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鈴木敏道さん講師 100円料金

8/
9 時～ 16 時 30 分

13土14 日

宝石をさがそう
身近な石の中にかくれているキレイなたからものをさがそう！
講師：山中館長　時間：11 時～ 12 時　参加費：無料
★時間中随時参加できます。

8/14 日

日

(1)12:00 ～ 12:20　(2)15:00 ～ 15:20

「鉱物 ～大地が育てたたからもの～」   講師：山中館長

開催時間
★展示室観覧料もしくは、市民利用証、年パス等が必要です。

展示解説

★館長・学芸員による展示解説
★館長・学芸員による展示解説

「鯨（くじら）～魚になりたかった哺乳類～」   講師：宮川学芸員　8/28

★イベントについて★　事前申し込み以外で、定員のあるイベントは開催 45 分前から会場前で整理券を配布し、定員になり次第参加受付を終了します。イベントの内容、時間等変更する場合もありますので、最新情報は、ホームページにてご確認ください。

１月 三河のエジソンこと加藤源重さんのお話を聞いて、不自由
を自由に変えることのできる発明品“自助具”を体験しよう！
講師：加藤源重さん（NPO 法人福祉工房あいち）
時間：14 時～ 15 時　参加費：無料
★前半はお話が中心で、後半は自助具を体験します。

傷の手は宝 ～不自由が教えてくれる発明のヒント～

３水 紙コップが不思議なつつに変身しちゃうよ。みんな
で光の不思議を学んでみよう。
講師：（株）二デック　
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各 30 名　参加費：無料　

ものがさかさまに見える！？ふしぎなつつを作ろう

４木 光ってなんだろう？身近にある光を、レンズを使った
り、実験道具を作ったりして色々遊んでみよう。
講師：伊藤光学工業（株）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各 30 名　参加費：無料

みえた？みえた？？みえたー＼(^o^)／
～光とレンズで遊ぼう～

６土 熱いお湯と冷たい氷水で、温度の不思議を見つけよう！
空気を温めたり、冷やしたりしたら…、あら不思議！
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No.5 赤色と青色を一緒にすると？

７日 木製の部品を組み立てて、カブトムシ・クワガタのどち
らかを作ります。カッコイイものができるかな。
講師：岡本清さんほか（962 倶楽部）
定員：各 20 名　参加費：300 円
時間：①10 時～ 11 時　②11 時 15 分～ 12 時 15 分　③13 時 15 分～ 14 時 15 分

手作りおもちゃ「カブトムシ・クワガタ」をつくろう

身近にある岩石は何からできているんだろう？
蒲郡の岩石をじっくり観察してみよう！
講師：柿澤浩子さん（名古屋市科学館タッチ＆トーク）
時間：①14 時～ 14 時 30 分　②14 時 30 分～ 15 時
定員：各 24 名　参加費：無料
★整理券は各日 13 時 15 分から 2 回分まとめて配布します。

ペットボトルカー＆くるくる回るペットボトル
ペットボトルを使って車か風車を作ります。好きなほう
を選んでね。
講師：トヨタボランティアグループ「ＤＩＹ」
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各 30 名　参加費：無料

不思議な人工イクラを作ろう
プチプチのあのイクラを、作っちゃいます。もちろん、食べら
れます！ スポイトで液体を垂らすだけの簡単な作業。
大切な地球の環境を守るための大切なお話もします。
講師：ハピファミコミュニケーション
時間：①13 時 30 分～ 14 時 30 分　②15 時～ 16 時　定員：各 20 名
対象：年少以上  （未就学児は保護者同伴）　参加費：300 円

正方形をくっつけちゃおう！
正方形の辺同士をくっつけていろいろな図形を作って
みよう。枚数を増やすといろいろな図形ができるよ。
君はどれだけの種類の図形を作ることができるかな？
講師：黄瀬正敏さん（海陽中等教育学校 数学（数楽）教諭）
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

12金

500ml の炭酸ペットボトル 2 本と牛乳パックでペットボトル
ロケットを作って発射実験してみよう。
講師：園原誠さん（岡崎市立竜海中学校 教諭）
時間：14 時～ 15 時 30 分
定員：20 組　参加費：無料

ミニペットボトルロケットを作って飛ばそう

15月

CD を使ってよく回るこまをつくろう。太陽の光を当てる
と色が変わる不思議な絵の具で絵を描くよ。
講師：鈴木東さん（子どもと科学を楽しむ会）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各 30 名　参加費：無料

CDこまと忍者絵の具で遊ぼう

ヌマエビすくい大会
ヌマエビは淡水産のかわいいエビです。ヌマエビの勉強をし
た後、ヌマエビすくいを体験しよう！すくったエビは家に持
ち帰り、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　★水槽をお持ちください。

13土
朗読ファンタジー ～音楽とともに～

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
時間：15 時 30 分～ 17 時　参加費：無料

７日
星空観察　月・火星・木星・土星・夏の星座（野外）
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

講師：浅井インタープリター
時間：19 時～ 20 時 30 分　会場：蒲郡市立蒲郡西部小学校

理科実験室
会員のみ

５金 トイレットペーパーの芯を使って本格的なクジラを作ろう。
クジラやスナメリの話も聞いて、今日から君もクジラ博士に！
講師：宮川学芸員
時間：14 時～ 15 時　定員：20 名　参加費：無料

クジラのペーパークラフト

15月16火

愛知発明の日講演会

８月
宇宙でも活躍！？フシギおり紙にチャレンジしよう

紙を折ってつなぐだけで、くるくる回るフシギなおもちゃ
のできあがり。宇宙でも活躍している折り紙のフシギを
体験してみよう！
講師：杉浦清治さん ( 元繊維技術センター長 )
時間：14 時～ 15 時　定員：24 名　参加費：無料

再生医療の現場で実際に使われている
自家培養軟骨「ジャック®」・自家培養表皮「ジェイス®」
を展示します。
協力：株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

8/1
8/31

Mon
～

ミニ展示ミニ展示

観覧無料

16火 23火９火
ワーク
ショップ

16火
石っこ星人をつくろう！

★詳細は上部記載をご覧ください。


