
関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切

北
海
道

常呂川森林ふれあい推
進センター

平成27年7月下旬
森林環境教育
「オホーツクの森・探検隊」
森の中で、遊び貴重な体験をしてみましょう！

20名 未確定

部署名：常呂川森林ふれあい推進センター
TEL:0157-23-2960
FAX:0157-23-2472
住所:北見市北斗3丁目11-3

北
海
道

駒ヶ岳・大沼森林ふれ
あい推進センター

平成27年8月2日（日）

「樹木博士認定会（第3回）」
・樹木講座 
・識別試験
西大沼常設コース（七飯町）

30名 7月27日（月）

部署名：駒ヶ岳・大沼森林ふれあい推進センター
TEL:0138-51-0381
FAX:0138-51-8178
住所:函館市駒場町2-13

北
海
道

ウトナイ湖野生鳥獣保
護センター

7月25日

事業名：夏休み子供スペシャル　環境省アクティブレンジャー
の仕事体験
事業概要：国指定ウトナイ湖鳥獣保護区内でゲームをしながら
自然情報を収集し、集めた情報を元に散策マップを作成しま
す。また、まとめの時間に日常生活の中できる環境保全活動に
ついて話し合い、地図とともにAR日記で広く情報発信をしま
す。

15名
7月24日（金）
定員になり次第

締切

部署名:ウトナイ湖野生鳥獣保護センター
TEL:0144－58－2231
所在地:〒059-1365　北海道苫小牧市字植苗156-26　
URL：
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/utonai/hogo_c
enter.html

北
海
道

札幌管区気象台 7月17日
事業名:カルチャーナイト2015
事業概要:わくわく実験ショー、台内一般公開、高層気象観測
一般公開（放球実演）、測器展示、スタンプラリー等

部署名:札幌管区気象台業務課
TEL:011-611-3217
FAX:011-644-9674
所在地:北海道札幌市中央区北2条西18-2

北
海
道

函館地方気象台 7月18日
事業名:気象台見学会
事業概要:施設見学、実験（地震波の伝わり方、液状化、津波
発生装置、竜巻発生装置など）、お天気相談等

部署名:函館地方気象台業務･危機管理官Ｇ
TEL:0134-46-2214
FAX:0134-46-1599
所在地:北海道函館市美原3-4-4

北
海
道

室蘭地方気象台 8月1日
事業名:気象台見学会
事業概要:現業室見学、お天気教室、パネル展示ほか

部署名:室蘭地方気象台
TEL:0143-22-2598
FAX:0143-22-2601
所在地:北海道室蘭市山手町2-6-8

北
海
道

釧路地方気象台 7月11日
事業名:お天気ランド2015
事業概要:職場見学、防災講座、実験・工作コーナー、観測機
器・展示パネル展示等

部署名:釧路地方気象台
TEL:0154-31-5145
FAX:0154-31-5147
所在地:北海道釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎

北
海
道

網走地方気象台 7月25日
事業名:施設見学会
事業概要:パネル・観測機器等展示、実験等

部署名:網走地方気象台（総務係長）
TEL:0152-44-6891
FAX:0152-43-4382
所在地:北海道網走市台町2-1-6

北
海
道

稚内地方気象台 8月1日
事業名:稚内地方気象台施設見学会
事業概要:お天気教室、津波発生装置、竜巻発生装置、計測震
度計、熱映像装置、はれるん

部署名:稚内地方気象台防災管理官G
TEL:0162-23-2679
FAX:0162-24-5951
所在地:北海道稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎

北
海
道

新千歳航空測候所稚内
空港出張所

8月9日

事業名:空の日見学会（仮）
事業概要:気象施設見学、ペーパークラフト、
ペーパープレーン、はれるん着ぐるみ、
測器展示、実験等（全て仮）

部署名:新千歳航空測候所稚内空港出張所
TEL:0162-26-2638
FAX:0162-26-2283

北
海
道

新千歳航空測候所函館
空港出張所

未定
事業名:函館エアポートフェスタ'15
（仮題）
事業概要:職場見学

部署名:新千歳航空測候所
函館空港出張所
TEL:0138-57-4003
FAX:0138-57-4028

北
海
道

7月25日（金）
「東川大雪山愛護少年団」旭岳清掃登山

（開催場所：旭岳）

部署名:東川自然保護官事務所
TEL:０１６６－８２－２５２７
FAX:０１６６－８２－５０８７
所在地:北海道上川郡東川町東町1-13-15
URL：RO-HIGASHIKAWA@env.go.jp

北
海
道

8月上旬
大雪十勝岳愛護少年団交歓会

（開催場所：上川町）

部署名:東川自然保護官事務所
TEL:０１６６－８２－２５２７
FAX:０１６６－８２－５０８７
所在地:北海道上川郡東川町東町1-13-15
URL：RO-HIGASHIKAWA@env.go.jp

北
海
道

函館工業高等専門学校
8月8日(土)，9日(日)
9:00～15:00

一日体験入学会 未定 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0138-59-6333
FAX:0138-59-6300
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

北
海
道

函館工業高等専門学校
7月25日(土)
9:30～10:30

たいようのちからを知ろう！～不思議なビーズでアクセサリー
作り～

小学生以上
40名

6月26日～7月7
日

部署名:総務課研究協力係
TEL:0138-59-6345
FAX:0138-59-6310
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

北
海
道

函館工業高等専門学校
7月25日(土)
13:00～16:00

技術職員のものづくり講座①～いろいろな金属～
小学4年生～中

学生
20名

6月29日～7月8
日

部署名:総務課研究協力係
TEL:0138-59-6345
FAX:0138-59-6310
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

北
海
道

函館工業高等専門学校
7月26日(日)
9:30～11:00

でんきをつくろう!～ぶんぶんゴマ発電～
小学生以上

30名
6月26日～7月7

日

部署名:総務課研究協力係
TEL:0138-59-6345
FAX:0138-59-6310
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

北
海
道

函館工業高等専門学校
7月26日(日)
13:00～16:00

技術職員のものづくり講座②～お菓子ケースのLEDライト～
小学4年生～中

学生
20名

6月29日～7月8
日

部署名:総務課研究協力係
TEL:0138-59-6345
FAX:0138-59-6310
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

北
海
道

函館工業高等専門学校
8月1日(土)
10:00～12:00

夏の汗を流す！～オリジナル入浴剤づくり～
小中学生
10名

7月3日～7月14
日

部署名:総務課研究協力係
TEL:0138-59-6345
FAX:0138-59-6310
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

北
海
道

函館工業高等専門学校
8月1日(土)
13:00～16:00

エレキギターのしくみ
小中学生

6名
7月3日～7月14

日

部署名:総務課研究協力係
TEL:0138-59-6345
FAX:0138-59-6310
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

取組内容 問い合わせ先
※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合

環境省
東川自然保護官事務所

地
域

機関等名 日程
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地
域

機関等名 日程

北
海
道

函館工業高等専門学校
8月2日(日)
13:00～15:30

オリジナルスタンプ製作
小学4～6年生

10名
7月6日～7月15

日

部署名:総務課研究協力係
TEL:0138-59-6345
FAX:0138-59-6310
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

北
海
道

函館工業高等専門学校
8月18日(火)
9:00～12:00

はじめての電子工作～LEDイルミネーションを作ってみよう！
～

小学4年生以上
10名

7月22日～7月31
日

部署名:総務課研究協力係
TEL:0138-59-6345
FAX:0138-59-6310
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

北
海
道

函館工業高等専門学校
8月18日(火)
13:30～16:00

コンピュータデザイン工作
小学5年生～中

学生
10名

7月22日～7月31
日

部署名:総務課研究協力係
TEL:0138-59-6345
FAX:0138-59-6310
所在地:函館市戸倉町14-1
URL:http://www2.hakodate-ct.ac.jp/

北
海
道

釧路工業高等専門学校 平成27年8月8日
コンクリートで遊ぼう！
楽しいお面づくり

小学1年生～6年
生

(3年生以下は保
護者同伴)

10名

7月17日

部署名：総務課研究協力室
TEL:0154-57-7216
FAX:0154-57-5360
住所:釧路市大楽毛西2-32-1
URL:http://www.kushiro-ct.ac.jp

北
海
道

釧路工業高等専門学校 平成27年8月9日
テクノアートラボ 2015 part1
～きらきら光る額縁アートを
作ろう～

小学3年生～中
学生

(4年生以下は保
護者同伴）

20名

7月17日

部署名：総務課研究協力室
TEL:0154-57-7216
FAX:0154-57-5360
住所:釧路市大楽毛西2-32-1
URL:http://www.kushiro-ct.ac.jp

北
海
道

釧路工業高等専門学校 平成27年8月13日 コンピュータでロボットを動かそう
小学5年生～中

学生
15名

7月17日

部署名：総務課研究協力室
TEL:0154-57-7216
FAX:0154-57-5360
住所:釧路市大楽毛西2-32-1
URL:http://www.kushiro-ct.ac.jp

北
海
道

北海道大学北方生物圏
フィールド科学セン
ター

平成27年7月4日～5日

事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
事業概要：「オタマジャクシはすごい～実験でわかる動物たち
の生き残り戦略～」どんな違いがあるのか、そしてその理由は
なんなのか、観察と実験をくりかえし、明らかにしていきま
す。

20名 6月22日

部署名:学術協力担当
TEL:011-706-2572
FAX:011-706-4930
所在地:札幌市北区北11条西10丁目

北
海
道

北海道大学北方生物圏
フィールド科学セン
ター

平成27年7月20日

事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
事業概要：「水中の動物はどうやって動いてる？～装着型記録
計による行動計測をしてみよう！～」最新の機器を使って、実
際に行動データの取得・解読を体験する。

20名 6月30日

部署名:学術協力担当
TEL:011-706-2572
FAX:011-706-4930
所在地:札幌市北区北11条西10丁目

北
海
道

北海道大学北方生物圏
フィールド科学セン
ター

平成27年7月25日

事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
事業概要：「体験！ベリー研究の最前線“君も育種家になろ
う！”」実際に農場で作物に触れ、果実を味わい、作物栽培へ
の興味を喚起する。最新の品種改良の技術の体験や品質調査の
実験を行う。

20名 7月10日

部署名:学術協力担当
TEL:011-706-2572
FAX:011-706-4930
所在地:札幌市北区北11条西10丁目

北
海
道

北海道大学北方生物圏
フィールド科学セン
ター

平成27年7月25日

事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
事業概要：「海の森の調査隊～おしょろの“こんぶ”を守るに
は！？～」コンブ藻場を理解しその保全に向けた取組みの一端
を体験する。忍路臨海実験所の前浜で磯観察、船上観察、海藻
採集、実験室で海藻の同定・標本作製を行う。

