
●イベント参加方法については裏面をご覧ください●
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ふしぎな現象を再現！　なぜ？をスッキリ解決！
水に浮く氷、サラダ油には？　砂糖水に塩水を注ぐと？
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　参加費：無料

★
★ 科学ふしぎ発見！ ♯139科学ふしぎ発見！ ♯139７土

光のふしぎ
光はどうやって進むの？色のしくみは？黒い炎を見よう。
 お兄さんたちと実験や牛乳パックカメラ工作をしよう！
講師：海陽中等教育学校４年（高校１年）の皆さん
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

西浦半島をめぐり、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～ 15 時 30 分頃　定員：30 名　
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）　参加費：500 円（昼食代含む）
★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。

ぶらぶら♪蒲郡  海めぐりジオツアー2019ぶらぶら♪蒲郡  海めぐりジオツアー2019！ 海と日本プロジェクト 海・みなと・蒲郡

１日

８日 炭とアルミホイル、1 円玉と 10 円玉などいろいろなもので
電池を作ります。最後は、実験している「君」が電池になります。
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
人間を電池に！ ～電池のひみつ～

14土
ビーズを通して結ぶネックレス

蒲郡の特産品、繊維ロープに親しもう！
蒲郡で作られた紐とビーズでネックレスを作ってみよう。
講師：加藤智子さん　時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

カニカニ合戦 ～ベンケイの巻～
人気講座につき２週連続開催！クロベンケイガニの勉強を
して飼育をしてみよう。※９月 21 日と内容は同じです。
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

15日

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）　定員：各回 24 名　参加費：無料
時間：①13 時 30 分～ 14 時　②14 時 30 分～ 15 時
★整理券は 12 時 45 分から 2 回分まとめて配布します。

16祝

一般科学講座 第 2 部 「古生物学 101」 ②
系統樹をつくろう ～系統解析～19木

！

図鑑に載っている系統樹がどのようにつくられて
いるのか、そのアイデアを学びまた体験します。
講師：森学芸員　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。

事前申込
（先着順）

二足歩行型ロボット
歩行型のロボットを組み立て、ロボットが 2 本の足で歩く
ための基本的な構造を学びます。
主催：生命の海科学館・トヨタ自動車（株）　講師：トヨタ技術会メンバー
時間：10 時 30 分～ 12 時 30 分　対象：小学 4 ～ 6 年生　定員：28 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。

TOYOTA 科学のびっくり箱！なぜなにレクチャー

21土

事前申込
（先着順）

カニカニ合戦 ～ベンケイの巻その２～
人気講座につき２週連続開催！クロベンケイガニの勉強を
して飼育をしてみよう。※９月 15 日と内容は同じです。
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

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」を作ります。
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

22日

21土

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

22日

第 47 回全国らんちゅう品評蒲郡大会

23祝
レザークラフトレザークラフト

かわいい革小物をつくろう！
講師：きらり　さん　時間：10 時～ 14 時 30 分
参加費：200 円

＋

28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

布のトートバック、巾着を作ろう布のトートバック、巾着を作ろう
トートバック、巾着に自分の好きな絵を描こう！
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：100 円

28土

28土 西浦半島の海上をめぐり、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 時頃　対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員：45 名　参加費：500 円（昼食代含む）　★詳しくは科学館ホームページをご覧ください。

ぶらぶら♪蒲郡  海めぐりシーツアー2019ぶらぶら♪蒲郡  海めぐりシーツアー2019！
海と日本プロジェクト 海・みなと・蒲郡

29日 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 Friends
　　    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～ 15 時　参加費：無料

★
★ C’mon, baby さあ理科 !!  化学マジックの世界へ一飛び

15日 竹島海岸には多くの生き物がすんでいます。ひょっとしたら
今年はタツノオトシゴに出会えるかも。
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）
時間：11 時 30 分～ 13 時 30 分　参加費：無料 ★11:30 に科学館に集合してください。

竹島海岸の生物を観察しよう（野外）

かがく教室
会員限定

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

22日 季節は秋になりましたが、でも、まだまだ夏の星座たちは夜空で
輝いています。それに、土星の輪も望遠鏡で見ることができます。
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）他の皆さん
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
★18:30 に蒲郡西部小学校運動場に集合してください。

星空観察 土星、火星、夏の星座（野外）
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

★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。

９/３, 10, 17, 24休館日
９月の

アポロから現在までの月探査で明らかとなった月と地球、
さらには太陽系の歴史と謎について紹介します。
講師：諸田智克さん（東京大学理学系研究科 准教授）
時間：11 時～ 12 時　参加費：無料
★13 時 30 分～ 20 分程度、3Ｆ企画展会場で展示解説を開催します。

月からわかる地球と太陽系の歴史
企画展「アナタの知らない月世界－The Moon－」クロージング講演会

14土

2019 月９ から

事前申込
（先着順）

事前申込
（先着順）

大人気！
鈴木敏道さん

9 時～ 16 時 30 分

９/14 土 15 日 16 祝

木工工作木工工作
100円

ⓒLPPM & nWave Pictures

お楽しみに！

★

新シアター
上映スタート！
新シアター

上映スタート！

★水槽をお持ちください。
★別の生き物になる場合もあります。

魚 カエル トカゲ ワニ 恐竜 鳥 人

★水槽をお持ちください。
★別の生き物になる場合もあります。

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）
ジオツアー
シーツアー

！おはなし！ 一般科学講座

★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、展示室観覧料が必要です。

日９/８ 「最初の人類の最古の足跡？」　講師：森学芸員
イベントカレンダー

日９/22 「生命のはじまり」　講師：山中館長

①12:00 ～
②15:00 ～

展示解説

祝９/16 「科学館・図書館スペシャルコラボ展示解説 “月”」
講師：山中館長・相澤毅さん（蒲郡市立図書館 司書）

講師

料金


