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23日

木工工作木工工作
大人気！

鈴木敏道さん講師 100円料金
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おはなしワーク
ショップ

定例講座
（ワークショップ）

★
★ サイエンス

ショー

★ ミニ「地球46億年の旅」ツアー！ １１時～,１６時～

定例講座
（科学講座）

！

あいちサイエンスフェスティバル2014

11/１土  ２ 日 ３祝
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１土
ヌマエビすくい大会　パート２

ヌマエビすくいを体験！すくったエビは飼育してみよう！
講師：桜丘高等学校生物部の皆さん・鈴木順久教諭
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

２日

小惑星のかけらを観察しよう

小惑星のかけらである隕石と、地球の石を観察して、地球のなりたちを学びます。　　
講師：山中学芸員　時間：①11 時～ 12 時 30 分 ②14 時～ 15 時 30 分 ※内容は同じ
対象：小学校高学年以上　定員：各回 30 名　参加費：100 円

あいちサイエンスフェスティバル 2014 in 蒲郡

～はやぶさ２がめざすもの～
イラスト：池下章裕

８土
化石ってなあに? 三葉虫ってなあに?

８土
朗読ファンタジー

語ろう、聴こう、美しい日本語。美しい音楽。
朗読：金沢ヒューマン文庫を愛し守る会のみなさん
音楽：シャンソン　時間：15 時 30 分～ 17 時　参加費：無料

15土

★
★

わくわく、ドキドキする現象を再現しながら、科学の芽（眼と
心と脳）を育てます。
講師：沓名健次さん（光ヶ丘女子高等学校　講師）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　参加費：無料

身近な科学を楽しもう2014 No.6

９日 江戸時代の旅人に欠かせない日時計。現代のスマートウォッチ？
講師：浅井インタープリター　時間：14 時～ 15 時
定員：15 名（当日受付分）　参加費：100 円

江戸時代の科学～日時計をつくろう～
小学校高学年向け定例講座（５・６年生） 理科実験室小学校高学年向け定例講座（５・６年生） 理科実験室

蒲郡商工会議所テックスビジョン事務局 TEL 0533-68-7171

繊維のまち蒲郡は、棉の栽培
を盛んに行っています。
棉を使って、ミニお掃除グッズ
をつくろう！
講師：G・Child　参加費：無料

ハンカチをぬって
みよう！

ロックミシンで、おしゃれですてきな
ハンカチをつくろう！
講師：三敬㈱・㈲ナカモリ
対象：小学校高学年以上（３年生以下は保護者同伴）
参加費：無料

★材料がなくなり次第終了
わた

わた

22土
ミニクリスマスツリーをつくろう

大王松の松ぼっくりを使ってクリスマスツリーをつくろう。
講師：小川公子さん・竹内恵子さん (元蒲郡市保育園長 )
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：100 円

22土
おはなしライブおはなしライブ

朗読：NPO 法人ブックパートナー
時間：13 時 20 分～ 13 時 50 分　参加費：無料

講演会

今年度から、愛知教育大学の学長を務める後藤ひとみさんによる
講演です。
講師：後藤ひとみさん（愛知教育大学　学長）
時間：14 時～ 15 時　参加費：無料

「人をみる（見る、観る、診る、看る、視る）ことの大切さ」

16日 壁にさえぎられて向こうが見えない！そんな時、この潜望鏡が
あれば大丈夫。作ってみよう。
講師：戒田正敏さん（蒲郡市教育委員会）
時間：14 時～ 15 時　定員：15 名（当日受付分）　参加費：100 円

かがみのふしぎ～潜望鏡（せんぼうきょう）～
小学校中学年向け定例講座（３・４年生） かがく教室

23日 紅葉を入れて手作りの年賀状なんかはどうですか？
講師：浅井インタープリター　時間：14 時～ 15 時
定員：15 名（当日受付分）　　参加費：無料

牛乳パックではがきをつくろう
小学校低学年向け定例講座（１・２年生） かがく工作室

一般科学講座⑤ 「蒲郡の大地」 

時に何千万、何億年も変わらず存在し続ける“石”とはいったい
何なのか、身近な石の謎に迫ります。
講師：山中学芸員　時間：18 時 30 分～ 20 時
対象：大人向け　参加費：無料 ※参加申込受付中です。くわしくはホームページをご覧ください。

20木

！

事前
申込

ひとりひとりの創造が動かす三河産地企業の開発製品の展示「創造／CREATIVE」
ブースや、地域の子供たちとの創造「こんな繊維があったらいいな」など、
新しい発想でオリジナリティあふれる三河産地のものづくりを展示。

ところ：蒲郡商工会議所 みど
ころ

21・22
11/

第60回繊維総合展示会

毎年大好評！！繊維製品の即売会！お得な掘り出し物がたくさん！毎年大好評！！繊維製品の即売会！お得な掘り出し物がたくさん！

（科学館西隣り）

創造/CREATIVE
テックスビジョン2014ミカワ

22土

10～15 時 10～15 時
ニードルとわたわたで作ろう！
～Ｍｙお掃除棒～

木の実のリースづくり
クヌギやシイ、ヤシャブシなど秋の木の実を使ってかわい
いリースを作ろう。
講師：酒井専門員
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

29土
光を分けて見てみよう

私たちが普段見ている光は、色々な光が混ざったものです。
身近にある色々な光を分けて見てみましょう。
講師：細見斉子さん（電気通信大学 情報理工学部 特任助教）　時間：14 時～ 15 時
対象：小学校高学年以上　定員：20 名　参加費：無料

30日
音の不思議を探る

音に関するさまざまな楽しい実験ショー・工作を行います。
講師：豊橋エコサイエンスクラブ　伊丹和彦さん他
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

２日
きみも三河湾博士！～クイズと実験で学ぶ波の秘密～

講師：中西敬さん（近畿大学 農学部 水産学科 講師） 
時間：15 時 30 分～ 17 時　参加費：無料

市民講座（あいち森とみどり税ジュニアシーレンジャー事業）

蒲郡をオレンジのハンカチでドレッシング！
蒲郡シティドレッシング ×なごや朝大学

22土
顕微鏡の達人になろう 
定例講座

時間：午前中に実施　

定例講座
会員のみ

29土 生演奏を交えながら、クラッシック音楽の面白さをやさしく解説
します。小学校高学年から中学生向けの講座ですが、クラッシック
音楽の初級講座として大人の方にも十分に楽しんで頂けます。
講師：堀内康雄さん（武蔵野音楽大学教授・声楽家（バリトン歌手））
時間：18 時～ 19 時　定員：150 名　参加費：無料

（冬のときめきサタデー）

©深谷義宣 (aura)

講演会
講座

★
願いのツリーワークショップ
願いのツリーワークショップ

11/2911/29 願いのツリー
点灯式
願いのツリー
点灯式SATSAT

問合
せ先

＊12～13時は
　休憩時間です

テックスビジョン
ワークショップ

堀内康雄先生のやさしいクラッシック音楽講座

11/3　 開催！祝

石の中から三葉虫の化石を掘り出し、スケッチをして、三葉虫
とは何かを皆さんで考えていきましょう。
講師：小野輝雄さん　対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
時間：14 時～ 16 時　定員：20 名　参加費：500 円

偉大なる石コロ～足もとに9000万年!?～

蒲郡のコンセプトカラーは「オレンジ（みかん）色」！？オリジナルのみかん染めの
ハンカチを作り、蒲郡をオレンジ（みかん）色に染めます。
講師：なごや朝大学地域プロデューサークラス～蒲郡編～受講生
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：100 円

17:00～17:00～

10：00-16：00
10：00-16：00