15名 7月10日

部署名:学術協力担当
TEL:011-706-2572
FAX:011-706-4930
所在地:札幌市北区北11条西10丁目

北
海
道

北海道大学北方生物圏
フィールド科学セン
ター

平成27年8月1日
～2日

事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
事業概要：「のぞいてみよう海の底、北海道の魚たちをまるご
とリサーチ」北日本の海の生き物を通じ、環境問題を意識させ
る。臼尻水産実験所の前浜で、シュノーケリングで磯観察、地
引き網で生物量調査、調査成果の発表を行う。

15名 7月24日

部署名:学術協力担当
TEL:011-706-2572
FAX:011-706-4930
所在地:札幌市北区北11条西10丁目

北
海
道

北海道大学北方生物圏
フィールド科学セン
ター

平成27年8月19日

事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
事業概要：「有機農業の入り口・肥料がなくても野菜や育つ」
堆肥や緑肥を活用した有機作物を北大農場で観察する。害虫が
つかない野菜の観察と収穫、土壌分析を行い、有機農業理解の
一助とする。

20名 7月31日

部署名:学術協力担当
TEL:011-706-2572
FAX:011-706-4930
所在地:札幌市北区北11条西10丁目

北
海
道

北見工業大学 8月1日（土）
「おもしろ科学実験」
小・中学生を対象として身近な物や現象をテーマに実験やもの
づくりを行います。

約500人
7月7日（火）
（予定）

部署名:研究協力課地域連携担当
TEL:0157-26-9158
FAX:0157-26-9373
所在地:北海道北見市公園町165番地

北
海
道

帯広畜産大学 平成27年7月12日
事業名：ふれあい牧場親子体験学習
事業概要：小学4～6年生と保護者を対象に、牛の身体の仕組み
などを学び、牛とふれあい、いのちの大切さを感じてもらう

小学4～6年生と
保護者25組

6月30日

部署名:帯広畜産大学研究支援課
TEL:0155-49-5776
FAX:0155-49-5289
所在地:帯広畜産大学
URL：http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter/kouken_koukai.html

青
森
県

青森地方気象台 7月23日

事業名:お天気フェア「わくわく！　ドキドキ！　体験しよ
う！
事業概要:工作、気象実験、気象観測機器展示、南極の氷、施
設見学、起震車により地震体験

部署名:青森地方気象台
TEL:017-741-7411
FAX:017-741-7007
所在地:青森県青森市花園1-17-19

青
森
県

環境省
東北地方環境事務所
西目屋自然保護官事務
所

8月1日（土）
～
8月3日（月）

「子どもパークレンジャー」
白神山地森・里・川のつながり自然体験キャンプin赤石川 20名

定員に達し次第
受付終了

部署名:西目屋自然保護官事務所
TEL:0172-85-2622
FAX:0172-85-2635
所在地:青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田61-1

青
森
県

環境省
東北地方環境事務所
西目屋自然保護官事務
所

8月5日（水）
～
8月7日（金）

「子どもパークレンジャー」
白神山地森・里・川・海のつながり自然体験キャンプin十二湖 20名

定員に達し次第
受付終了

部署名:西目屋自然保護官事務所
TEL:0172-85-2622
FAX:0172-85-2635
所在地:青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田61-1

青
森
県

東北大学浅虫海洋生物
学教育研究センター

平成27年7月4日(土)

事業名：夏の自然科学教室
事業概要：浅虫海洋生物学教育研究センターと青森県黒石市教
育研究所（教育委員会）の共催で、黒石市内全小学校の5,6年
生から児童を募り、浅虫センターにおいて、海洋生物を通じて
生き物の不思議を体験させる。

（40～50名の予
定）

※募集が開始さ
れていないた
め、把握してい
ない。

部署名:浅虫海洋生物学教育学研究センター（経塚）
TEL:017-752-3397
FAX:017-752-2765
所在地:青森市浅虫坂本9
URL：http://www.biology.tohoku.ac.jp/lab-www/asamushi/
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関連イベント 別紙3
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募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

青
森
県

弘前大学 平成27年7月30日(木)
事業名：救命救急センターを知ろう
事業概要：救命救急センター内の見学（外来、集中治療室、ヘ
リポート）と心肺蘇生法の体験

10名 7月16日

部署名:高度救命救急センター
TEL:0172-39-5375
FAX:0172-39-5375
所在地:
URL：（設置している場合）

岩
手
県

盛岡地方気象台 8月8日
事業名:夏休みお天気フェア2015
事業概要:気象台内見学、気象観測機器等展示、温暖化・津波
などの写真展示等

部署名:盛岡地方気象台
TEL:019-622-7869・7870
FAX:019-624-3049
所在地:岩手県盛岡市山王町7-60

岩
手
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年8月22日
事業名：いわて銀河フェスタ
事業概要：水沢VLBI観測所特別公開

- -

部署名：国立天文台水沢VLBI観測所庶務係
TEL：0197-22-7111
FAX：0197-22-7120
所在地：岩手県奥州市水沢区星ガ丘町2-12
URL：http://www.miz.nao.ac.jp/

宮
城
県

国立研究開発法人水産
総合研究センター東北
区水産研究所

8月22日
研究所の一般公開
研究の紹介、タッチプール、ミニ水族館など

- -

部署名：東北区水産研究所塩釜庁舎
TEL:022-365-1191
FAX:022-367-1250
住所:宮城県塩釜市新浜町3-27-5
URL：http://tnfri.fra.affrc.go.jp

宮
城
県

仙台管区気象台 7月19日

事業名:お天気・じしん百科展2015 in サイエンスデイ（仮）
事業概要:実験コーナー、観測機器やパネル展示、地震体験車
「ぐらら」による地震体験、気象台職員や予報士によるミニ講
座　等

部署名:仙台管区気象台業務課
TEL:022-297-8102
FAX:022-291-7589
所在地:宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第３合同庁舎

宮
城
県

東北大学　
教育・学生支援部

平成27年8月5日(水)～
平成27年8月7日(金)

子どもたち（仙台市立中学校及び仙台青陵中等教育学校（前
期）の生徒）が、東北大学の教員による世界トップレベルにあ
る科学の研究について講演を聴いたり、東北大学内にある最先
端の研究施設で見学や実験等の体験活動を行う。

仙台市で募集
6月19日  (仙台

市)

部署名:仙台市教育委員会
TEL:022-214-8875
FAX:022-214-4437
所在地:仙台市青葉区一番町4-1-25

秋
田
県

東北森林管理局技術普
及課

7月25日（土）
　「仁別の森林（もり）で遊ぼう！夏休み親子森林教室」
　森林の中で自然と親しみ、遊び、学ぶ喜びを味わうことので
きるよう自然観察や木工製作等を行う。

親子13組 7月上旬

部署名:東北森林管理局技術普及課
TEL:018-836-2211
FAX:018-836-2012
所在地:秋田県秋田市中通5-9-16

秋
田
県

秋田地方気象台 7月11日
事業名:お天気フェアあきた2015
事業概要:施設見学、観測機器やパネルの展示、お天気相談所
の開設　、気象に関する実験コーナーの開設　他

部署名:秋田地方気象台
TEL:018-824-0376
FAX:018-824-5938
所在地:秋田県秋田市山王7-1-4 秋田第二合同庁舎

秋
田
県

秋田大学教育文化学部
天文台

平成27年7月4日

事業名：秋田大学教育文化学部天文台イベント
事業概要：天文サイエンスカフェ（18:00-18:30）、天文講演
会（19:00-19:30、講師：上田晴彦教授）、夜間天体観察会
（19:30-20:30、木星，金星、土星，M5球状星団の観察、中学
生以下は保護者同伴、保険料一人50円）

30名
当日会場にて申
込を受け付けま
す

部署名:秋田大学教育文化学部天文台
TEL:018-889-2655
FAX:018-889-2655
所在地:秋田県秋田市手形学園町１－１
URL：http://www.gipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/index-c.html

秋
田
県

秋田大学 平成27年7月5日
事業名：第2回子どもものづくり教室
事業概要：科学に直接触れ、体験することのできる体験型授業
（対象：小中学生）

20名 7月1日(予定)

部署名:ものづくり創造工学センター
TEL:018-889-2806
FAX:018-889-2806
所在地:秋田県秋田市手形学園町1-1
URL：http://www.mono.akita-u.ac.jp

秋
田
県

秋田大学ベンチャーイ
ンキュベーションセン
ター

平成27年7月28日(火)
～7月31日(金)
10:00～15:00
（初日は13:00～
17:30）

あきたサイエンスクラブ科学講座
「光について調べよう！光を使って調べよう！」
※本取組は秋田県から委託を受けて実施しています。

20名×4講座
（延べ80人）

6月30日（火）

部署名:秋田県学術振興課科学振興・産学官連携班
TEL:018-860-1267
FAX:018-860-1225
所在地:秋田市山王4-1-1
URL：http://common.pref.akita.lg.jp/asc/

秋
田
県

秋田大学国際資源学部
附属鉱業博物館

平成27年7月下旬～8月
上旬の連続した2日間
（H26年は7月28日(月)
～7月29日(火)

事業名：ジュニアサイエンススクール
概　要：小学6年生児童を対象に行う地学に関連した体験学
習。1日目はフィールドにて鉱物あるいは化石を採集し、2日目
は関連した講義と標本作製を行う。

20名程度

※申込期間(予
定)
6月下旬～7月上
旬の2週間
<土日を除く電
話申込>

部署名:秋田大学国際資源学部附属鉱業博物館
TEL:018-889-2461
FAX:018-889-2465
所在地:秋田市手形大沢28-2
URL：http://mus.akita-u.ac.jp/

秋
田
県

秋田大学教育文化学部
天文台

平成27年8月1日

事業名：秋田大学教育文化学部天文台イベント
事業概要：スターウィーク特別企画（予定、16:30-17:20）、
天文サイエンスカフェ（17:30-18:00）、天文講演会（18:30-
19:00）、夜間天体観察会（19:00-20:00、月・土星・M13球状
星団の観察、中学生以下は保護者同伴、保険料一人50円）

30名
当日会場にて申
込を受け付けま
す

部署名:秋田大学教育文化学部天文台
TEL:018-889-2655
FAX:018-889-2655
所在地:秋田県秋田市手形学園町１－１
URL：http://www.gipc.akita-u.ac.jp/~narita/au-at/index-c.html

秋
田
県

秋田大学 平成27年8月16日

事業名：第3回子どもものづくり教室
モデルロケット製作・打上体験
事業概要：ものづくりを通して，広く工学に親しみ理工系に対
する興味関心を高める

50名 8月1日

部署名:ものづくり創造工学センター
TEL:018-889-2806
FAX:018-889-2806
所在地:秋田県秋田市手形学園町1-1
URL：http://www.mono.akita-u.ac.jp

