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入館無料
入館無料
入館無料
入館無料
入館無料

※ イベント開催について、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、やむを得ず中止となる場合がございます。※ イベント開催について、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、やむを得ず中止となる場合がございます。※ イベント開催について、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、やむを得ず中止となる場合がございます。※ イベント開催について、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、やむを得ず中止となる場合がございます。

≪当日の開催状況については、当館ホームページをご確認ください。≫≪当日の開催状況については、当館ホームページをご確認ください。≫≪当日の開催状況については、当館ホームページをご確認ください。≫ コミュタン福島予めご了承ください。予めご了承ください。予めご了承ください。予めご了承ください。

ご来館のお客様へご来館のお客様へご来館のお客様へ
大変申し訳ご大変申し訳ご大変大変する方の入場にする方の入場にの項目のいの項目のいのいずれいずれ拡大防止拡大防止感染拡感染拡感新型コロ新型コロコロコロ ス感ス感ロナウイルス感ロナウイルス感 は 大は 大についてはついてはいては、大いては、につにつのため、次のため、次の止のた止のた かずれかれかれかに該当すれかに該当す ございござい

たします。たしますす。。たしたしたしますたしまいますよういますようさいさいさいまさいまださださませんませんんがんがが、ご遠慮くだが、ご遠慮くだ たうおうおうお願いいたお願いいたた

感染症予防及び拡大防止のため、皆さまのご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます感染症予防及び拡大防止のため、皆さまのご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます感染症予防及び拡大防止のため、皆さまのご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。感染症予防及び拡大防止のため、皆さまのご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

熱がある。熱がある。の熱の熱◆ 3◆ 37.5度以上の7.5度以上の37.537.
常常常等常等常等の症状が常等の症状が息苦しさ、味覚や息苦しさ、味覚やある。強い身体る。強い身体痛みなど風邪痛みなど風邪痛痛◆ せ◆ せ 、のどの痛、のどの痛、のどの痛、のどの痛せき、せき、 常常常常覚や嗅覚の異常や嗅覚の異常邪の邪の邪の症状があるの症状があ るさ、息苦さ、息苦体のだるさ体のだるさ る。る。ある。る。があるがある。。状状症症

性のある人がい性のある人がいに感染又は感染に感染又は感染囲に新型コロナ囲に新型コロナ◆◆◆ ◆ 族等、周囲族等、周囲家族家族◆ 家族家 いる。いる。ナナナウイルスにナウイルスに 能性能性染した可能性染した可能◆ 家族等、周囲に新型コロナウイルスに感染又は感染した可能性のある人がいる。◆ 家族等、周囲に新型コロナウイルスに感染又は感染した可能性のある人がいる。
◆ 14日以内に外務省感染症危険情報レベル２以上の国から帰還した。◆ 14日以内に外務省感染症危険情報レベル２以上の国から帰還した。

【福島県野生生物共生センターイベント】【福島県野生生物共生センターイベント】【福島県野生生物共生センターイベント】【福島県野生生物共生センターイベント】

偏光板でステンドグラスをつくろう！偏光板でステンドグラスをつくろう！偏光板でステンドグラスをつくろう！偏光板でステンドグラスをつくろう！
9日（土）,10日（日）9日（土）,10日（日）9日（土）,10日（日）9日（土）,10日（日）

【定員】【定員】
【対象】【対象】

【時間】【時間】
各回 6名各回 6名
制限なし制限なし

①10:30 ②12:00①10:30 ②12:00
③13:30 ④15:00③13:30 ④15:00

身の周りの放射線を測定してみよう！身の周りの放射線を測定してみよう！身の周りの放射線を測定してみよう！身の周りの放射線を測定してみよう！
16日（土）,17日（日）,18日（月・祝）16日（土）,17日（日）,18日（月・祝）16日（土）,17日（日）,18日（月・祝）16日（土）,17日（日）,18日（月・祝）

【定員】【定員】
【対象】【対象】

【時間】【時間】
各回 6組各回 6組
小学3年生以上小学3年生以上

①10:30 ②12:00①10:30 ②12:00
③13:30 ④15:00③13:30 ④15:00

風力発電を体験しよう！風力発電を体験しよう！風力発電を体験しよう！風力発電を体験しよう！
26日（火）,27日（水）26日（火）,27日（水）26日（火）,27日（水）26日（火）,27日（水）

