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おはなしワーク
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★
★ サイエンス

ショー
定例講座

（ワークショップ）

午前：すがた形は違うのに、使い道は、みな同じ！これって
　　　なあ～んだ？答えは当日のお楽しみ！
午後：お風呂が楽しくなる？入浴剤を作ろう！　
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　定員：20 名（午後のみ）　参加費：無料
★午前はサイエンスショー、午後はワークショップです。

★
★

身のまわりのふしぎ No.7
粉・粒・塊・液体なのに…
身のまわりのふしぎ No.7
粉・粒・塊・液体なのに…

８日
講師：浅井インタープリター　時間：18 時～ 19 時 30 分
会場：蒲郡西部小学校運動場　参加費：無料

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
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）

10/８ 日

日 ①12:00 ～
②15:00 ～

展示解説「サカナの進化ものがたり」講師：松本学芸員
★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。

「カイコのまゆにさわってみよう」講師：白瀧博士

10/22

おしゃべり★かがくかん・展示解説

おしゃべり☆
かがくかん

７土

ハロウィンぐにゃぐにゃえんぴつハロウィンぐにゃぐにゃえんぴつ
ぐにゃぐにゃえんぴつにいっぱいかざりをつけてハロ
ウィンを楽しもう。
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

14土

１日
JAXAコズミックカレッジ ～ファンダメンタルコース～

宇宙大好きキッズ集合！観察、実験、ものづくりなど自然を探求
する活動を通して、科学的なものの見方、考え方を深めます。
共催：JAXA 宇宙教育センター（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA）
　　　蒲郡市生命の海科学館
時間：①10 時 30 分～ 12 時　②14 時～ 15 時 30 分
対象：小学 3 年生～中学生　定員：各回 30 名　参加費：無料
★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。

日本を代表する恐竜博士が、絵本『せいめいのれきし』が世に
出てから現在までの５０年間に解明されてきた、最新の恐竜
研究について語ります。
講師：真鍋真さん（国立科学博物館 標本資料センター）
時間：11 時～ 12 時
定員：60 名（当日 1Ｆ受付で整理券を配布します）　参加費：無料
★特別展『せいめいのれきし』関連イベントです。
★講演後展示室ミニツアーを開催します。希望の方は事前に観覧券をご用意ください。

せいめいのれきしせいめいのれきし
講演会講演会

８日

ペーパービーズのネックレス
雑誌や広告がきれいなペーパービーズに大変身！
たくさんつなげておしゃれなネックレスをつくろう。
講師：加藤智子さん
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

９祝

①12:30 ～
②15:00 ～

© 黒澤義教

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●

21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皆さん
時間：13 時 20 分～ 13 時 50 分　参加費：無料

『せいめいのれきし（改訂版）』『せいめいのれきし（改訂版）』
えほん meets 博物館えほん meets 博物館

岩波書店から半世紀ぶりに改訂版が登場した大ベストセラー
『せいめいのれきし』。絵本を片手に科学館を探検！
共催：国立科学博物館 , 生命の海科学館
協力：株式会社岩波書店
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時 30 分
対象：①未就学児と保護者　②小学生以上の子供と保護者
定員：各回 20 組　参加費：無料※展示室観覧料が必要です。
★特別展『せいめいのれきし』関連イベントです。★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。

15日

メダカすくい大会
メダカをすくって、お家で飼育してみよう！メダカの飼い方
のコツを教えます。水草も差し上げます。
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・容器等をお持ちください。

21土

化学反応を使った
昔の写真に挑戦

2000 年ごろまでの写真はなんと薬品を使って工場で
作っていました。薬による写真を体験します。
講師：藤吉隆雄さん（北海道大学理学研究院  特任准教授）
時間：14 時～ 15 時 30 分　対象：中学生以下のお子様と保護者
定員：15 組　参加費：無料　★1L の牛乳パックを 2 本持参してください。
★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。

22日

事前申込

レジンでガーネットのストラップをつくろう。
講師：白瀧博士　時間：①9 時 50 分～ 10 時 50 分　②13 時～ 14 時
定員：各回 20 名　参加費：300 円  ★小学校 3 年生以下は保護者同伴。

宝石ストラップづくり

大学で化学を学ぶ学生さんたちによる化学マジックショー！
講師：ドクター・マジックと そのなかまたち Dr. Magic & His Guys & a Lady
　　    戸谷義明教授＆指導学生（愛知教育大学 理科教育講座 化学分野）　
時間：①11 時～ 12 時　②14 時 10 分～ 15 時 10 分　参加費：無料

★
★ 化学は地味だが役に立つ

化学マジックショーで世界を変えてゆけ
化学は地味だが役に立つ
化学マジックショーで世界を変えてゆけ28土

28土

29日 水の中には、顕微鏡を使わないと見えないような生き物が住んで
います。一滴の水の中にあるミクロの世界を見てみましょう。
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：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
とても小さな生き物を顕微鏡で見てみようとても小さな生き物を顕微鏡で見てみよう

国道23号蒲郡バイパス蒲郡IC国道23号蒲郡バイパス蒲郡IC
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東名高速道路音羽蒲郡IC東名高速道路音羽蒲郡IC
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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

事前申込

講演会

アルミホイルでよみがえる恐竜
特徴をとらえて、かっこいい恐竜をつくろう。
講師：箔屋スフィカさん（ホイルモデラー）
時間：①13 時～ 14 時　②14 時 30 分～ 15 時 30 分
定員：各回 30 名　参加費：無料

８日

いろいろな「こま」を作って遊ぼう
外国にも日本にも、古くからこまがあります。よく回るこま、逆さ
に回るこま、キラキラかがやくこまなどを作って遊びましょう。
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

１日

21土
ぶらぶら♪蒲郡  海めぐりジオツアー2017ぶらぶら♪蒲郡  海めぐりジオツアー2017

西浦半島の海辺をめぐり、三河湾の旬を味わいながら、
海の幸と、それを育む蒲郡の海と大地について学びます。
時間：10 時～ 16 時　対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員：30 名　参加費：500 円
★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

！

15日
糸巻き車で動くおもちゃをつくろう
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（　　　　　　　　　 ）

輪ゴムとストローや厚紙を使って、糸巻き車のようなコロコロ回って
動くおもちゃを作りましょう。スピンも、ジャンプもできるかな？
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：無料

10 月 22 日から変更

14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

スタンプであそぼう
ダンボール、ペンのキャップなどにインクをつけてスタンプしよう。
講師：酒井嘱託専門員
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

22日

イベントカレンダー

！

海と日本プロジェクト　海・みなと・蒲郡

ジオツアー

理科実験室
会員のみ

事前申込

あいちサイエンス
フェスティバル

えほんmeets
博物館

！

！