秋
田
県

一般社団法人あきた宇
宙コンソーシアム
秋田大学(共催）

平成27年8月16日

事業名：第11回能代宇宙イベント
事業概要：水ロケットならびにモデルロケット打上げ体験な
ど、子どもから大人まで参加することができるイベントを実施
する。

- -

部署名:ものづくり創造工学センター
TEL:018-889-2806
FAX:018-889-2806
所在地:秋田県秋田市手形学園町1-1
URL：http://www.mono.akita-u.ac.jp

秋
田
県

秋田県立図書館 7月4日（土）
七夕おはなし会
（絵本の読み聞かせ）

－ －

部署名　情報サービス班
Tel　018-866-8400
Fax　018-866-6200
住所　秋田市山王新町14-31
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

秋
田
県

秋田県立図書館 7月18日（日）
おはなしタイム
（絵本の読み聞かせ）

－ －

部署名　情報サービス班
Tel　018-866-8400
Fax　018-866-6200
住所　秋田市山王新町14-31

秋
田
県

秋田県立図書館
8月2日(日)
8月16日(日)

おはなしタイム
（絵本の読み聞かせ）

－ －

部署名　情報サービス班
Tel　018-866-8400
Fax　018-866-6200
住所　秋田市山王新町14-31

秋
田
県

秋田県青少年
交流センター

8月17日(月)～19日
(水)

イングリッシュキッズ
プロジェクト

秋田市内の小5
～小6
20名

未定

部署名　事業担当
Tel　018-880-2301
Fax　018-880-2303
住所　秋田市寺内神屋敷3-1

秋
田
県

秋田県立
大館少年自然の家

7月18日(土)～19日
(日)

ファミリーキャンプ ３０名 ７月上旬

部署名　指導班
Tel　0186-43-3174
Fax　0186-43-3175
住所　大館市東字岩神沢３１

秋
田
県

秋田県立
大館少年自然の家

7月30日(木)～8月2日
(日)

（わんぱく・３ぱく・体験活動プロジェクト事業）
夏のアドベンチャー

２５名 7月8日（水）

部署名　指導班
Tel　0186-43-3174
Fax　0186-43-3175
住所　大館市東字岩神沢３１

秋
田
県

秋田県立
大館少年自然の家

8月16日(日) 大文字と花火鑑賞ナイト ５０名 ７月下旬

部署名　指導班
Tel　0186-43-3174
Fax　0186-43-3175
住所　大館市東字岩神沢３１

秋
田
県

秋田県立
大館少年自然の家

8月22日(土) 夏のスターウォッチング ３０名 －

部署名　指導班
Tel　0186-43-3174
Fax　0186-43-3175
住所　大館市東字岩神沢３１

秋
田
県

秋田県立岩城
少年自然の家

7月18日(土)～19日
(日)

「自然の家」オープンデー 一般 －

部署名　指導班
Tel　0184-74-2011
Fax 0184-74-2012
住所　由利本荘市岩城赤平字長ヶ沢260-8

秋
田
県

秋田県立岩城
少年自然の家

7月25日(土)
親子・家族でエンジョイ
（貝殻小物作り）

親子・家族 －

部署名　指導班
Tel　0184-74-2011
Fax 0184-74-2012
住所　由利本荘市岩城赤平字長ヶ沢260-8

秋
田
県

秋田県立岩城
少年自然の家

8月1日(土)～2日(日)
親子・家族でキャンプ
（鳥海登山・テント泊等）

親子・家族１０
組

7月15日（水）

部署名　指導班
Tel　0184-74-2011
Fax 0184-74-2012
住所　由利本荘市岩城赤平字長ヶ沢260-8

秋
田
県

秋田県立岩城
少年自然の家

8月6日(木)～9日(日)
わんぱく・３ぱく・夏のアドベンチャー（鳥海登山・カヌー
等）

子ども
２０人

7月23日（木）

部署名　指導班
Tel　0184-74-2011
Fax 0184-74-2012
住所　由利本荘市岩城赤平字長ヶ沢260-8

秋
田
県

秋田県立岩城
少年自然の家

8月8日(土)～9日(日)
アクアパル移動創作教室
（自然物工作等）

一般 －

部署名　指導班
Tel　0184-74-2011
Fax 0184-74-2012
住所　由利本荘市岩城赤平字長ヶ沢260-8

秋
田
県

秋田県立岩城
少年自然の家

8月15日(土)～16日
(日)

「自然の家」オープンデー 一般 －

部署名　指導班
Tel　0184-74-2011
Fax 0184-74-2012
住所　由利本荘市岩城赤平字長ヶ沢260-8

秋
田
県

秋田県立岩城
少年自然の家

8月29日(土)～30日
(日)

親子・家族でキャンプ
（カヌー・テント泊等）

親子・家族１０
組

8月10日(月)

部署名　指導班
Tel　0184-74-2011
Fax 0184-74-2012
住所　由利本荘市岩城赤平字長ヶ沢260-8

秋
田
県

秋田県立
近代美術館

7月20日(月・祝)
8月23日(日)

「魔法の美術館」
ギャラリーツアー

－ －

部署名　学芸班
Tel　0182-33-8855
Fax　0182-33-8858
住所　横手市赤坂字富ヶ沢６２－４６

秋
田
県

秋田県立
近代美術館

8月9日(日)
ワークショップ
「光の箱をつくろう」

午前午後
各２５名

7月29日（火）

部署名　学芸班
Tel　0182-33-8855
Fax　0182-33-8858
住所　横手市赤坂字富ヶ沢６２－４６

秋
田
県

秋田県立
近代美術館

8月30日(日)
ミュージアムコンサート
「サックス四重奏」

－ －

部署名　学芸班
Tel　0182-33-8855
Fax　0182-33-8858
住所　横手市赤坂字富ヶ沢６２－４６

秋
田
県

秋田県立博物館
7月19日(日)
8月23日(日)

"昆虫教室
～採集と標本作り～"

小３以上
20名

実施日の
３日前まで

部署名　普及・広報班
Tel　018-873-4121
Fax　018-873-4123
住所　秋田市金足鳰崎字後山52

秋
田
県

秋田県立博物館 7月25日(土) 夜の昆虫採集会
小３以上
20名

実施日の
３日前まで

部署名　普及・広報班
Tel　018-873-4121
Fax　018-873-4123
住所　秋田市金足鳰崎字後山52

秋
田
県

秋田県立博物館 8月2日(日) プロバーダー養成講座
小１以上
10名

実施日の
３日前まで

部署名　普及・広報班
Tel　018-873-4121
Fax　018-873-4123
住所　秋田市金足鳰崎字後山52

秋
田
県

秋田県立博物館 8月5日(水) 親子で楽しむ藍染め体験
年少以上
親子10組

実施日の
３日前まで

部署名　普及・広報班
Tel　018-873-4121
Fax　018-873-4123
住所　秋田市金足鳰崎字後山52

秋
田
県

秋田県立博物館
8月9日(日)
8月23日(日)

子どもと大人の土器作り教室
小４以上
10名

実施日の
３日前まで

部署名　普及・広報班
Tel　018-873-4121
Fax　018-873-4123
住所　秋田市金足鳰崎字後山52

秋
田
県

秋田県立博物館 8月19日(水) アイの生葉で染める
小１以上
40名

実施日の
３日前まで

部署名　普及・広報班
Tel　018-873-4121
Fax　018-873-4123
住所　秋田市金足鳰崎字後山52

秋
田
県

秋田県立
農業科学館

8月2日(日)
サン・アグリンゼミナール
「そば打ち」

６組 7月31日(金)

部署名　学芸班
Tel　0187-68-2300
Fax  0187-68-2351
住所  大仙市内小友字中沢１７１－４

秋
田
県

秋田県
自然体験活動センター

8月19日(水)～21日
(金)

あきた白神わんぱく夏塾 小学生２５人 7月24日(金)

部署名　研修企画係
Tel　0185-77-4455
Fax  0185-77-4456
住所　山本郡八峰町八森字御所の台53-1
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

山
形
県

東北農政局庄内あさひ
農地保全事業所

9月15日（火）

地元小学校２校を対象とした校外学習

「地すべり対策地域の現地学習会」
・地すべり対策の必要性の学習
・地すべりのしくみに関するパネル、模型による説明
・現地において地すべり対策工の説明

- 申込終了

部署名:東北農政局庄内あさひ農地保全事業所
TEL:0235-58-1521
FAX:0235-53-2901
所在地:山形県鶴岡市下名川字村下102-2
URL：http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kokuei/shonai-asahi/top.html

山
形
県

山形地方気象台 8月11日
事業名:お天気フェアやまがた2015（仮）
事業概要:起震車実演、観測施設・予報作業現場の見学、土砂
崩れ実験、観測測器展示、天気相談コーナー等

部署名:山形地方気象台
TEL:023-624-1946
FAX:023-625-3198
所在地:山形県山形市緑町1-5-77

山
形
県

鳥海イヌワシみらい館
（環境省猛禽類保護セ
ンター）

7月18日(土)～8月16日
(日)

事業名：夏休み体験プログラム
事業概要：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①7月18日(土)～26日(日)「木片スライスでクラフトしよう」
②7月27日(月)～8月2日(日)「蜜ろうそく作り」
③8月3日(月)～8月9日(日)「エコバッグを作ろう」
④8月10日(月)～8月16日(日)「お鷹ぽっぽの絵付け」
(※すべて要参加費)

なし 申込み不要

部署名:猛禽類保護センター活用協議会事務局
TEL:0234-64-4681
FAX:0234-64-4683
所在地:〒999-8207　山形県酒田市草津湯ノ台71-1
URL：http://www.raptor-c.com/

山
形
県

鳥海イヌワシみらい館
（環境省猛禽類保護セ
ンター）

7月18日(土)～8月31日
(月)

事業名：猛禽類保護センター15周年夏休み特別企画展示「イヌ
ワシのみらいわたしたちのみらい」
事業概要：「みらい」をテーマに、イヌワシと私たちの今とこ
れからを考える参加型の展覧会。みんなで「みらい」について
考えてみましょう！

なし 申込み不要

部署名:猛禽類保護センター活用協議会事務局
TEL:0234-64-4681
FAX:0234-64-4683
所在地:〒999-8207　山形県酒田市草津湯ノ台71-1
URL：http://www.raptor-c.com/

茨
城
県

農研機構
（中央農業総合研究セ
ンター、作物研究所、
野菜茶業研究所、農研
機構本部）

7月25日（土）
9時30分～16時

夏休み公開 － －

部署名:農研機構本部 連携広報センター
TEL:029-838-8980
FAX:029-838-8982
所在地:茨城県つくば市観音台３－１－１
URL：http://www.naro.affrc.go.jp/

