
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、最新情報や注意事項は、ホームページでご確認ください。

●イベントについて●
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） おはなし講演会
★

★ マジック
ショー

令和元年に紹介した身の回りの不思議な現象を全部
見せます！ふしぎ。 なぜ、どうして？ 知りたい。 から
なるほど、そうだったのか！ の科学への好奇心に点火！
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！ ♯149科学ふしぎ発見！ ♯149７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

くぎうちでエンピツたてをつくろう！くぎうちでエンピツたてをつくろう！
エンピツたてをくぎうちでつくろう。つまようじやフェルト
シールを使って、デコるとカワイイよ★
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

22日 ゴム磁石を使って、木をくちばしでつつく「キツツキ」を作り
ます。他にも楽しい磁石の勉強をします。
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：100 円

磁石で動く「キツツキ」をつくろう
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

15日 今年の木の工作は、「かぶと」です。色紙をはったり、彩色して
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
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★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。

日３/８ 「彩る石たち ～ものがたり編～」講師：山中館長
開催時間　①12:00 ～　②15:00 ～

展示解説

日３/22 「地球の風景」講師：森学芸員

休館日
３月の ３/3, 10, 17, 24

鈴木敏道さん講師 100円料金

大人気！

9 時～ 16 時 30 分

木工工作木工工作
３/７土 ８日

28土

28土

イベントカレンダー

お楽しみに！
★

魔法使いハーレイの
スピードストーリー

Haley the Sorcerer’s Speed Story
©micro museum lab inc.

月３かからら好評につき
再上映スタート！
好評につき
再上映スタート！

蒲郡産の石を使ったレジンアクセサリー蒲郡産の石を使ったレジンアクセサリー
蒲郡のあちこちでよくみかける石をじっくり観察しよう。
最後は蒲郡で採れる宝石「ガーネット」を使ったストラップ
を作成してお持ち帰りします。
※レジン・紫外線ライトを使用しますので小さなお子様は保護者同伴。
講師：小長谷専門嘱託員
時間：13 時～ 13 時 50 分
定員：15 名（当日受付分）・15 名（検定受講者分）　参加費：300 円
※蒲郡観光キッズコンシェルジュからお申し込みいただいた方は無料。

１日

蒲郡観光キッズコンシェルジュ検定連携ワークショップ

蒲郡観光キッズコンシェルジュ検定 ＊予約制：～ 2 月 28 日

蒲郡の好きなところを色々な人に教えてあげられる
「蒲郡観光キッズコンシェルジュ」を募集！
検定を受けてキッズコンシェルジュになろう！

蒲郡を知ろう！勉強タイム：14 時～ 14 時 45 分
検定（テスト）：15 時～ 16 時（終了次第随時退出可能です）

蒲郡市観光協会　TEL 0533-68-2526

コラボ
企画

後期カンブリア McKay 層群から見つかる、特異な産状の
三葉虫化石の採集と巡検記。
講師：松井祥高さん（東海化石研究会実行委員）
時間：11 時～ 12 時　参加費：無料

カナディアンロッキーの三葉虫
市民講座

８日

８日 国友一貫斎は鉄砲作りの名人です。西洋技術に学び、日本で
最初に（空）気砲をつくり、空気にも重さがあることを発見
しました。真空装置を手作りして、空気の実験をします。
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）
時間：14 時～ 15 時　定員：15 名（当日受付分）　参加費：200 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
国友一貫斎に学ぶ ～空気を調べる～

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。

14土

すなの中から、アンモナイトの化石をさがそう！
自分で見つけた化石を一つ、お持ち帰りできます。
講師：科学館スタッフ　
時間：9 時 30 分～ 14 時　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。※アンモナイトがなくなり次第終了します。

アンモナイトをさがそう！20祝

21土

海を観る・地球を知る 2020

最先端の海洋研究を進める名古屋大学・宇宙地球環境研
究所の研究者たちが、生命の海科学館にやってきます。
海洋研究の最前線で行われている内容を、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

風の変化が予測できるように、海の流れも予測ができます。
そんな「海の天気予報」について紹介します。
講師：美山透さん
　　　（国立研究開発法人 海洋研究開発機構（JAMSTEC） 主任研究員）
時間：11 時～ 12 時　定員：60 名　参加費：無料
★当日先着順に整理券を配布します。１Ｆ受付にお申し込みください。

「海の天気予報」
海を観る・地球を知る 2020　体験！海洋研究最前線 in 蒲郡　講演会

29日

29日

対象：小学生
定員：30 名
参加費：300 円

※15:00～のみ

3Ｆ科学ひろば
会場

第 10 回第 10 回

入場無料

日本地質学会・生命の海科学館 共催企画展
惑星地球フォトコンテスト
入賞作品展
惑星地球フォトコンテスト
入賞作品展

最優秀賞：月下の大噴煙　写真：横江憲一さん

３/20　 ～６/28 日祝

★
★

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22日

＊予約時に事前予習ができるテキストを配布します

＊合格特典あり＊
（詳細は観光協会 HP をご覧ください）

＊お申し込み時にご予約ください

レジンアクセサリー
作りに参加できます！

希望者先着 15 名まで
ワークショップ参加費無料！

事前申込み
（先着順）

お申込み・お問合せ先


