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駅から徒歩３分！駅から徒歩３分！

2016

月
生命の海科学館
いのちのうみかがくかん

イ ベ ン ト
カ レ ンダ ー

８

土 日 は 毎 日 イ ベ ン ト 開 催 ！

開館時間：午前 9時～午後 5時
休館日：火曜日・年末年始（12/29 ～ 1/3）

海海生命生命の 科 館
がまごおりしいのちのうみかがくかん

▼▼ ▼▼ ▼▼蒲郡市
Gamagori Museum of Earth, Life and the Sea

学

〒443-0034 愛知県蒲郡市港町17-17

※ＧＷ、春・夏・冬休みは休館日はありません

T e l： 0533-66-1717

後 半

20土

21日

20土

19金

★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。

17水 水力・火力・風力発電模型で発電の仕組みを学んだり、
実験で空気のふしぎをみつけてみよう！
講師：中部電力（株）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各 30 名　参加費：無料

電気のしくみと空気のふしぎを学ぼう！

18木 親子で味噌を手作りしてみよう。作った味噌はお持ち帰り。
約２ヶ月後においしく食べられるよ！
講師：イチビキ（株）
時間：①10 時～ 12 時　②14 時～ 16 時
定員：各 20 組（※子どもだけの参加は不可）　参加費：300 円
★エプロン・三角巾（バンダナ等）持参してください。

発酵のふしぎ ～親子で味噌作り体験～

押し花のファイル押し花のファイル
押し花をはってオリジナルのファイルを作ろう。
使うのが楽しくなるよ！
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：無料

蒲郡は再生医療の町。再生医療やサイエンスに触れてみよう！
講師：（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
時間：14 時～ 15 時
定員：30 名　参加費：無料

はじめてのドキドキ再生医療 ～ひみつのJ-TEC～

21日
水晶を探そう！水晶を探そう！

美しい鉱物は、地球のたからもの。石を割って、キラキラ
かがやく水晶を探そう！
講師：山中館長　定員：24 名　参加費：100 円
時間：14 時～ 15 時　対象：小学校高学年以上（4 年生以下は保護者同伴）

21日
民話がたり・海のお話民話がたり・海のお話

むかし、くらげは骨がありました。なくなったわけはね…。
お話：浦島太郎・くらげ骨なし
朗読：荒石かつえさん（日本民話の会、紙芝居ちゃりんこ主宰）
時間：①11 時～ 11 時 20 分　②14 時 40 分～ 15 時　参加費：無料

22月

体験！三河木綿のしおりづくり
～フワフワ棉が織物になるまで～

棉の花が美しい織物になるまでのながれを体験してみませんか？
講師：手織三河木綿工房「手織場（てばたば）」
時間：①10 時 30 分～ 12 時 30 分　②13 時 30 分～ 15 時 30 分
参加費：無料　★随時参加できます。

24水 ごまはどうやってできるのかな？ごまを使った実験や
ごまを搾って、ごまの秘密にせまってみよう！
講師：竹本油脂（株）　定員：各 30 名　参加費：無料
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時

ごまのふしぎ発見！！ごまのふしぎ発見！！

25木 身の周りにあるものを使って、不思議な科学現象を楽し
く学ぼう。
講師：竹本油脂（株）　定員：各 30 名　参加費：無料
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時

科学の果てまでイッテQ！

27土 地球温暖化、PM2.5、酸性雨、リサイクルなどの環境問題、
原発などのエネルギー問題について、簡単な化学実験を
一緒にやりながら学びましょう！
講師：（株）東海分析化学研究所
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　定員：各 30 名　参加費：無料

おもしろ化学実験 ～環境問題を考えよう！～

27土
おはなしライブおはなしライブ

今日はどんな「おはなし」が聞けるかな？
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

28日 ものづくり体験！パイプ椅子を作ってみよう。
講師：アイシン・エィ・ダブリュ（株）
時間：10 時～ 11 時 30 分　定員：30 名　参加費：無料
★事前申込みです。詳しくはホームページをご覧ください。