茨
城
県

国土交通省国土技術政
策総合研究所

国立研究開発法人土木
研究所

7月24日（金）
つくばちびっこ博士
〔バス乗車による見学ツアー〕
試験走路(+高速走行体験)他4箇所

800名

7月13日(月)
    ～

7月17日(金)
（先着順）

部署名:国土交通省国土技術政策総合研究所総務部総務課
TEL:029-864-2672
FAX:029-864-2384
所在地:つくば市旭１番地

茨
城
県

国立研究開発法人建築
研究所

7月21日(火)～
8月31日(月)

つくばちびっこ博士2015
①展示館の自由見学
（平日；月～金の10:00～12:00、13:00～16:00）
②実験施設等のツアー見学
（定員制・予約制）
7月25日(土)及び7月29日(水)
※29日(水)は午後のみ

②の実験施設等
のツアー見学；
7月25日(土)135

名
7月29日(水)140

名

②については予
約制（先着順）

＊7月13日(月)
から予約受付開

始

部署名:総務部総務課
　TEL:029-864-2151
　FAX:029-879-0627

所在地:つくば市立原１番地
URL　http://www.kenken.go.jp/

茨
城
県

国立研究開発法人国立
環境研究所

7/18(土)
9:30～16:00

 国立環境研究所　夏の大公開-あなたのエコの芽見つけよう、
育てよう！-
環境に関する展示、クイズや生き物観察などの体験イベント、
普段は見れない研究施設や実験設備をのぞくなど、たくさんの
企画がきみを待ってる！

部署名:企画部広報室
TEL:029-850-2308
FAX:029-851-2854
所在地:〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2
URL：https://www.nies.go.jp/index.html

茨
城
県

気象研究所、高層気象
台、気象測器検定試験
センター
（つくば3官署共同開
催）

8月5日
事業名:お天気フェア2015つくば
事業概要:施設公開、展示、実験、工作、オゾンゾンデ観測の
見学、等

部署名:気象研究所企画室
TEL:029-853-8546
FAX:029-853-8545
所在地:茨城県つくば市長峰1-1

茨
城
県

水戸地方気象台 8月22日
事業名:お天気フェア2015
事業概要:気象台見学、各種実験、パネル展示、気象測器説明

部署名:水戸地方気象台業務・危機管理担当
TEL:029-224-1107
FAX:029-221-1215
所在地:茨城県水戸市金町1-4-6

茨
城
県

茨城県立里美野外活動
センター（常陸太田
市）

8月20日（木）
～8月22日（土）

キャンプファイヤー，レクリエーション，ハイキング等 １２０人 6月10日(水)

部署名:ひたちなか市青少年課
TEL:029-272-5883
FAX:02-272-9143
所在地:勝田中央14-2

茨
城
県

常陸大宮市大宮公民館
事業
子ども体験講座

7月24日（金）
～8月22日（土）

常陸大宮市文化協会大宮支部加盟団体１６団体の活動を大宮地
域内小学４～６年生が活動を体験する

８０名程度 6月30日(火)

部署名:
常陸大宮市大宮公民館
TEL:　0295-52-0673
FAX:  0295-53-6807
所在地:
常陸大宮市下町217

茨
城
県

牛久市教育委員会文化
芸術課生涯学習推進室

7月31日（金）
午前の部、午後の部

宇宙飛行士が実際に訓練を行った施設で、模擬訓練を体験する 各３２人 6月30日(火)

部署名:牛久市教育委員会文化芸術課生涯学習推進室
TEL:029-871-2301
FAX:029-871-1334
所在地：牛久市柏田町1606-1

茨
城
県

つくば市
つくば市教育委員会

７月18日（土）
～8月31日（月）

参加対象者は，全国の小中学生で，つくば市内にある最先端技
術や自然科学を学べる指定の研究機関等をスタンプラリー形式
で自由に見学する。開催期間終了後にパスポートを事務局に提
出すると，認定基準により認定証と記念品を贈呈する事業。

各指定見学施設
による

各指定見学施設
による

部署名:教育指導課
TEL:029-883-1111
FAX:029-868-7609
所在地:つくば市研究学園一丁目１番地１

茨
城
県

かすみがうら市立図書
館

７月２８日（火）
　　２９日（水）
　　３０日（木)
午前・午後の部

市内在住の小学４年生～６年生対象として、カウンター業務、
排架、本のお医者さん等を体験してもらう。

全体で３０人 抽選

部署名:かすみがうら市立図書館
TEL:029-897-0647
FAX:029-897-0385
所在地:かすみがうら市深谷3719-1

茨
城
県

下妻市
ふるさと博物館

7月25日（土）
～8月23日（日）

茨城県自然博物館所蔵の植物資料を展示 - -

部署名:ふるさと博物館
TEL:0296-44-7111
FAX:0296-44-7115
所在地:下妻市長塚乙77

茨
城
県

八千代町立図書館
7月30日（木）
～7月31日（金）

子ども図書館司書体験 １０名 7月10日（金）

部署名:八千代町立図書館
TEL:0296-48-4646
FAX:0296-48-4647
所在地:八千代町菅谷561-1
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

茨
城
県

境町教育委員会生涯学
習課

7月29日（水）
～7月31日（金）

さかい元気っ子クラブ
「シーサイドキャンプ」

入会者の５年生 5月29日（金）

部署名:境町教育委員会生涯学習課
TEL:0280-81-1326
FAX:0280-86-7389
所在地:茨城県猿島郡境町391-1

茨
城
県

茨城県水戸生涯学習セ
ンター

8月7日（金）
13:00～16:00

【元気いばらきっ子事業】
「こども合衆国」
職場体験，伝統芸能体験，スポーツ体験，おとな体験他

小１～６
児童６５０名

7月28日（火）

部署名:企画振興課
TEL:029-228-1313
FAX:029-228-1633
所在地:水戸市三の丸１－５－３８　茨城県三の丸庁舎３階
URL：http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨
城
県

茨城県県北生涯学習セ
ンター

7月23日(木)
7月24日(金)

【元気いばらきっ子事業】
「それ行け！おしごと体験隊」
～人を守るお仕事編～

小学生３０名 6月30日（火）

部署名:事業グループ
TEL:0294-39-0012
FAX:0294-39-0121
所在地:日立市十王町

茨
城
県

茨城県県北生涯学習セ
ンター

8月17日(月)
～8月21日(金)

県北子ども論語塾～寺子屋編～ １５組３０名 8月11日（火）

部署名:事業グループ
TEL:0294-39-0012
FAX:0294-39-0121
所在地:日立市十王町

茨
城
県

茨城県鹿行生涯学習セ
ンター

8月8日(土)
～8月9日(日）

「避難所体験」
　小学生が保護者や地域の人と共に，災害時に避難所となる公
民館での宿泊を体験する。

２０名予定 ７月末予定

部署名:鹿行生涯学習センター
TEL:0299-73-3877
FAX:0299-73-3925
所在地:行方市宇崎1389

茨
城
県

茨城県県南生涯学習セ
ンター
《実施場所》
美浦村文化財センター

8月8日（土）
10:00～15:00
日帰り

【元気いばらきっ子育成事業】
「縄文時代を体験しよう！」
縄文時代の食生活体験
土器をつくり体験
遺跡を見学し親子で歴史を学ぶ

小学生を含む親
子

３０名
7月15日（水）

部署名:県南生涯学習センター
TEL,FAX:029-826-1101
所在地:土浦市大和町９－３ｳﾗﾗ3ﾋﾞﾙ７階

茨
城
県

茨城県県南生涯学習セ
ンター
《実施場所》
取手市福祉交流セン
ター

8月9日（日）
10:00～12:00

【元気いばらきっ子育成事業】
日曜子ども科学広場「レモンを使って実験しよう」
レモンの作用についての実験

小学４年生以上
４２名

7月8日(金）
～

7月17日(金)

部署名:県南生涯学習センター
TEL,FAX:029-826-1101
所在地:土浦市大和町９－３ｳﾗﾗ3ﾋﾞﾙ７階

茨
城
県

茨城県県南生涯学習セ
ンター
《実施場所》
茨城県立牛久栄進高等
学校

8月23日（日）
10:00～12:00

【元気いばらきっ子育成事業】
日曜子ども科学広場「錬金術を体験しよう！」
銀鏡反応，銅を銀・金に変える化学反応実験

小学生以上
２４名

7月21日(火）
～

8月4日(火)

部署名:県南生涯学習センター
TEL,FAX:029-826-1101
所在地:土浦市大和町９－３ｳﾗﾗ3ﾋﾞﾙ７階

茨
城
県

茨城県県西生涯学習セ
ンター

7月4日（土）
「ハイスクール体験教室」
地域の高等学校の特性を生かした体験活動を提供することによ
り，豊かな人間性や社会性などを養う。

３０名 6月26日(金）

部署名:県西生涯学習センター
TEL:0296-24-1151
FAX:0296-24-1450
所在地:筑西市野殿1371

茨
城
県

茨城県県西生涯学習セ
ンター

7月20日（月）

「チャレンジ自然体験」
異年齢の集団で取り組む自然体験活動を通じて，自然との調
和，人に対する思いやりなどの生きる力や豊かな人間性を培
う。

７４名 7月5日（日）

部署名:県西生涯学習センター
TEL:0296-24-1151
FAX:0296-24-1450
所在地:筑西市野殿1371

茨
城
県

茨城県県西生涯学習セ
ンター

8月20日(土）

「こども大学けんせい」
水素で走る車～燃料電池自動車の仕組みをしろう！
子どもたちの素朴な「なぜ」を解明する大学レベルの授業体験
の機会を提供し，学問への興味を喚起することを目的とする。

６０名 5月29日（金）

部署名:県西生涯学習センター
TEL:0296-24-1151
FAX:0296-24-1450
所在地:筑西市野殿1371

茨
城
県

茨城県県西生涯学習セ
ンター

8月2日（日）
8月9日（日）

0歳児から3歳児を対象に，保護者とともにクラッシック音楽に
触れることの出来るコンサートを開催し，家族での交流を深
め，子ども達の発達に寄与する。

２部制
各１５組３０名

7月8日（水）
募集開始
先着順

部署名:県西生涯学習センター
TEL:0296-24-1151
FAX:0296-24-1450
所在地:筑西市野殿1371

茨
城
県

茨城県立白浜少年自然
の家

7月18日（土）
～7月20日（月）

白浜ファミリーキャンプ
１０家族
３０名

7月5日（日）

部署名:茨城県立白浜少年自然の家
TEL:0299-73-2345
FAX:0299-73-0031
所在地:茨城県行方市白浜１４６６

栃
木
県

国立研究開発法人水産
総合研究センター増養
殖研究所日光庁舎

8月4日 さかなと森の観察園無料公開デー（一般公開） - -

部署名：増養殖研究所日光庁舎
TEL:0288-55-0055
FAX:0288-55-0064
住所：栃木県日光市中宮祠2482－3
URL：http://nria.fra.affrc.go.jp

