
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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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皆さん
時間：13 時 20 分～ 13 時 50 分　参加費：無料

日6/9 展示解説「アツコの知らない月世界」講師：山中館長※②15:00 ～のみ

★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。

【午前】身の回りのふしぎを科学しよう。
【午後】カラフルなスライムづくりに挑戦。
講師：沓名健次さん（安城市立桜井中学校 教員）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：20 名（午後のみ）　参加費：①無料　②100 円
★午前はサイエンスショー、午後はワークショップです。

科学ふしぎ発見！ 133話科学ふしぎ発見！ 133話１土

「新元号 令和」アレンジメントフラワー「新元号 令和」アレンジメントフラワー
お花を使って新元号を祝うアレンジメントフラワーを
作ろう。テーブルなどに飾ってね。
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：100 円

22土

日6/23 展示解説「“イクチオサウルス” の正体」　講師：森学芸員

展示解説
開催時間　①12:00 ～　②15:00 ～

休館日
６月の

２日 みんなの憧れの昆虫、カブトとクワガタの最新研究を紹介します。
午後はカブトの幼虫観察ワークショップだよ！
講師：荒谷邦雄さん（九州大学 教授）
　　　新美輝幸さん（基礎生物学研究所 教授）・倉田智子さん（基礎生物学研究所 特任助教）
時間：①10 時 30 分～ 12 時　②14 時～ 15 時　定員：20 名（午後のみ）
参加費：無料　★午前は講演会、午後はワークショップです。

今日からキミもエビ・カニ博士！！８土

眠れない夜の月
お楽しみ！

★
Moon of a Sleepless Night

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

Haley the Sorcerer’s Speed Story

６/4, 11, 18, 25

９日 虹がでるしくみを実験で学び、実際に虹を作りましょう。
晴れていれば、外で、大きな虹を！
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
虹を科学する

15土

16日

JAXA（宇宙航空研究開発機構）＋YAC（日本宇宙少年団）＋生命の海科学館  共催

科学館でペットボトルロケットを作って、ラグーナビーチの芝生
広場で大空に向かって飛ばそう！
講師：佐藤雅浩さん（日本宇宙少年団 リーダー）
時間：10 時 30 分～ 16 時 ＊作製 10 時 30 分～ 12 時頃　休憩後午後から打ち上げ
会場：生命の海科学館・ラグーナビーチ
定員：20 組 (1 組 1 機のロケットを作製 )　参加費：200 円 / 組
★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。

身近な植物でコケ玉づくり水ロケットを作って飛ばそう! 蒲郡大会2019!

事前申込
（先着順）

一般科学講座 第 1 部 「エビのおなかはカニのふんどし ～十脚甲殻類のオモシロ分類学～」 ②一般科学講座 第 1 部 「エビのおなかはカニのふんどし ～十脚甲殻類のオモシロ分類学～」 ②
このエビ、何のエビ？ ～十脚甲殻類の同定について～20木

！

海のガンマン「テッポウエビ」、甲羅に顔を持つ「ヘイケガニ」。
不思議な魅力についてご紹介！
講師：永田専門嘱託員　時間：18 時 30 分～ 20 時頃
対象：大人向け　定員：30 名　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。

★
★

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23日

23日 鏡とホログラムシートやビーズなどを使って、オリジナル
万華鏡を作りましょう。もう、これは夢の世界！
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
きらきら輝く万華鏡をつくろう

身近な石のなかには、小さな宝石やきれいな鉱物が隠れ
ています。虫めがねや顕微鏡を使って宝石をさがします。
講師：山中館長　参加費：100 円
時間：29 日（土）11 時～ 14 時、30 日（日）11 時～ 15 時
★随時受付します。1Ｆ受付にお申し込みください。
※宝石がなくなり次第終了します。

30日

29土
宝箱の中の原石から宝石をさがそう！

ヌマエビすくい大会
ヌマエビは淡水産のかわいいエビです。ヌマエビの勉強を
した後、ヌマエビすくいを体験しよう！すくったエビは家
に持ち帰り、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
★水槽をお持ちください。

＋

29土

©micro museum lab inc.

探査機「はやぶさ 2」と小惑星リュウグウについて、チーム
メンバーがお話しします。
講師：橘省吾さん（東京大学大学院理学系研究科宇宙惑星科学機構 教授）
時間：11 時～ 12 時　参加費：無料
★13 時 30 分～ 20 分程度、3Ｆ展示室内で展示解説を開催します。（観覧券等が必要です）

「はやぶさ２」リュウグウ探査中！
もうすぐはやぶさの日！講演会 2019

９日

16日 自然素材の材料をつかって、好きな形の石鹸をつくろう。
講師：高橋優子さん（アロマセラピーサロン・教室 machino） 
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：300 円

アロマの石鹸づくりアロマの石鹸づくり

ワイヤーでアクセサリーを作ろう
フラットワイヤーでバラのペンダントとブレスレット
を作るよ。長さを調節できる結び方も練習しよう。
講師：加藤智子さん
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：100 円

月６ かからら新シアター上映スタート！新シアター上映スタート！

エビからカニに変身するペーパークラフトを作ろう。
今日から君もエビ・カニ博士！！
講師：永田専門嘱託員　時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 30 名　参加費：無料
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もうすぐムシの日！講演会＆ワークショップ

昆虫好き集まれ カブトムシ VS クワガタムシ

16日 竹島には多くの生き物がすんでいます。フシギなもの、おかしな
形のものなど、竹島でいろいろな生き物をさがしましょう。
講師：浅井インタープリター
時間：10 時～ 12 時頃　参加費：無料　★10:00 に科学館に集合してください。

竹島の生き物かんさつ
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

かがく工作室
会員限定

1999-2019

お
と

な
になっても　かが

く
か
ん

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）

おはなし！ 一般科学講座

講演会
★

★ マジック
ショー

★
★

事前申込
（先着順）

image source : JAXA


