
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●
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展示解説「世界のお宝 インカクジラ！」　講師：永田専門嘱託員

お風呂は好きですか？お風呂で、どんな遊びをするの？　　　　　
お風呂を５倍楽しむ方法、教えちゃいます。
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

★
★ なるほど ザ・サイエンス！No.8なるほど ザ・サイエンス！No.8

研究の最前線のお話を聞いて、研究者といっしょに
ペーパークラフトに挑戦！
共催：自然科学研究機構 生命創成探究センター・生命の海科学館
講師：谷中冴子さん（自然科学研究機構 分子科学研究所 / 生命創成探究センター 助教）
　　　白瀧千夏子さん（自然科学研究機構 生命創成探究センター 特任助教） 
時間：①10 時 30 分～ 12 時　②14 時～ 15 時 30 分
対象：①小学 5 年生以上　②どなたでも（小学 4 年生以下は保護者同伴）
定員：各回 20 名　参加費：無料
★午前の部は事前申込みです。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。

体験！タンパク質のかたちと
働きのひみつ

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

10土

11日 ストームグラスは、19 世紀のヨーロッパで使われた天気予報の道具
です。はたして、これで天気が予報できるか、つくって確かめましょう。
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：100 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
19 世紀の科学 ～ストームグラス（天気管）をつくろう

24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

25日
和紙でランプシェードをつくろう
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

コウゾやミツマタなどの木の皮から和紙はつくられます。やわ
らかく、そして強い和紙。この和紙でランプシェードをつくり
ましょう。とてもステキですよ。
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（ランプ付き）

クリスマスリース作りクリスマスリース作り
どんぐりやまつぼっくりなど自然物を使ってオリジナル
のリース作りを楽しもう。
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

24土

開催時間　①12:00 ～　②15:00 ～

★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、年パス等が必要です。

生

３祝

『せいめいのれきし（改訂版）』 in 生命の海科学館『せいめいのれきし（改訂版）』 in 生命の海科学館
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
対象：どなたでも（小学 3 年生以下は保護者同伴）
定員：各回 20 組　参加費：無料※展示室観覧料が必要です。
★午前の部は事前申込みです。詳しくは科学館ホームページをご覧ください。

４日

午前の部
事前申込

！

10土

午前の部
事前申込

一般科学講座 第 2 部 「大人の理科授業“Eureka!”」 ①一般科学講座 第 2 部 「大人の理科授業“Eureka!”」 ①
糸電話と携帯電話15木

！

携帯電話がどうやって音を伝えているのか、音と通信に
ついて勉強してみましょう。
講師：天野卓朗さん（豊川市立東部中学校 教諭）
時間：18 時 30 分～ 20 時頃
対象：大人向け　参加費：無料
★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。

申込
受付中

18日 「にぼし」はおもにカタクチイワシという魚を煮て干したもので、手やつまよ
うじで簡単に解剖することができます。細かいところに注意して魚類のから
だのしくみを調べましょう。
講師：相澤毅さん（蒲郡市立図書館 司書）・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
にぼしの解剖（かいぼう）をしよう

23祝
マントル掘削 ～月より遠い道～

100 年以上前に地震学的に発見されたモホロビチッチ不連続
面。謎の多いこの境界にたどり着き、物質科学的に検証する国
際研究プロジェクト、マントル掘削を紹介します。
講師：道林克禎さん（名古屋大学大学院 環境学研究科 教授）
時間：10 時 30 分～ 12 時　対象：中学生以上　参加費：無料

あいちサイエンスフェスティバル連携サイエンストーク

23祝
フェルトのクリスマスオーナメント

フェルトのコースターにかざりをつけてクリスマス用
オーナメントをつくろう。
講師：加藤智子さん
時間：14 時～ 15 時　定員 20 名　参加費：無料

★
★

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）
時間：①11 時～ 11 時 30 分　②13 時 20 分～ 13 時 50 分
参加費：無料

平出さん・中村さんのマジックショー25日

問合先：蒲郡商工会議所テックスビジョン事務局 TEL 0533-68-7171

テックスビジョン2018ミカワ ワークショップ

しぼり染め体験

講師：東三河染色協同組合さん
①10 時～ 12 時　②13 時～ 15 時
各回 30 名　参加費：無料

ロープで小物づくり

講師：竹島クラフトセンターさん
①10 時～ 12 時　②13 時～ 15 時
小学生以上対象　参加費：無料

講師：クラフト作家
  （伊藤さん・倉谷さん）
①10 時～ 11 時　②11 時～ 12 時
③13 時～ 14 時
小学校高学年以上対象
各回 15 名　参加費：無料

三河木綿でオリジ
ナルコースターを
つくろう！

どんな模様ができ
るか楽しみ！とっ
てもきれいなハン
カチが作れます。

素敵な小物入れや
マクラメキーホル
ダーを作ろう！

17土

三河木綿手織り体験

★随時受付、材料がなくなり次第終了 ★①②9:15 ～、③12:15 ～整理券配布

3 年生以下は
保護者同伴（　　　　　　）

★①9:15 ～、②12:15 ～整理券配布

3Ｆ蒲郡の科学ひろば会場
各日 9 時～ 16 時 30 分

木工工作木工工作

鈴木敏道さん講師 100円料金

11/ 土 日

大人気！

３ ４

イベントカレンダー

第９回
惑星地球フォトコンテスト
入賞作品展

第９回
惑星地球フォトコンテスト
入賞作品展

11/17　 ～ 2/11土 祝 入場無料

展示解説「お～い！はやぶさ２」　講師：山中館長
2019

蒲郡商工会議所

第64回繊維総合展示会

（科学館西隣り）

会場
16・17
11/

開催
テックスビジョン2018ミカワ

三 河 自 慢 の テ キ ス タ イ ル

11/6, 13, 20, 27休館日
11月の

展示解説色々なお話

　聞いてみよう！色々なお話

　聞いてみよう！ 2018 年冬のミニ企画展