栃
木
県

宇都宮地方気象台 7月25日

事業名:宇都宮地方気象台お天気フェア2015
事業概要:気象台見学ツアー、気象に関する実験（竜巻、津波
発生装置）、雲などの写真展、お天気質問コーナー、クイズラ
リー、南極コーナー

部署名:宇都宮地方気象台業務・危機管理担当
TEL:028-633-2766
FAX:
所在地:栃木県宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

栃
木
県

宇都宮大学農学部
7月25日（土）,
8月1日（土）

「ひらめき☆ときめきサイエンス」（昆虫と昆虫ウイルスで薬
ができる？）シルクを生み出すカイコの成長や、昆虫ウイルス
を利用した物質生産について学びます。

各日20名
（小学生5,6年

生）
7月10日(金)

部署名:宇都宮大学農学部総務係
TEL:028-649-5398
FAX:028-649-5401
所在地:〒321-8505　
宇都宮市峰町350

栃
木
県

宇都宮大学農学部附属
演習林

7月22日(水)～23日
(木)

「おいでよ！森の学校へ」 (大学の森をたんけんしよう！)
林業機械操作体験、自然観察、木工体験等を通して私達の生活
に必要不可欠な森林や木材の価値と、それに伴う森林育成技術
について学ぶ。

小学校4～6年生
（約30名）

6月26日(金)

部署名：宇都宮大学農学部附属演習林
TEL:0287-47-0057
FAX:0287-47-0366
住所:〒329-2441 
塩谷郡塩谷町船生7556

群
馬
県

群馬大学 平成27年7月19日(日)

群大ダビンチ工房

太田キャンパスで行われている研究を分かりやすく,身近に体
験できるイベントです。

人数制限無し
事前申込
必要無し

部署名:群馬大学理工学部庶務係
TEL:0277-30-1895
FAX:0277-30-1020
所在地:〒376-8515
群馬県桐生市天神町1-5-1
URL:http://www.st.gunma-u.ac.jp/

群
馬
県

群馬大学
平成27年8月7日(金)
～8月10日(月)

第１１回こども体験教室「群馬ちびっこ大学」

事業概要：体験的学習を通じて,五感で学問の面白さ,奥深さを
肌で実感してもらい,将来の日本,世界を担う人材の若い芽を育
むことを目的とするイベントです。

人数制限無し
事前申込
必要無し

部署名:群馬大学研究推進部産学連携推進課産学・地域連携係
TEL:027-220-7544
FAX:027-220-7515
所在地:〒371-8510
群馬県前橋市荒牧町4-2
URL：http://www.gunma-u.ac.jp/research/res003/g1960
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

群
馬
県

県立ぐんま天文台

平成27年7月24日(金)
16時～22時
　
平成27年7月25日(土)
10時～22時

【ぐんま天文台夏祭り2015】
天文関連企業や関係団体、機関等の出展やコンサート、ぐんま
ちゃんとの観望会など

①県立ぐんま天文台
②TEL: 0279-70-5300 FAX: 0279-70-5544
③群馬県吾妻郡高山村中山6860-86
④http://www.astron.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立ぐんま天文台 平成27年8月12日(水)
【ペルセウス座流星群説明会・観察会】
ペルセウス座流星群の出現に合わせて観察会を実施。県立図書
館職員によるブックトークや移動図書館も実施予定。

①県立ぐんま天文台
②TEL: 0279-70-5300 FAX: 0279-70-5544
③群馬県吾妻郡高山村中山6860-86
④http://www.astron.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立ぐんま天文台
平成27年8月13日(木)
～8月16日(日)
10時～22時

【天の川と土星を見よう】
土星と天の川にこだわっての観望会や研究員による天文トピッ
ク解説等を実施。

①県立ぐんま天文台
②TEL: 0279-70-5300 FAX: 0279-70-5544
③群馬県吾妻郡高山村中山6860-86
④http://www.astron.pref.gunma.jp

群
馬
県

群馬県青少年会館
平成27年8月4日(火)、
8月6日(木)

【中学生交流ボランティア体験】
保育園、高齢者福祉施設でのボランティア

20人 7月18日(土)

部署名:公益財団法人群馬県青少年育成事業団事業課
TEL:027-234-1131
FAX:027-234-0468
所在地:群馬県前橋市荒牧町2-12　
URL:http://www.gyc.or.jp

群
馬
県

県立図書館
平成27年7月30日(木)
～8月1日(土)

【図書館こどもまつり】
子どもの読書活動を推進するため、図書館探検、人形劇等のイ
ベントを実施する。

・100名(図書館
探検)

・その他未定
未定

①県立図書館
②TEL:027-231-3008
　FAX:027-235-4196
③群馬県前橋市日吉町1-9-1
④http://www.library.pref.gunma.jp

群
馬
県

群馬県生涯学習セン
ター

平成27年7月15日(水)～
8月2日(日)
9:00～17:00

【児童生徒理科自由研究作品展】
小学生から高校生までの昨年の優秀作品を展示します

群馬県生涯学習センター少年科学館
TEL:027-220-1876
FAX:027-221-5000
群馬県前橋市文京町2-20-22
URL:http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen/

群
馬
県

群馬県生涯学習セン
ター

平成27年7月22日(水)～
26日(日)
9:30～16:00

【夏休みサイエンスウィーク２０１５】
大学、高専、県内公共機関、各種団体等の体験教室や展示を行い
ます

30～100名程度 先着順

群馬県生涯学習センター少年科学館
TEL:027-220-1876
FAX:027-221-5000
群馬県前橋市文京町2-20-22
URL:http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen/

群
馬
県

群馬県生涯学習セン
ター

平成27年6月6日(土)～
12月6日(日)

【プラネタリウム】
「ぐんまちゃんとひかるくん・尾瀬へ行く」を投影します。
平成27年7月22日～26日は無料投影となります

各回200名 先着順

群馬県生涯学習センター少年科学館
TEL:027-220-1876
FAX:027-221-5000
群馬県前橋市文京町2-20-22
URL:http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen/

群
馬
県

群馬県生涯学習セン
ター

日・祝日　
14:00～15:00

【実験コーナー】
簡単な科学工作の体験ができます
平成27年7月22日～26日は毎日実施します

各回50名程度 先着順

群馬県生涯学習センター少年科学館
TEL:027-220-1876
FAX:027-221-5000
群馬県前橋市文京町2-20-22
URL:http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen/

群
馬
県

群馬県生涯学習セン
ター

土曜日
14：30～15：00

【サイエンスショー】
見て楽しめる科学実験ショーを行います

各回50名程度 先着順

群馬県生涯学習センター少年科学館
TEL:027-220-1876
FAX:027-221-5000
群馬県前橋市文京町2-20-22
URL:http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen/

群
馬
県

群馬県生涯学習セン
ター

平成27年7月25日(土)
9:30～12:00

【サイエンスウィーク特別企画】
のぼるぞのぼる！くねくねクライマーを作ろう！
動きながら糸を登っていくおもちゃを作ります

50名 10日前

群馬県生涯学習センター少年科学館
TEL:027-220-1876
FAX:027-221-5000
群馬県前橋市文京町2-20-22
URL:http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen/

群
馬
県

群馬県生涯学習セン
ター

平成27年7月26日(日)
9:30～15:00

【児童生徒理科自由研究相談会】
自由研究のアイディアや進め方をアドバイスします

20名 先着順

群馬県生涯学習センター少年科学館
TEL:027-220-1876
FAX:027-221-5000
群馬県前橋市文京町2-20-22
URL:http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen/

群
馬
県

群馬県生涯学習セン
ター

平成27年8月22日(土)
9:30～12:00

【おもしろ科学教室】
ふわーとハート　シンプルモーターを作ろう
乾電池と磁石、導線を使ってふわっと回る単極モーターを作ります

20名 10日前

群馬県生涯学習センター少年科学館
TEL:027-220-1876
FAX:027-221-5000
群馬県前橋市文京町2-20-22
URL:http://www.manabi.pref.gunma.jp/syonen/

群
馬
県

県立ぐんま昆虫の森

平成27年7月11日(土)
～8月30日(日)(休館日
を除く)
9:30～17:00

【第12回企画展｢カブトムシの科学」】　
　　
カブトムシの不思議な世界を標本やパネルで紹介します。

①県立ぐんま昆虫の森
②TEL：0277-74-6441
　FAX：0277-74-6466
③群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷460-1
④http://www.giw.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立ぐんま昆虫の森
平成27年7月19日
(日)、8月16日(日)
10:00～

【夏の野山の昆虫観察】
カブトムシなど、樹液に集まる昆虫を観察します。

各日４０名 当日受付

①県立ぐんま昆虫の森
②TEL：0277-74-6441
　FAX：0277-74-6466
③群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷460-1
④http://www.giw.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立ぐんま昆虫の森 平成27年7月25日(土)
【夜の雑木林の昆虫観察】
カブトムシなど夜の雑木林で見られる昆虫を観察します。

①県立ぐんま昆虫の森
②TEL：0277-74-6441
　FAX：0277-74-6466
③群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷460-1
④http://www.giw.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立近代美術館 平成27年7月18日(土)
～8月23日(日)

【こども＋おとな＋夏の美術館2015　体験活動】
期間中、ビー玉で絵を描く体験活動を行います。

①県立近代美術館
②TEL:027-346-5560  FAX:027-346-4064
③群馬県高崎市綿貫町992-1（群馬の森公園内）
④http://mmag.pref.gunma.jp/
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

群
馬
県

県立近代美術館
平成27年8月1日(土)

【こども＋おとな＋夏の美術館2015　ワークショップ】
夏の展覧会「アート･オブ･ライフ」に関連し身近なものを利用
して作品をつくる作家とみこはんを講師に迎えワークショップ
（要申込）を開催します。

20名
7月7日から受付
開始　　 先着

順

①県立近代美術館
②TEL:027-346-5560  FAX:027-346-4064
③群馬県高崎市綿貫町992-1（群馬の森公園内）
④http://mmag.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立近代美術館
平成27年8月15日(土)

【こども＋おとな＋夏の美術館2015　ワークショップ】
夏の展覧会「アート･オブ･ライフ」に関連し身近なものを利用
して作品をつくる作家富田菜摘を講師に迎えワークショップ
（要申込）を開催します。

20名
7月7日から受付
開始　先着順

①県立近代美術館
②TEL:027-346-5560  FAX:027-346-4064
③群馬県高崎市綿貫町992-1（群馬の森公園内）
④http://mmag.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立近代美術館
平成27年7月26日
(日)、8月23日(日)　
13:30～15:30