【定員】【定員】
【対象】【対象】

【時間】【時間】
各回 6組各回 6組
制限なし制限なし

①10:30 ②12:00①10:30 ②12:00
③13:30 ④15:00③13:30 ④15:00

飛ぶ種の模型をつくろう！飛ぶ種の模型をつくろう！飛ぶ種の模型をつくろう！飛ぶ種の模型をつくろう！
28日（木）,29日（金）28日（木）,29日（金）28日（木）,29日（金）28日（木）,29日（金）

【定員】【定員】
【対象】【対象】

【時間】【時間】
各回 6組各回 6組
制限なし制限なし

①10:30 ②12:00①10:30 ②12:00
③13:30 ④15:00③13:30 ④15:00

エコキャンドルをつくろう！エコキャンドルをつくろう！エコキャンドルをつくろう！エコキャンドルをつくろう！

2日（土）,3日（日）2日（土）,3日（日）2日（土）,3日（日）2日（土）,3日（日）

【定員】【定員】
【対象】【対象】

【時間】【時間】
各回 4名各回 4名
小学生以上小学生以上

①11:15 ②12:45①11:15 ②12:45
③14:15③14:15

ロボットプログラミング教室ロボットプログラミング教室ロボットプログラミング教室ロボットプログラミング教室
30日（土）,31日（日）30日（土）,31日（日）30日（土）,31日（日）30日（土）,31日（日）

【定員】【定員】
【対象】【対象】

【時間】【時間】
各回 4人各回 4人
制限なし制限なし

①10:00 ①10:00 ②13:00②13:00

押し花でオリジナルはがきをつくろう！押し花でオリジナルはがきをつくろう！押し花でオリジナルはがきをつくろう！押し花でオリジナルはがきをつくろう！
21日（木）,22日（金）21日（木）,22日（金）21日（木）,22日（金）21日（木）,22日（金）

【定員】【定員】
【対象】【対象】

【時間】【時間】
各回 4名各回 4名
アイロン使用可の方アイロン使用可の方

①11:15 ②12:45①11:15 ②12:45
③14:15③14:15

ソーラークッカーを体験しよう！ソーラークッカーを体験しよう！ソーラークッカーを体験しよう！ソーラークッカーを体験しよう！
23日（土）,24日（日）23日（土）,24日（日）23日（土）,24日（日）23日（土）,24日（日）

【定員】【定員】
【対象】【対象】

【時間】【時間】
各回 4組各回 4組
制限なし制限なし

①11:15 ②12:45①11:15 ②12:45
③14:15③14:15

16日（土）,17日（日）,18日（月・祝）16日（土）,17日（日）,18日（月・祝）16日（土）,17日（日）,18日（月・祝）16日（土）,17日（日）,18日（月・祝）

30日（土）,31日（日）30日（土）,31日（日）30日（土）,31日（日）30日（土）,31日（日）

紙すきを体験しよう！紙すきを体験しよう！紙すきを体験しよう！紙すきを体験しよう！
9日（土）,10日（日）9日（土）,10日（日）9日（土）,10日（日）9日（土）,10日（日）

【定員】【定員】
【対象】【対象】

【時間】【時間】
各回 6名各回 6名
制限なし制限なし

①11:15 ②12:45①11:15 ②12:45
③14:15③14:15

SpecialSpecial EventEvent

Special Special Special Special EventEventEventEvent

【福島県野生生物共生センターイベント】【福島県野生生物共生センターイベント】【福島県野生生物共生センターイベント】【福島県野生生物共生センターイベント】

Special Special Special Special EventEventEventEventオリジナルのオリジナルのオリジナルのオリジナルの

❝ ❞食物連鎖ツリー食物連鎖ツリー食物連鎖ツリー食物連鎖ツリー をつくろう！をつくろう！をつくろう！をつくろう！

をつくろう！をつくろう！をつくろう！をつくろう！❝

❝

クマ鈴クマ鈴クマ鈴クマ鈴
【定員】【定員】各回 5名各回 5名【対象】【対象】制限なし制限なし

【時間】【時間】①11:00 ②13:00 ③14:30①11:00 ②13:00 ③14:30

【定員】【定員】各回 5名各回 5名【対象】【対象】制限なし制限なし
【時間】【時間】①11:00 ②13:00 ③14:30①11:00 ②13:00 ③14:30



