
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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イベントカレンダー

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

９土

★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。

30 年度好評だった身の回りの不思議な現象を再現！　　　　　　　　　　　
あ！え？お！って、出ちゃう声。う～んと、うなって、　　　　
いいね！と、つぶやこう。一年間、ありがとう！
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　参加費：無料

★
★ なるほど ザ・サイエンス！No.12なるほど ザ・サイエンス！No.12２土

10日 海辺や川原にはいろいろな石ころがあります。手にとって
よーく見ると色や形、重さや種類などが違い、楽しい発見
があります。石ころを観察して、お気に入りの石ころ図鑑を作りましょう。
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：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

海辺や川原の石ころ図鑑をつくろう

日3/10 展示解説「ヘンてこなエビ？ アノマロカリス」　講師：永田専門嘱託員

17日 鏡を２枚つかって光をまげると、まがり角の先や自分
の後ろなど見ることのできない場所が見えます。さあ、
作ってみましょう。
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：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
ペリスコープ（せん望鏡）をつくろうペリスコープ（せん望鏡）をつくろう

24日 去年はこいのぼり、今年は、木の「かぶと」です。色紙をはった
り、色もぬって自分だけの「かぶと」を作りましょう。
講師：岡本清さん・「幹の家」の皆さん・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：300 円

五月人形 ～かぶとをつくろう～
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

３/５, 12, 19

開催時間　①12:00 ～　②15:00 ～

休館日
３月の

宝石をさがそう！宝石をさがそう！３日

結晶キラキラ花作り結晶キラキラ花作り
結晶を利用して、キラキラ光る造花ブーケを作りましょう。
講師：山田芳子さん（わくわく科学教室（安城市）  講師）
時間：14 時～ 15 時　定員：20 名　参加費：無料

９土

23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

身近な石の中には、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：永田専門嘱託員
時間：11 時～ 15 時　参加費：100 円
★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。

展示解説

世界最小のペット「ミジンコ」を飼おう！世界最小のペット「ミジンコ」を飼おう！
ミジンコの飼い方を伝授します。目指せ大繁殖！
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。

16土

一般科学講座 第 2 部 「大人の理科授業“Eureka!”」 ⑤一般科学講座 第 2 部 「大人の理科授業“Eureka!”」 ⑤
水とアロマオイル！

油が水に浮くのはなぜでしょう？水と油は溶け合うことが
できません。植物からアロマオイルを取り出し、水と油の不
思議な関係を見てみましょう。
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

一般科学講座
会員限定

ゲームをするなら GEO!ゲームをするなら GEO!17日 UNO（ウノ）に東三河の美しい自然を混ぜ込んだわくわく
カードゲーム GEO!! みんなも、お兄さんやお姉さんと遊
ぼう。さぁカードで戦え !!!
講師：愛知県立豊橋東高等学校 GLOBE の皆さん
時間：11 時～ 12 時　参加費：無料
★随時参加できます。直接会場へお越しください。

みて・ふれて・たしかめて、感覚（かんかく）にかかわる
実験をしよう！
講師：伊藤あかりさん
　　　（名古屋大学  環境医学研究所  技術補佐員）
時間：14 時～ 15 時　定員：20 名　参加費：無料

感じるあたま からだのなぞ21祝

くぎうちでキーフックをつくろう
かなづちをうまく使ってピンを曲げないようにトントン
トン。どんな物をかけようかな。
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：100 円

23土

会場
3/2　 ～ 6/23

3Ｆ蒲郡の科学ひろば 入場無料

企画展

     色 彩 2019
～宇宙から見た地球の姿～
     色 彩 2019
～宇宙から見た地球の姿～

鈴木敏道さん講師 100円料金

大人気！ 木工工作木工工作
３/２ ３

算数で手品 パート 2算数で手品 パート 2
好評につき第２弾！手品にはいろいろな種類がありま
すが、その中で算数を使う手品を紹介します。どうして
そうなるのかな？一緒に考えてみよう！
講師：黄瀬正敏さん（海陽中等教育学校 数学（数楽） 教諭）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　定員：各回 30 名　参加費：無料

30土

海を観る・地球を知る 2019

最先端の海洋研究を進める研究者たちが科学館にやって
きます。海洋研究の最前線を魅力たっぷりにご紹介します。
共催：名古屋大学宇宙地球環境研究所・生命の海科学館
時間：10 時～ 15 時　参加費：無料

体験！海洋研究最前線 in 蒲郡

海の中のマリンスノウは、地球環境の中で重要な役割を果たして
います。マリンスノウの秘密をめぐり、海の中を探検しませんか？
講師：鋤柄千穂さん（東京海洋大学 特任助教）
時間：11 時～ 12 時　参加費：無料

「海の中の雪（マリンスノウ）」
海を観る・地球を知る 2019　体験！海洋研究最前線 in 蒲郡　講演会

31日

日3/24 展示解説「アツコの知らない月世界」　講師：山中館長

ジオ

31日

土各日 9 時～ 16 時 30 分
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