【こども＋おとな＋夏の美術館2015　造形あそびコーナー「ゆ
らりんモビール」】
光に透けてゆらゆら動くモビールを作ります。こどもから大人
まで、誰でも参加可。

①県立近代美術館
②TEL:027-346-5560  FAX:027-346-4064
③群馬県高崎市綿貫町992-1（群馬の森公園内）
④http://mmag.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立近代美術館
平成27年7月19日
(日)、8月9日(日)　
13:30～15:30

【こども＋おとな＋夏の美術館2015　造形あそびコーナー「星
空ステンドグラス」】
黒い紙を使って小さなステンドグラスを作ります。こどもから
大人まで、誰でも参加可。

①県立近代美術館
②TEL:027-346-5560  FAX:027-346-4064
③群馬県高崎市綿貫町992-1（群馬の森公園内）
④http://mmag.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立館林美術館

平成27年7月18日(土)
～8月30日(日)の毎日
(休館日を除く)
9:30～17:00

【企画展示　リサ・ラーソン展】
動物や子どもをモチーフに、丸みを帯びたやわらかさと温かな
ユーモアを湛えた陶芸家リサ・ラーソンの作品約２３０点によ
る、国内初の本格的な展覧会。

①県立館林美術館
②TEL:0276-72-8188
　FAX:0276-72-8338
③群馬県館林市日向町2003
④http://www.gmat.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立館林美術館

平成27年7月18日(土)
～8月27日(木)の毎日
(休館日と金曜日を除
く)
9:30～17:00

【第7回　日本を代表する木版画家「藤牧義夫」記念館林邑楽
地区小学生木版画展】
郷土ゆかりの木版画家藤牧義夫を記念し館林市と邑楽郡の小学
生による木版画の展示を行う。郷土の文化と木版画技法への理
解を深める。

①県立館林美術館
②TEL:0276-72-8188
　FAX:0276-72-8338
③群馬県館林市日向町2003
④http://www.gmat.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立館林美術館

平成27年7月23日､30
日､8月6日､13日､20日､
27日の各木曜日。
いずれも、13:30～
16:00

【みんなのアトリエ】
幼児以上を対象に、ワークショップ室で多版木版画を摺る簡単
な創作体験ができます。申込不要。参加費100円。小学3年生以
下は保護者同伴。

①県立館林美術館
②TEL:0276-72-8188
　FAX:0276-72-8338
③群馬県館林市日向町2003
④http://www.gmat.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立館林美術館

平成27年7月25日(土)
　　　　8月8日(土)
　　各日10:00～
12:00、
　　　　14:00～16:00

【たてび☆キッズウｵーク】
  ワークシートを用いてコレクション展示および企画展「リ
サ・ラーソン展」を自由に鑑賞。記念品あり。開催時間中の自
由参加。小中学生対象。

①県立館林美術館
②TEL:0276-72-8188
　FAX:0276-72-8338
③群馬県館林市日向町2003
④http://www.gmat.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立館林美術館
平成27年8月1日(土)
　　13:30～15:30

【たてび☆びじゅつ部】
　企画展「リサ・ラーソン展」関連事業。粘土でリサ・ラーソ
ン風動物レリーフを作ります。申込不要。小学3年生以下は保
護者同伴。

①県立館林美術館
②TEL:0276-72-8188
　FAX:0276-72-8338
③群馬県館林市日向町2003
④http://www.gmat.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立館林美術館
平成27年8月11日
(火)、8月12日(水)
いずれも13:00～16:00

【高校生による夏休み宿題相談室】
　小・中学生を対象とした高校生による宿題相談室。協力：群
馬県立西邑楽高等学校。要申込。

各回30名(応募
多数の場合は抽

選)

往復葉書にて7
月26日（消印有

効）

①県立館林美術館
②TEL:0276-72-8188
　FAX:0276-72-8338
③群馬県館林市日向町2003
④http://www.gmat.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立館林美術館
平成27年8月15日(土)
11:00～から30分程度
14:00～から30分程度

【高校生による美術館ミニコンサート】
　当館のエントランスを会場にして、音楽を専攻する高校生に
よるミニコンサートを行います。協力：群馬県立西邑楽高等学
校。申込不要。

①県立館林美術館
②TEL:0276-72-8188
　FAX:0276-72-8338
③群馬県館林市日向町2003
④http://www.gmat.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立館林美術館
平成27年8月22日(土)
13:00～16:00

【ワークショップ　アニマルこぼしを作ろう！」
　企画展「リサ・ラーソン展」にちなんだ、好きな動物の起き
上がりこぼしを作る。協力：群馬県立女子大学　奥西ゼミ、申
込不要。

１００名
先着順

①県立館林美術館
②TEL:0276-72-8188
　FAX:0276-72-8338
③群馬県館林市日向町2003
④http://www.gmat.pref.gunma.jp/

群
馬
県

県立自然史博物館

毎週土曜日
平成27年７月
14時～15時
平成27年８月
14時～15時
15時～16時(1回目が定
員を上回った場合)

【サイエンスサタデー(科学体験教室)】
７月：翼竜アンハングエラ型グライダーをつくろう
８月：アンモナイト化石のカラーレプリカをつくろう

30人／回

当日30分前から
受付。
先着順。
小３以下は保護
者と一緒。

①県立自然史博物館
②TEL：0274-60-1200
　FAX：0274-60-1250
③群馬県富岡市上黒岩1674-1
④http://www.gmnh.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立自然史博物館

平成27年7月5日(日)
平成27年8月2日(日)　
　　
　　
　
13:30～14:00

【バックヤードツアー３０】
ふだん公開していないバックヤード（収蔵庫や研究施設等）を
見学します。

10人／回
当日、総合案内
で受付。

①県立自然史博物館
②TEL：0274-60-1200
　FAX：0274-60-1250
③群馬県富岡市上黒岩1674-1
④http://www.gmnh.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立自然史博物館
平成27年7月25日(土)
～26日(日)(１泊２日)
小学校4～6年生

【博物館探検隊】
博物館に宿泊し、夜の博物館やふだん見ることができない収蔵
庫やバックヤード等の博物館の裏側を探検します。

30人

6/1～6/30の間
に郵送で申込
み。応募多数の
場合は抽選。

①県立自然史博物館
②TEL：0274-60-1200
　FAX：0274-60-1250
③群馬県富岡市上黒岩1674-1
④http://www.gmnh.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立自然史博物館

平成27年7月20日(月・
祝)
①13:30～14:10
②14:30～15:10

【学芸員解説ツアー】
学芸員が様々なテーマで最新情報を話します。

10人／回
1か月前から電
話申込み《先着
順》

①県立自然史博物館
②TEL：0274-60-1200
　FAX：0274-60-1250
③群馬県富岡市上黒岩1674-1
④http://www.gmnh.pref.gunma.jp
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

群
馬
県

県立自然史博物館

平成27年8月9日(日)
①10:30～12:00
②13:30～15:00
小学生以上(小学３年
生以下は保護者と一緒
に参加)

【自然教室】
「ワイヤーアートでよみがえるアンモナイト」恐竜時代を生き
ていたアンモナイトを針金をつかってつくります。

20人
1か月前から電
話申込み《先着
順》

①県立自然史博物館
②TEL：0274-60-1200
　FAX：0274-60-1250
③群馬県富岡市上黒岩1674-1
④http://www.gmnh.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立自然史博物館

平成27年8月23日(日)
13:30～15：30
小学生以上(小学３年
生以下は保護者と一緒
に参加)

【自然教室】
「化石のコハクストラップを作ろう」本物のコハク化石を磨い
てすてきなストラップを作ります。

30人
1か月前から電
話申込み《先着
順》

①県立自然史博物館
②TEL：0274-60-1200
　FAX：0274-60-1250
③群馬県富岡市上黒岩1674-1
④http://www.gmnh.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立自然史博物館

平成27年7月19日(日)
9:30～12:00
４歳以上(小学生以下
は保護者と一緒に参
加)

【夏休み自由研究教室】
水の中の生きものを調べよう
会場：甘楽町秋畑琴平山公園（現地集合）

30人
1か月前から電
話申込み《先着
順》

①県立自然史博物館
②TEL：0274-60-1200
　FAX：0274-60-1250
③群馬県富岡市上黒岩1674-1
④http://www.gmnh.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立自然史博物館

平成27年7月26日(日)
9:30～12:00
4歳以上(小学生以下は
保護者と一緒に参加)

【夏休み自由研究教室】
川原の石を調べよう
会場：下仁田町青岩公園（現地集合）

30人
1か月前から電
話申込み《先着
順》

①県立自然史博物館
②TEL：0274-60-1200
　FAX：0274-60-1250
③群馬県富岡市上黒岩1674-1
④http://www.gmnh.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立自然史博物館

平成27年8月2日(日)
9:30～12:00
4歳以上(小学生以下は
保護者と一緒に参加)

【夏休み自由研究教室】
いろいろな昆虫をつかまえよう
会場：自然史博物館周辺

30人
1か月前から電
話申込み《先着
順》

①県立自然史博物館
②TEL：0274-60-1200
　FAX：0274-60-1250
③群馬県富岡市上黒岩1674-1
④http://www.gmnh.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立土屋文明記念文学
館

平成27年7月19日(日)
～8月22日(土)　
11:00～11:30
14:00～14:30

【なつやすみ　おはなしのへや】
ボランティアが、紙芝居の上演、絵本の読み聞かせ、民話の語
りなどを行う。
無料。申込不要

①県立土屋文明記念文学館
②TEL：027-373-7721
　FAX：027-373-7725
③群馬県高崎市保渡田町2000
④http://www.bungaku.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立土屋文明記念文学
館

平成27年7月18日(土)
～8月31日(月)
9:50～、15:00～、
16:00～

【なつやすみミニシアター】
人形劇、紙芝居、アニメなどのDVDを上映する。
無料。申込不要

①県立土屋文明記念文学館
②TEL：027-373-7721
　FAX：027-373-7725
③群馬県高崎市保渡田町2000
④http://www.bungaku.pref.gunma.jp

群
馬
県

県立土屋文明記念文学
館

平成27年8月23日(日)
13:30～16:00

【県立文学館紙芝居フェスティバル】
ボランティアが中心になり、館内の２会場で紙芝居を同時に連
続して上演。
無料。申込不要。

①県立土屋文明記念文学館
②TEL：027-373-7721
　FAX：027-373-7725
③群馬県高崎市保渡田町2000
④http://www.bungaku.pref.gunma.jp

埼
玉
県

関東農政局
8月3日～7日、
8月10日～21日(予定)

「関東農政局『消費者の部屋』8月特別展示」
世界農業遺産と農業･農村の持つ多面的機能について、パネル
等で紹介。

－ －

部署名:関東農政局消費・安全部消費生活課
TEL:048-740-0358
FAX:048-601-0548
部署名:関東農政局農村計画部資源課
TEL:048-740-0514
FAX:048-740-0082
住所:〒330-9722さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
URL:http://www.maff.go.jp/kanto/

