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駅から徒歩３分！駅から徒歩３分！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
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

地球 46 億年 , あなたにつながるストーリー

26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

27日
夏の星空をみてみよう（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

この日、夜空には、木星も土星もかがやいています。
他にもはくちょう座やさそり座など夏の星座の星たちも
いっぱい。自分の目でたしかめてみましょう。
講師：浅井インタープリター
時間：19 時～ 20 時 30 分　会場：蒲郡西部小学校運動場　参加費：無料

20日 マメコブシガニって知っていますか。普通はカニは横に歩くのに、
たてにも歩けます。竹島でいろいろな生き物を見つけましょう。
講師：浅井インタープリター　時間：10 時～ 12 時
参加費：無料

竹島海岸の生き物を観察しよう（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

ワーク
ショップ
定例講座

（ワークショップ）

21月 虹色に輝きながらまわる、不思議なオモチャをつくろう。
講師：愛知工科大学　AUT 活動部の皆さん
時間：14 時～ 15 時　定員：20 名　参加費：無料　

くるくるレインボー

震災で見直されたラジオ。簡単な構造でも感度は抜群、消費電力
も超エコで実際に使えるラジオを製作します。
講師：平岩和通さん（平岩動物病院）
時間：14 時～ 15 時　定員：12 名　参加費：500 円

実用１石トランジスタラジオ作り

かがく教室
会員のみ

化石のレプリカづくりにチャレンジ！
世界に一つ自分だけの化石のレプリカを作ろう。
講師：園原誠さん（岡崎市立美川中学校 教諭）
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：100 円

化石のレプリカを作ろう

船員さんにお仕事のお話を聞きながら、小さな船の模型を
作ります。人気の着ぐるみキャラもあそびに来るよ！
講師：J-CREW プロジェクトスタッフ
時間：14 時～ 15 時　定員：24 組　参加費：無料

小さな船をつくって遊ぼう小さな船をつくって遊ぼう
J-CREW プロジェクトイベント

23水
アルミワイヤーアートアルミワイヤーアート

アルミワイヤーとフィルム容器でかざるものを作ろう。
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：無料

25金 水力・火力・風力発電模型で発電の仕組みを学ぼう。
また、実験で空気のふしぎをみつけてみよう！
講師：中部電力（株）　定員：各回 30 名　参加費：無料
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時

電気のしくみと空気のふしぎを学ぼう！

化石ってなあに？三葉虫ってなあに？
丸い石（ノジュール）をわって、三葉虫の化石をさがします。
クリーニングを体験しながら、三葉虫について学びましょう！
講師：小野輝雄さん
定員：各回 30 名　参加費：500 円
時間：①11 時～ 11 時 40 分　②13 時～ 13 時 40 分　③14 時 30 分～ 15 時 10 分

27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：①11 時～ 12 時　②13 時～ 14 時
定員：各回 30 名　参加費：無料

パイプ椅子製作で”ものづくり”を学ぼう！

かがく工作室
会員のみ

28月 貝がらって色んな形・模様があるんだね。海の香りのオリジ
ナルストラップをつくりながら、貝のことを学んでみよう！
講師：愛知県立三谷水産高等学校　増殖部の皆さん
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　定員：各回 30 名　参加費：無料

砂浜の貝がらでオリジナル
ストラップをつくってみよう！

鈴木敏道さん講師 100円料金

大人気！

８/
各日とも 9 時～ 16 時 30 分

1512 土 火

29火 アンモナイトの化石をけずって観察し、カラのひみつを
ときあかそう。小さなアンモナイトをおひとつお持ち帰
りいただけます。
講師：山中館長
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：100 円

アンモナイトのひみつ

13 日 14 月

岡本清さんほか（幹の家）講師 300円料金

10 時～ 14 時

★材料がなくなり次第終了します。

手作りおもちゃ

「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
８/ 20 日

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●

24木 身の周りにあるものを使って、不思議な科学現象を、自ら
体験しちゃおう。3 つの実験を通して体を動かしながら
楽しく勉強してみよう。
講師：竹本油脂（株）　定員：各回 30 名　参加費：無料
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　

おいでよ！かがくの森おいでよ！かがくの森

19土 地球温暖化、リサイクルなどの環境問題の簡単な科学実験、
及び騒音計に触れながら、一緒に環境を学びましょう。
講師：（株）東海分析化学研究所
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 30 名　参加費：無料

化学実験を通じて、環境問題を考えよう！

19土 コンピュータ内臓のロボット教材を使って、自由な発想で
本物の火星探査ロボットと同じ機能を持つロボット作り
に挑戦します。試行錯誤の大切さを体験できます。
講師：北原達正さん（子どもの理科離れをなくす会代表）　
時間：①9 時 30 分～ 12 時 30 分　②13 時 30 分～ 16 時 30 分
対象：小学 3 年生～中学 2 年生　定員：各回 20 名　参加費：3,240 円
★事前申込みです。詳しくは館内チラシまたは科学館ホームページをご覧ください。　

宇宙探査ロボットを作ろう！

事前申込

22火 子育て中のパパ＆ママ、子育て情報満載です！
移動水族館・ゆるキャラも来るよ。あそびに来てね！
時間：9 時 30 分～ 12 時 30 分　参加費：無料
★詳しくは、科学館もしくは子育て支援課のホームページをご覧ください。　

がまごおり子育てフェスティバル2017
蒲郡市子育て支援課・生命の海科学館　共催

木工工作木工工作

山中館長講師 100円料金

10 時～ 12 時

★宝石がなくなり次第終了します。

８/ 18 金

初登場！ 宝石をさがそう宝石をさがそう

着ぐるみ
くるよ！ 8/16 ～ 22

会いに来てね♪

J-CREW プロジェクト
ウィーク