(公財) 福島イノベーション・コースト構想推進機構　東日本大震災・原子力災害伝承館(公財) 福島イノベーション・コースト構想推進機構　東日本大震災・原子力災害伝承館主 催 ：主 催 ：

～ 福島県が経験した震災直後の様子から、
これまでの復興状況をパネルで紹介します。～
～ 福島県が経験した震災直後の様子から、
これまでの復興状況をパネルで紹介します。～
～ 福島県が経験した震災直後の様子から、
これまでの復興状況をパネルで紹介します。～
～ 福島県が経験した震災直後の様子から、
これまでの復興状況をパネルで紹介します。～

期　間    期　間    期　間    期　間    令和４年６月２５日（土）～８月５日（金） 令和４年６月２５日（土）～８月５日（金） 令和４年６月２５日（土）～８月５日（金） 令和４年６月２５日（土）～８月５日（金） ::
午前９時 ～ 午後５時午前９時 ～ 午後５時午前９時 ～ 午後５時午前９時 ～ 午後５時時　間   時　間   時　間   時　間   ::
入  場  無  料入  場  無  料入  場  無  料入  場  無  料料　金  料　金  料　金  料　金  ::

会　場  会　場  会　場  会　場  福島県環境創造センター交流棟 
「コミュタン福島」
福島県環境創造センター交流棟 
「コミュタン福島」
福島県環境創造センター交流棟
「コミュタン福島」
福島県環境創造センター交流棟 
「コミュタン福島」
::

【伝承館出張パネル展 】開催【伝承館出張パネル展 】開催【伝承館出張パネル展 】開催【伝承館出張パネル展 】開催

福島県環境創造センター交流棟

〒963-7700 
福島県⽥村郡三春町深作１０番２号（⽥村⻄部⼯業団地内）

https://com-fukushima.jp

TEL.0247･61･5721
FAX.0247･61･5727
コミュタン福島

問い合わせ先
三春駅 要⽥駅 船引駅

三春バイパス

磐越⾃動⾞道
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福島県環境創造センター交流棟

福島県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」
会場へのアクセス

磐越⾃動⾞道船引三春ＩＣより約５分⾞ を ご 利 ⽤ の 場 合

JR磐越東線三春駅より⾞で約12分
三春駅から環境創造センター（コミュタン福島）
年末年始（12⽉31⽇〜1⽉3⽇）を除き
毎⽇（1⽇4便）運⾏

※運⾏時間等の詳細は、次のホームページをご覧ください。
https://com-fukushima.jp/infomation/access.html

電⾞をご利⽤の場合

〒963-7700 福島県⽥村郡三春町深作１０番２号（⽥村⻄部⼯業団地内）

三 春 町 町 営 バ ス

2022.７2022.７2022.７2022.７
Vol.3４Vol.3４Vol.3４Vol.3４

1998年に西堀亮氏とお笑いコンビ「マシンガンズ」

を結成。2012年から、芸人として活動しながら、ゴミ

収集会社で清掃員として勤務。2018年にゴミ収集

員としての体験を綴ったエッセイ「このゴミは収集で

きません」（白夜書房）を出版、ベストセラーとなる。

1998年に西堀亮氏とお笑いコンビ「マシンガンズ」

を結成。2012年から、芸人として活動しながら、ゴミ

収集会社で清掃員として勤務。2018年にゴミ収集

員としての体験を綴ったエッセイ「このゴミは収集で

きません」（白夜書房）を出版、ベストセラーとなる。

申込方法：特設サイトの専用申込フォームから申込方法：特設サイトの専用申込フォームから申込方法：特設サイトの専用申込フォームから

必要事項を記入の上、お申込みください。

申込方法：特設サイトの専用申込フォームから

必要事項を記入の上、お申込みください。

※応募者多数の場合は抽選になります。※応募者多数の場合は抽選になります。※応募者多数の場合は抽選になります。※応募者多数の場合は抽選になります。

参加費
無料

13 : 00 ～《時間》

コミュタン福島 / ホール

https://com-fukushima.jp/event/event_086.htmlhttps://com-fukushima.jp/event/event_086.html

右のQRコードから特設サイトに
アクセスしてください。
右のQRコードから特設サイトに
アクセスしてください。
右のQRコードから特設サイトに
アクセスしてください。
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