埼
玉
県

独立行政法人水資源機
構

8月8日(土)～9日(日)
当機構事業等を紹介する子ども向け展示（埼玉県水道キャン
ペーンにて実施）

－ －

部署名：総務部広報課
Tel:048-600-6513
Fax:048-600-6510
さいたま市中央区新都心11-2

埼
玉
県

熊谷地方気象台 7月25日

事業名:あついぞ！熊谷
お天気フェア2015
事業概要:職場見学ツアー、パネル展示、気象に関するミニ講
演、気象の相談コーナー、自然災害体験車による体験、各種実
験ほか

部署名:熊谷地方気象台業務・危機管理担当
TEL:048-521-7911
FAX:048-521-7933
所在地:埼玉県熊谷市桜町1-6-10

埼
玉
県
・
東
京
都

関東農政局
8月上旬、8月下旬(予
定)

花育教室（2回開催） 各30名程度 未定

部署名：関東農政局生産部園芸特産課
TEL:048-740-0612
FAX:048-601-1431
住所:埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館

埼
玉
県

埼玉県立さきたま史跡
の博物館

平成27年8月22日

事業名：夏休み子供講座「学芸員のお仕事　キミも古墳博士」
事業概要：稲荷山古墳出土の国宝「金錯銘鉄剣」及び埼玉古墳
群の解説や学芸員の仕事内容を紹介するとともに、埴輪等に触
れてもらう体験（埴輪の拓本や埴輪の水洗いを行います）や学
芸員と一緒に埼玉古墳群の見学も行います。

70名 8月21日

部署名:広報学習支援担当
TEL:048-559-1181
FAX:048-559-1112
所在地:行田市埼玉4834
URL：http://www.sakitama-muse.spec.ed.jp/

埼
玉
県

埼玉県立文書館
平成27年7月24日、28
日、8月5日、18日、21
日

事業名：子供体験教室
事業概要：「はんこ」「巻物」「和本」「立体地図」作り・江
戸時代の寺子屋で行っていた「読み書き」の体験・保存庫の見
学等をとおして文書館（アーカイブズ）とはどのようなところ
かを理解してもらう教室。開催日により内容が異なるため詳細
についてはHPを参照。

各講座36名
6月30日～7月6

日

部署名:子供事業担当
TEL:048-865-0112
FAX:048-839-0539
所在地:さいたま市浦和区高砂4-3-18
URL：http://www.monjo.spec.ed.jp/

埼
玉
県

加須げんきプラザ
平成27年8月25日
～26日

事業名：きらきら未来探し体験　
　埼玉県内の企業の工場を訪問し、働く人々の見学や講話を聴
くことで、子供たちの仕事に対する興味・関心を高めることを
目的とした体験講座を実施する。

40名 7月26日

部署名:加須げんきプラザ
TEL:0480-65-0660
FAX:0480-65-8894
所在地:加須市花崎456
URL:http://www.genki.spec.ed.jp/kazo/

埼
玉
県

さいたま市市民協働推
進課

平成27年7月12日

事業名：ぼくもわたしも市民フォトグラファー
事業概要：子どもが自己表現するための写真の撮り方を実習し
ます。実習終了後、各自写真撮影を行い、その写真は夏の交流
イベントで展示します。撮影者から写真の説明もしてもらいま
す。

小学校4年生～6
年生

（先着30名）
7月11日

部署名:市民活動サポートセンター
TEL:048-813-6400
FAX:048-887-0161
所在地:さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9階
URL：http://www.saitamacity-support.jp
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事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

埼
玉
県

さいたま市市民協働推
進課

平成27年8月30日

事業名：夏の交流イベント「カシャッと撮ってドキッと発見～
写真deコミュニケーション」
事業概要：団体同士が写真撮影を通して交流しお互いの活動を
知るきっかけとなったり、魅力的な写真やワークショップで子
ども達やその保護者に対して活動のPRとなる場をつくります。

市民活動団体
（先着20団体）

6月5日

部署名:市民活動サポートセンター
TEL:048-813-6400
FAX:048-887-0161
所在地:さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9階
URL：http://www.saitamacity-support.jp

埼
玉
県

さいたま市廃棄物対策
課

平成27年8月3日、4
日、5日、24日

事業名：親子リサイクル施設見学会
事業概要：ごみ減量及びリサイクルの普及啓発を図るため、市
内在住の小学生とその保護者を対象に、リサイクル工場等の見
学会を実施する。

152名
（うち小学生76

名）
未定

部署名:さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課
TEL:048-829-1335
FAX:048-829-1991
所在地:さいたま市浦和区常盤６－４－４

千
葉
県

銚子地方気象台 8月8日
事業名:銚子地方気象台お天気フェア
事業概要:気象観測施設の見学、観測機器や地震計の展示、各
種実演、お天気クイズ、工作等

部署名:銚子地方気象台業務・危機管理担当
TEL:0479-22-0374
FAX:0479-22-0382
所在地:千葉県銚子市川口町2-6431 銚子港湾合同庁舎

千
葉
県

ソニーイーエムシーエス

7月21日（火）9:30～
14:00
7月22日（水）9:30～
14:00

ＥＭＣ測定体験やデジタルカメラ撮影体験、エコハウス見学、基板
製造見学・体験などを行います。

　６人
中学２年生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

１日目
出光興産先進技術研究所

２日目
新日鐵住金技術開発部

7月21日（火）10:00～
16:00
7月22日（水）10:00～
16:00

【出光】
石油製品の製造体験等

【新日鐵】
鉄の歴史を知りその特長や研究成果について学びます。

１０人
中学生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

キャノンマーケティング
ジャパン

7月22日（水）10:00～
16:00
7月23日（木）10:00～
16:00

デジタルカメラの組み立てを体験し、組み立てたカメラを使って撮
影体験、プリント体験などをします。

５人
中学生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

荏原製作所

7月22日（水）9:30～
16:00
7月23日（木）9:30～
16:00

コースターの製作を通して工作機械の最新技術や各種作業工具につ
いて学びます。

５人
中学生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

日本ＩＢＭ

7月24日（金）10:00～
16:00
7月27日（月）10:00～
16:00

コンピュータルームを見学し、科学体験、ロボラボ体験などを行い
ます。

１０人
中学生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

東京情報大学

7月26日（日）10:00～
16:00
7月27日（月）10:00～
16:00

地球情報システムを活用した精密な地図を作成し、大判プリンター
で印刷します。

１０人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

かずさＤＮＡ研究所
製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセン
ター
ＮＢＲＣ

7月28日（火）10:00～
16:00
7月29日（水）10:00～
16:00

【かずさＤＮＡ】
食肉のＤＮＡ実験を行います。
【ＮＢＲＣ】
施設見学、微生物顕微鏡観察などを行います。

１６人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

千葉県がんセンター

8月5日（水）9:00～
17:00
8月6日（木）9:00～
17:00
8月7日（金）9:00～
16:00

講義①「がんの分子生物学」
講義②「人類遺伝学」
・血液のゲノムDNA回収と精製
・留学生との交流会
講義③【血液細胞って何？」
・PCR法による遺伝子の増幅・血液細胞、モデル動物の観察など
・蛍光顕微鏡による組織標本の観察・実験結果についての議論・研
究者との交流会

８人
中学生

１６人
高校生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

１日目
国立がん研究センター東
病院
２日目
東葛テクノプラザ
さわやかちば県民プラザ
（宿泊体験）
３日目
さわやかちば県民プラザ

8月19日（水）10:30～
14:30
8月20日（木）9:30～
12:00/15:00～20:00
8月21日（金）9:30～
11:45

【がん研究センター】
治療開発部・陽子線治療棟の見学など
【東葛テクノプラザ】
試験・分析室見学、研究開発をしている入居企業訪問などを行いま
す。
【さわやかちば県民プラザ】
研究者との交流会・サイエンスカフェ

６人
高校生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

１日目・２日目
セイコーインスツル
さわやかちば県民プラザ
（宿泊体験）
３日目
さわやかちば県民プラザ

8月19日（水）9:30～
16:00
8月20日（木）9:30～
12:00/15:00～20:00
8月21日（金）9:30～
11:45

【セイコーインスツル】
時計の分解・組み立ての体験をとおして、腕時計の種類や作動原理
について学びます。
【さわやかちば県民プラザ】
研究者との交流会・サイエンスカフェ

１０人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

１日目・２日目
千葉大学環境健康フィー
ルド科学センター
さわやかちば県民プラザ
（宿泊体験）
３日目
さわやかちば県民プラザ

8月19日（水）10:00～
16:00
8月20日（木）10:00～
12:00/15:00～20:00
8月21日（金）9:30～
11:45

【千葉大学環境健康フィールド科学センター】
植物工場や高度化セル成形苗生産利用システムを見学し、ブドウや
ナシの収穫や出荷調整、溶液栽培などの体験をします。
【さわやかちば県民プラザ】
研究者との交流会・サイエンスカフェ

１０人
中学生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

１日目・２日目
東京大学宇宙線研究所
さわやかちば県民プラザ
（宿泊体験）
３日目
さわやかちば県民プラザ

8月19日（水）10:00～
16:00
8月20日（木）10:00～
12:00/15:00～20:00
8月21日（金）9:30～
11:45

【東京大学宇宙線研究所】
宇宙線で見る宇宙、宇宙線物理学実験の体験（霧箱実験・重力波実
験）をとおしてアインシュタイン奏でる宇宙のメロディを感じま
す。
【さわやかちば県民プラザ】
研究者との交流会・サイエンスカフェ

２０人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

１日目・２日目
日本ベルパーツ
さわやかちば県民プラザ
（宿泊体験）
３日目
さわやかちば県民プラザ

8月19日（水）10:00～
16:00
8月20日（木）10:00～
12:00/15:00～20:00
8月21日（金）9:30～
11:45

【日本ベルパーツ】
ステンレスを使用したローラの製作体験をとおして金属材料につい
て学びます。
【さわやかちば県民プラザ】
研究者との交流会・サイエンスカフェ

１０人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

千
葉
県

【しごと体験キャンプ】
１日目
県立中央図書館
２日目
ＪＡＬスカイ
３日目
東京税関成田税関支署
４・５日目（宿泊）
さわやかちば県民プラザ

8月4日（火）9:30～
17:00
8月6日（木）9:50～
15:30
8月7日（金）9:45～
15:00
8月8日（土）9:30～
20:30
8月9日（日）9:00～
15:00

【県立中央図書館】
コミュニケーションスキル・ワークショップチーム作りなど
【JALスカイ・東京税関成田税関支署】
JALスカイの様々な業務を見学し、空港税関の通関業務について学び
ます。
【さわやかちば県民プラザ】
プレゼンテーションワークショップ・伝わる文章の書き方
参加企業別発表会

