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駅から徒歩３分！駅から徒歩３分！

地球 46 億年 , あなたにつながるストーリー

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

23日

９日

おはなしワーク
ショップ ★★ 展示解説・おしゃべり☆かがくかん

★
★ サイエンス

ショー

★
★

★
★

８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

22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のみなさん
時間：13 時 20 分～ 13 時 50 分　参加費：無料

鈴木敏道さん講師 100円料金

木工工作木工工作
大人気！

４/

9 時～ 16 時 30 分

２１

１土 今年度も、身のまわりのふしぎをいっぱい紹介するよ。
第１回は、炭酸水を使って、ふしぎの扉を開きます！
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

★
★

身のまわりのふしぎ No.1
合言葉は、なぜ？
身のまわりのふしぎ No.1
合言葉は、なぜ？

母の日プレゼント「伝言ボード」母の日プレゼント「伝言ボード」
消したり書いたりできる伝言ボードを作ってお母さん
にプレゼントしよう。
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：無料

土 日

22土

★★

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。

●イベントについて●

★★

ミルワームは気持ち悪い？いえいえ、よく見るとかわ
いいですよ。ミルワームの生態を勉強したあとは、
ワーム釣りをして、お家に持ち帰って飼育してみよう。
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
★プラスチック容器等をご持参ください。　

ミルワームみる？ミルワームみる？８土

新種認定されて注目の科学館クジラ化石にちなんで、
アルミホイルでクジラをつくるよ。
講師：箔屋スフィカさん（ホイルモデラー） 
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 30 名　参加費：無料　

アルミホイルでくじらを作ろうアルミホイルでくじらを作ろう15土

２日 アノマロカリスのアリスが大活躍するワクワク☆サイエンス
ショー。えっ、あのドリンクが光る！？シャボン玉の秘密も…？
さあ、みんなで光のミラクルワールドを冒険だ！
講師：白瀧専門員
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　参加費：無料

光の国のアリス
★

★

マクラメ編みのストラップ
蒲郡の特産品、繊維ロープに親しもう！蒲郡で作られたひも
を編んでストラップをつくるよ。
講師：加藤智子さん
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

きらめき万華鏡をつくろう
お花畑、花火、虹の万華鏡に続く、まったく新しい万華鏡
です。光が当たるともうそれは、きらきら輝く夢の世界。
講師：浅井インタープリター
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：100 円

29祝
コオロギ大好き！

♪コオロギはいい声で鳴きますよ♪
コオロギの生態を勉強したあとは、コオロギ釣りをして、
お家に持ち帰って飼育してみよう。
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
★プラスチック容器等をご持参ください。

30日
偶数・奇数で塗り絵をしよう！

偶数と奇数の関係を使って塗り絵をするよ。どのような
模様になるかは来てのお楽しみ。自分だけの色で素敵な
塗り絵にしてね。
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

新種認定！
インカクジラ展
新種認定！
インカクジラ展

会場：３Ｆ 蒲郡の科学ひろば  ＊無料でご覧頂けます

3/5 6/11
日 日

昨年 10 月に、当館のクジラの化石が新種認定され、インカクジ
ラと名付けられました。これを記念して企画展を開催します。約
750 万年前の海からやってきたインカクジラの秘密に迫ります！

ミニ企画展

かがく工作室　小学校 1・ 2年生対象　20名

かがく教室　 小学校 3・ 4年生対象　20名

理科実験室　 小学校 5・ 6年生対象　20名

科学館では 1年間を通して参加していただく定例講座を開催しています。
29年度も小学生を対象とした定例講座の会員を募集します。

蒲郡市内の各小学校、
科学館で配布の募集チラシ
または科学館ＨＰで詳細
をご確認ください。
（4/1 以降に配布・掲載）

応募方法

平成29年度 定例講座会員を募集します！平成29年度 定例講座会員を募集します！

９日 この春からの新企画☆気軽におしゃべりしながら、楽しく
ホンモノに触ってみよう！
講師：山中館長
時間：①12 時～ 13 時　②15 時～ 16 時　参加費：無料
★時間内ご自由にご参加いただけます。

小惑星のかけらを見てみよう
おしゃべり☆かがくかん

★★

23日 この春からの新企画☆気軽におしゃべりしながら、楽しく
ホンモノに触ってみよう！
講師：白瀧専門員
時間：①12 時～ 13 時　②15 時～ 16 時　参加費：無料
★時間内ご自由にご参加いただけます。

三河の宝石・ガーネット
おしゃべり☆かがくかん

★★

16日
ペットボトルカー＆くるくる回るペットボトル

どっちを作ろうかな？シールを貼って自分だけの
オリジナルを作ろう！
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：各回 30 名　参加費：無料

開催中！

★
★

★
★

4/21まで