パイプ椅子製作で”ものづくり”を学ぼう！

講師：戒田正敏さん（蒲郡市教育委員会）・浅井インタープリター
時間：12 時 45 分～ 14 時 30 分

竹島海岸の観察（野外）
小学校中学年向け定例講座（３・４年生） かがく教室小学校中学年向け定例講座（３・４年生） かがく教室

かがく教室
会員のみ

26金
化石発掘にチャレンジ！

化石は地球のたからもの。自分の手で化石を発掘してみよう。
講師：山中館長
対象：小学校高学年以上（3 年生以下は保護者同伴）
時間：14 時～ 15 時 30 分　定員：20 名　参加費：100 円

竹島海岸の生物を観察しよう（野外）
小学校低学年向け定例講座（１・２年生） かがく工作室小学校低学年向け定例講座（１・２年生） かがく工作室

竹島にはいろいろな生き物がすんでいます。どんな生き
物がすんでいるか、実際に島の周りを探してみましょう。
講師：浅井インタープリター
時間：12 時～ 14 時　参加費：無料

かがく工作室
会員のみ

申込
受付中

「カブトムシ・クワガタ」
をつくろう
「カブトムシ・クワガタ」
をつくろう

手作りおもちゃ

岡本清さんほか
（962倶楽部）

講師

300円料金

8/
10 時～ 14 時

21日
★材料がなくなり次第終了します。

ハピファミ
コミュニケーション講師

300円料金

8/
10 時～ 16 時 30 分

22 月

★随時参加できます。定員になりましたら終了します。
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70名定員

23火
石っこ星人をつくろう！

★詳細は裏面上部記載をご覧ください。

「はなぶえ で あそぼう！」「はなぶえ で あそぼう！」
はないきで吹くフエ「はなぶえ」を紙で作って吹いてみよう！

Walatte' 鼻笛 Club さん

三島ヒロキ　ナチュラルビートさん（オーストラリア民族楽器奏者）

30火
♪

♪

 

かわいいコアラのすむ木ユーカリの
たのしい音色を紙づつで！きょうりゅうのなきごえも？？

ニンゲンの子どもって何でこんなに大変なの？?
ゴリラの子育てからヒトの子育てを考える?
ニンゲンの子どもって何でこんなに大変なの？?
ゴリラの子育てからヒトの子育てを考える?

講師 竹ノ下祐二さん

（　　　　　　　　　　）中部学院大学教育学部
准教授

小さなお子さんと一緒に楽しめる、
ちょっぴりカガクなオンガク・ワークショップです♪
小さなお子さんと一緒に楽しめる、
ちょっぴりカガクなオンガク・ワークショップです♪

子育て中のパパ＆ママ、子育て情報満載です。
また、保育士資格はあるけれど、というそこのあなた、是非ご来場ください。10時～15時

10時30分～11時10時30分～11時

子育て応援！講演会子育て応援！講演会

チビッコ★ワークショップチビッコ★ワークショップ

10時～10時30分10時～10時30分

どちらも

定員 15組

「紙づつでふしぎな最古の笛ディジュをつくろう！」「紙づつでふしぎな最古の笛ディジュをつくろう！」

13時～13時50分13時～13時50分

それぞれの特色を紹介します

★潜在保育士集まれ！★潜在保育士集まれ！
仲間になりましょう！
当日登録できます

★子育てコンシェルジュ
　によるお悩み相談会
★子育てコンシェルジュ
　によるお悩み相談会
なんでも相談にのります

おねえさんとあそぼ！おねえさんとあそぼ！
保育士を目指す学生のお姉さんと
楽しく遊びましょう！

いずれも

随時参加
　できます

参加無料！

お気軽に

お越し下さい♪

参加無料！

お気軽に

お越し下さい♪

★市内３幼稚園ＰＲ★市内３幼稚園ＰＲ
講師

講師


