
オークワ
オークワ
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

fax 059-328-2967

廃棄物処理センター（廃棄物管理部）
新小山最終処分場
〒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

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

