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身のまわりのふしぎの理由を解き明かそう。電気のエネルギー
ができることは？台所にある黒色の粒と銀色のカップで、
水と湯で、電気を起こそう！
講師：沓名健次さん（形原中学校・歯科医療専門学校 講師）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 10 名（保護者の同伴は 1 名まで）　参加費：無料
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８日 国友一貫斎は江戸時代の鉄砲鍛冶です。西洋技術に学び、
日本で最初に（空）気砲をつくり、そのとき、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　時間：14 時～ 15 時
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
空気の重さを見つけた男 ～国友一貫斎～

22日 カイコさんの「まゆ」の中に、丸いおもりを入れて転がすと、
まるで生きているような不思議なおもちゃができます。
坂道ボードをつくって、転がしてみましょう。
講師：浅井インタープリター　参加費：200 円
時間：①10 時 30 分～ 11 時 30 分（蒲郡市内各学校の会員）
　　  ②14 時～ 15 時（蒲郡市外各学校の会員）

まゆ玉ころがし
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

重曹、クエン酸、アロマオイルで入浴剤を作ろう。
講師：小田暁子さん（ナチュラリスト）
時間：11 時～ 12 時　参加費：100 円
定員：10 名（保護者の同伴は 1 名まで）

１日
ラベンダー香るシュワシュワバスボム作り

理科実験室
会員限定

かがく教室
会員限定

15日
ミカンの木でカスタネットをつくろう
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

蒲郡の名産といえば、「ミカン」。枝の切り口は、うっすらと
ミカン色で、とても細かく、なめらかです。この枝を使って、
カスタネットを作りましょう。どんな音がするのかな？
講師：浅井インタープリター　参加費：100 円
時間：①10 時 30 分～ 11 時 30 分（蒲郡市内各学校の会員）
　　  ②14 時～ 15 時（蒲郡市外各学校の会員）

かがく工作室
会員限定

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：11 時～ 12 時　定員：10 名（保護者の同伴は 1 名まで）
参加費：無料

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
定員：10 名（保護者の同伴は 1 名まで）　参加費：無料

28土

大人気！木工工作木工工作

鈴木敏道さん講師 100円料金

9 時～15 時 30 分11/７土 ８日
※時間を短縮して開催します。
★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。

事前申込み
（先着順）

事前申込み
（先着順）

事前申込み
（先着順）

事前申込み
（先着順）

事前申込み
（先着順）

アンモナイトの化石のレプリカを作って、化石から
分かることを知っていこう。
講師：園原誠さん（岡崎市立男川小学校 教諭）
時間：11 時～ 12 時　定員：10 名（保護者の同伴は 1 名まで）　参加費：100 円

３祝
化石レプリカをつくろう

事前申込み
（先着順）

今回は蒲郡にとても身近な「海」をテーマに、近年注目
されている衛星データについて皆様に紹介します。
講師：牟田梓さん（株式会社 sorano me）
　　　勝間亮さん（株式会社サイエンス・クリエイト 航空宇宙プロジェクトリーダー）
会場：オンライン配信（YouTubeLive）　時間：19 時～ 20 時　参加費：無料
★当日ご自由に視聴いただけます。配信 URL は科学館ホームページをご覧ください。

３祝
宇宙から見た生命の海
ー蒲郡から世界をのぞむー

あいちサイエンスフェスティバル 2020・文化の日オンライン講演会

online

小さな世界をのぞいてみたら…！その1
顕微鏡を使うとあんなものや、こんなものの目に見えないと
ころも見ることができます。今回は電子顕微鏡を使って布や
糸を観察します。さて、どんな形をしているでしょう！
講師：小長谷専門嘱託員
会場：オンライン（ZOOM 予定）　時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 30 名　参加費：無料

14土

事前申込み
（先着順）

2020 年度一般科学講座2020 年度一般科学講座
 「大人の理科授業“Eureka!”」 オンライン①19木

！

身近な自然や生活の中にある不思議について、
実験や観察を通して学びます。
講師：山中館長　会場：オンライン（ZOOM 予定）　
時間：18 時 30 分～ 20 時頃　対象：大人向け
定員：20 組　参加費：無料

事前申込み
（先着順）

問合先：蒲郡商工会議所テックスビジョン事務局 TEL 0533-68-7171

テックスビジョン2020ミカワ ワークショップ
しぼり染め体験

講師：東三河染色協同組合さん
①10 時～ 12 時 ②13 時～ 15 時
各回 10 名　参加費無料

マスクデコしてみよう！

講師：竹島クラフトセンターさん
①10 時 ②11 時 ③13 時 ④14 時
小学生以上対象　各回 3 名
参加費無料

講師：クラフト作家
  （山中さん・近藤さん）
①10 時 ②11 時 ③13 時 ④14 時
小学校高学年以上対象
各回 5 名　参加費無料

三河木綿手織り体験

★事前予約です（保護者の同伴は 1 名まで）。科学館ホームページで予約受付します。内容については下記にお問合せください。

3 年生以下は
保護者同伴（　　　　　　）

科学館で開催

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：11 時～ 12 時　定員：10 名（保護者の同伴は 1 名まで）
参加費：無料

23祝
石っこ星人をつくろう！

事前申込み
（先着順）

小さな世界をのぞいてみたら…！その2
実はこんな秘密があったのか！今回は電子顕微鏡を使って、
身近なものを観察します。午前はコスメを、午後はお菓子を
観察します。
講師：小長谷専門嘱託員
会場：オンライン（ZOOM 予定）　時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 30 名　参加費：無料

事前申込み
（先着順）

蒲郡商工会議所

第66回繊維総合展示会

（科学館西隣り）

会場
20・21
11/

開催
テックスビジョン2020ミカワ

「Hello！New Normal」たのしく新しい生活様式へ

21土

マスクをかわいく飾
って自分だけのオリ
ジナルマスクを作ろ
う！

どんな模様ができ
るか楽しみ！とっ
てもきれいなハン
カチが作れます。

三河木綿でオリジ
ナルコースターを
つくろう！

11月の休館日
11/4, 10, 17, 24●イベントについてのご注意●

会員限定イベント以外は事前予約制です。科学館ホームページで予約受付します。新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止の観点から、開催可否やイベントの内容などが急遽変更にな
る場合があります。最新情報や注意事項は、随時ホームページでご確認ください。来館時の
お願いについては裏面をご確認ください。

イベントカレンダー

あそびに
おいでよ♪
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