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ショップ

定例講座
（ワークショップ） おはなし

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。
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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
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18日 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、
逆さに回るこまなどいろいろな「こま」を作りましょう。
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

いろいろな「こま」を作って遊ぼう
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

こんな自由研究は？ ～セミのぬけがら教室～
セミのぬけがらをルーペでくわしく観察したり解剖したり
して、種類を調べたり、昆虫の体のつくりを学びます。
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：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　定員：各回 15 名　参加費：無料

19月

石っこ星人をつくろう！石っこ星人をつくろう！
身近にある岩石は何からできているんだろう？
蒲郡の岩石をじっくり観察してみよう！
講師：柿澤浩子さん（石っこプロジェクト）
時間：①13 時 30 分～ 14 時　②14 時 30 分～ 15 時
定員：各回 24 名　参加費：無料
★整理券は 12 時 45 分から 2 回分まとめて配布します。

20火

21水 水力・火力・風力発電模型で発電の仕組みを学ぼう。
講師：中部電力（株）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

電気のしくみを学ぼう！

22木 かがく実験３本立て！①シャボン玉の中に入ろう ②固体？
液体？不思議な物体ダイラタンシー ③ろ紙とインクで綺麗
な花を咲かせよう！
講師：竹本油脂（株）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

ひらめけ！かがやけ！かがくの力

ヒトのソシキをつくってみよう！
わたしたちの体のパーツであるソシキを、J-TEC でどの
ように作るのか体験してみよう！
講師：（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングの皆さん
時間：①10 時 30 分～ 11 時 30 分　②14 時～ 15 時
定員：各回 24 名　参加費：無料

23金

迷路を作ろう迷路を作ろう
デコパネにストローをつけてビー玉をころがして
遊ぼう。さぁ、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

24土

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）の皆さん
時間：①10 時～ 11 時　②11 時 30 分～ 12 時 30 分
定員：各回 24 名　参加費：無料　

パイプイス制作で“ものづくり”を学ぼう！25日

27火 子育て中のパパ＆ママ、子育て情報満載です！コンサートや
ふれあい遊び、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、科学館また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2019
蒲郡市子育て支援課・蒲郡市生命の海科学館 共催

28水 マルホンのごま油の製造工程をご紹介。小型搾油機による
搾油体験等を通してゴマの秘密にせまります。
講師：竹本油脂（株）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

ごまレッスン!ごまレッスン!

西の空に春の星座が残り、真上に夏の星座、東から秋の星座が
のぼり、季節は移ります。土星と木星も南の空に輝いています。
講師：浅井インタープリター
　　　相澤毅さん ( 蒲郡市立図書館 司書 ) ほか
時間：19 時～ 20 時　参加費：無料
★蒲郡西部小学校運動場に集合してください。

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
木星、土星や夏の星座をみてみよう（野外）25日

かがく教室
会員限定

26月 紙を折ってつなぐだけで、くるくる回るフシギなおもちゃ
のできあがり。宇宙でも活躍している折り紙のフシギを
体験してみよう！
講師： 杉浦清治さん ( 元繊維技術センター長 )　
時間：14 時～ 15 時　定員：20 名　参加費：無料

宇宙でも活躍！？フシギおり紙にチャレンジしよう

折った紙を開くとき、どんなアートができているかドキ
ドキするよ。だれでも失敗なくきれいな作品を作れます。
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：20 名　参加費：100 円

折染めに挑戦してみよう31土

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

29木 スポンジを使ってパペットのパクパクさんを作ります。
ふわふわの秘密も紹介します！身の回りのふわふわした
もの、どんなものがあるかな？？
講師：小長谷専門嘱託員
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

ふわふわワンダーランドふわふわワンダーランド

生命の海科学館は
今年で
開館20周年を
迎えました！

生命の海科学館は
今年で
開館20周年を
迎えました！

月

後半

イベントカレンダー

8/27 ～ 9/18/27 ～ 9/1
★時間はご確認ください。

着ぐるみ
くるよ！

会いに来てね♪会いに来てね♪

J-CREW プロジェクト
ウィーク
J-CREW プロジェクト
ウィーク

カブトムシ・クワガタを作ろうカブトムシ・クワガタを作ろう
木製部品を組み立てて、カブトムシかクワガタを作るよ。
講師：岡本清さんほか（幹の家）
時間：10 時～ 14 時（12 時～ 13 時休憩）　参加費：300 円
★随時受付します。1Ｆ受付にお申し込みください。※材料がなくなり次第終了します。

25日

二足歩行型ロボット
時間：10 時 30 分～ 12 時 30 分　対象：小学校 4 ～ 6 年生　定員：28 名
★8/31 から参加申し込み受付します。詳しくはホームページをご覧ください。

9/21
土開催

科学のびっくり箱！

なぜなにレクチャー 参加者募集！
予告


