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イベントカレンダー9/6 ・9/7 木臨時休館 の
お知らせ

16土
キラキラ♪塩でお絵描きしよう

あぶり出しを使って、塩の結晶でお絵描きをします。
講師：山田芳子さん（わくわく科学教室（安城市）  講師）
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

ワーク
ショップ

★
★ サイエンス

ショー
定例講座

（ワークショップ）

台所にある白い粉のふしぎを発見しよう。
水に溶かしたり、混ぜたり、熱したりしてみよう。
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.6
９月からもなぜ？の連発！
身のまわりのふしぎ No.6
９月からもなぜ？の連発！

10日 凸レンズをとりつけた箱がカメラオブスクラ。１５世紀ごろには
絵を描く道具としてレオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチにも
描かれています。つくって、実際に写真撮影しましょう。
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：200 円

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
カメラオブスクラ（ピンホールカメラ）をつくって撮影しようカメラオブスクラ（ピンホールカメラ）をつくって撮影しよう

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●

９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皆さん
時間：15 時 30 分～ 17 時　参加費：無料

９/10 日

日

①12:00 ～  ②15:00 ～

展示解説「イデンシって、なあに？」講師：白瀧博士　

開催時間

★おしゃべり☆かがくかんは 1 時間、展示解説は 20 分間の開催です。
★３Ｆ展示室内で開催の場合には、展示室観覧料、もしくは市民利用証、年パス等が必要となります。

「歩く海の花！？ウミユリ化石にさわろう！」講師：松本学芸員
９/24

おしゃべり★かがくかん・展示解説

おしゃべり☆
かがくかん

(c) 2010 Wide-Eyed Entertainment in association with Yap Films.
 Licensed by FremantleMedia International to D&D Pictures, INC.

絹の染色体験をしよう絹の染色体験をしよう
カイコの糸で織った「絹」は、ワタという植物からつくった

「木綿」の布とどんなふうに違うの？ 絹の布を紅花で染め
ながら、カイコや絹糸について学びましょう。
講師：志村幸子さん （国立研究開発法人 農研機構）
時間：①13 時～ 14 時　②15 時～ 16 時　定員：各回 20 名　参加費：無料
★ミニ企画展「イデンシって、なあに？」関連ワークショップです。
★小学校 3 年生以下は保護者同伴。
★①は事前申込みです。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。

1 回目のみ
事前申込

２土

３日

くぎうち「コリントゲーム」を作ろうくぎうち「コリントゲーム」を作ろう
ゴムでビー玉をはじいてポケットに入れよう。くぎうち
うまくできるかな？
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

９土

17日
とうふねこ座公演「法印様ときつね」とうふねこ座公演「法印様ときつね」

今回は紙芝居を使ったちょっと怖いお話です。
公演：市川雅子さん（とうふねこ座）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　参加費：無料

大人気の「恐竜教室」が、蒲郡にやってきます！絵本『せいめい
のれきし』にも登場する、大型爬虫類モササウルスの化石を観
察しながら、すがたや生態についてひもときます。
講師：川上紳一さん （岐阜聖徳学園大学  教授）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　対象：小学校 5 年生～中学生
定員：各回 20 名　参加費：100 円
★特別展『せいめいのれきし』関連イベントです。
★①は事前申込み、②は当日受付です。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。

午前のみ
事前申込

18祝

回転するオモチャで遊ぼう回転するオモチャで遊ぼう
ちょっと珍しいコマなど回転を利用したオモチャで
遊んだあと「ガリガリプロペラ」作りに挑戦します。
講師：市原千明さん（不思議が楽しいオモチャの会）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 30 名　参加費：無料　

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皆さん
時間：13 時 20 分～ 13 時 50 分　参加費：無料

ぶらぶら♪蒲郡ジオツアー in 竹島ぶらぶら♪蒲郡ジオツアー in 竹島
惑星地球の活動をものがたる断層や岩脈をみながら、
竹島をお散歩しませんか？
講師：山中館長　時間：13 時～ 14 時 30 分
定員：20 名　参加費：無料
★小学生以下のお子様は保護者同伴。★事前申込みです。詳しくは科学館ホームページをご覧ください。

事前申込

金魚の王様“らんちゅう”のお話
“らんちゅう”ってどんな金魚？科学館で開催される品評
大会で、くわしいお話を聞いてみよう！
講師：三田保之さん（日本らんちう協会 中部本部  理事）
時間：13 時 30 分～ 14 時（“らんちゅう”品評大会は 10 時～ 15 時です）
参加費：無料

24日

24日
ポンポン船をつくろう
小学校低学年向け定例講座（１・２年生） かがく工作室小学校低学年向け定例講座（１・２年生） かがく工作室

水をタンクにいれて、ロウソクに火をつけると、船が
「ポンポン」と動き出すぞ！つくってみよう。
講師：堀内智晴さん（蒲郡市立形原中学校  教諭）・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

前回大好評！バナナから DNA を取り出して見てみよう。
講師：白瀧博士　時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 20 名　参加費：無料  ★小学校 3 年生以下は保護者同伴。

ＤＮＡ抽出実験30土

17日 まだこの頃は、夏の星座のこと・はくちょう・わし座が見られ
ます。また、南の空には土星が輝いています。目と望遠鏡で夜空
を楽しみましょう。
講師：浅井インタープリター　時間：18 時 30 分～ 20 時
会場：蒲郡西部小学校運動場　参加費：無料

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
土星や夏・秋の星座をみてみよう（野外）土星や夏・秋の星座をみてみよう（野外）

川上紳一先生の「恐竜教室」！
～モササウルス編～
川上紳一先生の「恐竜教室」！
～モササウルス編～

9/1 金
上映スタート！

～

お楽しみに♪

★
★

今回はどんなマジックが飛び出すのかお楽しみ♪
講師：平出曉さん・中村元さん（NPO 法人オアシス）と
　　　そのなかまたち
時間：①11 時～　②13 時 20 分～　参加費：無料

平出さん・中村さんとそのなかまたちのマジックショー24日

ジオツアーおはなし
★

★ マジック
ショー

！

！

かがく教室
会員のみ

鈴木敏道さん講師 100円料金

大人気！

９/

9 時～ 16 時 30 分

９土 10 日

木工工作木工工作

10/７土 ８ 日９祝

各日とも

23祝

23祝

23祝

第 45 回全国らんちゅう品評蒲郡大会

水
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