５人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

【しごと体験キャンプ】
１日目
県立中央図書館
２日目
千葉信用金庫本店
３日目
千葉銀行本店
４・５日目（宿泊）
さわやかちば県民プラザ

8月4日（火）9:30～
17:00
8月6日（木）10:00～
15:00
8月7日（金）10:00～
15:00
8月8日（土）9:30～
20:30
8月9日（日）9:00～
15:00

【県立中央図書館】
コミュニケーションスキル・ワークショップチーム作りなど
【千葉信用金庫本店・千葉銀行本店】
大切な預金を扱う銀行や信用金庫の仕事とお金の仕組みについて学
びます。
【さわやかちば県民プラザ】
プレゼンテーションワークショップ・伝わる文章の書き方　
参加企業別発表会

８人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

【しごと体験キャンプ】
１日目
県立中央図書館
２日目
ＡＮＡ成田エアポート
サービス会社
３日目
東京税関成田税関支署
４・５日目（宿泊）
さわやかちば県民プラザ

8月4日（火）9:30～
17:00
8月6日（木）10:00～
15:00
8月7日（金）9:45～
15:00
8月8日（土）9:30～
20:30
８月９日（日）9:00～
15:00

【県立中央図書館】
コミュニケーションスキル・ワークショップチーム作りなど
【ＡＮＡ成田エアポートサービス会社・東京税関成田税関支署】
ＡＮＡ成田エアポートサービス会社を見学し、空港税関の通関業務
について学びます。
【さわやかちば県民プラザ】
プレゼンテーションワークショップ・伝わる文章の書き方
参加企業別発表会

５人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

【しごと体験キャンプ】
１日目
県立中央図書館
２・３日目
野村證券（株）千葉支店
４・５日目（宿泊）
さわやかちば県民プラザ

8月4日（火）9:30～
17:00
8月6日（木）9:15～
16:00
8月7日（金）9:15～
16:00
8月8日（土）9:30～
20:30
８月９日（日）9:00～
15:00

【県立中央図書館】
コミュニケ-ションスキル・ワークショップチーム作りなど
【野村證券（株）千葉支店】
「證券とは何か」という疑問からはじまり、證券会社について学び
ます。　
【さわやかちば県民プラザ】
プレゼンテーションワークショップ・伝わる文章の書き方
参加企業別発表会

１０人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

【しごと体験キャンプ】
１日目
県立中央図書館
２・３日目
ホテルニューオータニ幕張
４・５日目（宿泊）
さわやかちば県民プラザ

8月4日（火）9:30～
17:00
8月6日（木）9:30～
15:00
8月7日（金）9:30～
15:00
8月8日（土）9:30～
20:30
８月９日（日）9:00～
15:00

【県立中央図書館】
コミュニケーションスキル・ワークショップチーム作りなど
【ホテルニューオータニ幕張】
一流のサービスを支えるホテルマンに密着し、サービスの本質を学
びます。
【さわやかちば県民プラザ】
プレゼンテーションワークショップ・伝わる文章の書き方
参加企業別発表会

５人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

【しごと体験キャンプ】
１日目
県立中央図書館
２・３日目
毎日新聞社千葉支局
４・５日目（宿泊）
さわやかちば県民プラザ

8月4日（火）9:30～
17:00
8月6日（木）10:00～
17:00
8月7日（金）10:00～
17:00
8月8日（土）9:30～
20:30
８月９日（日）9:00～
15:00

【県立中央図書館】
コミュニケーションスキル・ワークショップチーム作りなど
【毎日新聞社千葉支局】
取材をして記事を書き、紙面を作って発行する新聞社の仕事につい
て学びます。
【さわやかちば県民プラザ】
プレゼンテーションワークショップ・伝わる文章の書き方
参加企業別発表会

３人
中高生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

【しごと体験キャンプ】
１日目
県立中央図書館
２・３日目
日本生命保険千葉支社
４・５日目（宿泊）
さわやかちば県民プラザ

8月4日（火）9:30～
17:00
8月6日（木）10:00～
15:00
8月7日（金）10:00～
15:00
8月8日（土）9:30～
20:30
８月９日（日）9:00～
15:00

【県立中央図書館】
コミュニケーションスキル・ワークショップチーム作りなど
【日本生命保険千葉支店】
保険の基礎知識について学び、事故や病気などのリスクから保険を
考えます。
【さわやかちば県民プラザ】
プレゼンテーションワークショップ・伝わる文章の書き方
参加企業別発表会

５人
中２～高校生

7月3日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

県庁「子ども参観日」
千葉県庁

7月21日（火）
13:50～16:15

県庁内見学（県議会議場・本庁舎１９階展望回廊・チーバくんギャ
ラリー）
保護者の職場見学と職場体験

５０人
小・中学生

7月6日

部署名:生涯学習課
TEL:043-222-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町１－１

千
葉
県

成田市商工課 7月28日(火)

「親子で学ぶ消費者移動教室」
ガスや水といった暮らしを支える資源について，展示や体験を
通じて楽しく学ぶ。(ガスの科学館,東京都虹の下水道等の見
学)

40名
7月1日(水)～7
日(火)土・日曜

日を除く

部署名:経済部 商工課
TEL:0476-20-1622
所在地:成田市花崎町760
URL：shoko@city.narita.chiba.jp

千
葉
県

(成田市市民協働課)
成田市こどものまち実
行委員会（アクティ
オ）

8月9日(日)
銀行・店・会社などの運営やまちの仕組みについて考え，子供
たちの力でまちを造る。参加する子供たちは，仕事や遊びを通
してまちの仕組みを体験する。

部署名:こどものまち実行委員会（アクティオ）
TEL:0476-27-5252
所在地:成田市公津の杜4-8 もりんぴあこうづ

千
葉
県

千葉市みやこ図書館

7月23日（木）
7月24日（金）
①9:30-12:00
②13:30-16:00

事業名：子ども一日図書館員
対象：小学３年生
事業概要：半日単位で４班、延べ24人を募集。図書館の業務を
理解・体験するとともに、コミュニケーション能力や職業観を
身につける。

各回 6人×4回
合計24人

7月12日(日）

部署名:みやこ図書館
TEL:043-233-8333
FAX:043-234-4187
所在地:千葉市中央区都町3-11-3
URL：miyako.LIB@city.
chiba.lg.jp

千
葉
県

千葉市花見川図書館
7月29日（水)
7月30日（木）
10:00～12:00

事業名：子ども一日図書館員～やってみよう図書館の仕事～
事業概要：図書館の業務を経験してもらう。小学校3年生対象

各回10人×2回
合計20人

7月12日(日)

部署名:千葉市花見川図書館
TEL:043-250-2851
FAX:043-250-2853
所在地:千葉市花見川区こてはし台5-9-7
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

千
葉
県

千葉市稲毛図書館
7月29日（水)
7月30日（木）
10:00～12:00

事業名：子ども一日図書館員
事業概要：図書館の業務を体験してもらう。小学校3年生対
象。

各回10人×2回
合計20人

7月12日(日)

部署名:千葉市稲毛図書館
TEL:043-254-1845
FAX:043-284-4975
所在地:千葉市稲毛区小仲台5-1-1
URL：inage.LIB@city.chiba.lg.jp

千
葉
県

千葉市若葉図書館
7月22日(水)
10：00～12:00
13：30～15:30

事業名：子ども一日図書館員
事業概要：図書館の業務を経験してもらう。小学校3年生対象

各回4人
合計8人

7月7日(火）

部署名:千葉市若葉図書館
TEL:043-237-9361
FAX:043-237-5163
所在地:千葉市若葉区千城台西2-1-1

千
葉
県

千葉市緑図書館
7月29日（水）
10:00～12:00
14:00～16:00

事 業 名：子ども一日図書館員～やってみよう図書館の仕事～
事業概要：図書館の業務を経験してもらう。小学校3年生対象

各回10人×2回
合計20人

7月12日(日）

部署名：千葉市緑図書館
TEL:043-293-5080
FAX:043-293-5100
住所:千葉市緑区おゆみ野3-15-2

千
葉
県

千葉市美浜図書館

7月29日（水）
7月30日（木）        
(1)9:30～12:00
(2)13:30～16:00

事業名：子ども一日図書館員～やってみよう図書館の仕事～
事業概要：図書館の仕事を経験してもらう。小学校3年生対象

各回4人×4回　
合計16人

7月10日（金）

部署名:千葉市美浜図書館
TEL:043-277-3003
FAX:043-278-4303
所在地:千葉市美浜区高洲3-12-1

千
葉
県

千葉市美浜図書館打瀬
分館

7月29日（水）
7月30日（木）
7月31日（金）       
各回9:30～12:00

事業名：子ども一日図書館員～やってみよう図書館の仕事～
事業概要：図書館の仕事を経験してもらう。小学校3年生対象

各回2人×3回　
合計6人

7月15日（水）

部署名:千葉市美浜図書館打瀬分館
TEL:043-272-4646
FAX:043-272-4648
所在地:千葉市美浜区打瀬2-13

千
葉
県

千葉市 平成27年7月24日

事業名：家族の職場訪問
事業概要：職員のお子さんや配偶者に父母の職場を見学してい
ただき、家族間のコミュニケーションの活性化等を図るきっか
けづくりとする。

未定 未定

部署名:千葉市総務局総務部給与課厚生班
TEL:043-245-5037
FAX:043-245-5533
所在地:千葉市中央区千葉港1-1

千
葉
県

我孫子市
鳥の博物館

平成27年7月18日～8月
23日の土日
13：30～（約1時間）

毎回違ったテーマで、工作イベントや自由研究のヒントになる
ようなワークショップを実施します。

定員：20～30名
当日30分前より
整理券配布

部署名:我孫子市鳥の博物館
TEL:04-7185-2212
FAX:04-7185-0639
所在地:我孫子市高野山234-3
URL：http://www.bird-mus.abiko.chiba.jp/index.html

千
葉
県

我孫子市健康づくり支
援課

年間随時受付 職場体験学習、町たんけんの受け入れ

部署名:我孫子市健康づくり支援課
TEL:04-7185-1126
FAX:04-7187-1144
所在地:我孫子市湖北台1-12-16

千
葉
県

我孫子市　　　　　　　
我孫子市石けん利用推
進協議会

平成27年7月20日(月･
祝)午前9時30分～11時
30分

手賀沼をもっときれいに！－せっけんいろいろ実験＆体験－
・手賀沼の生きものとせっけんのつながり
・プリプリせっけんで家中きれいに。

小学生以下先着
30名（低学年は
親子同伴）

部署名：我孫子市消費生活センター
TEL:04-7185-1469
FAX:04-7182-8080
所在地:我孫子市本町3-2-28アビイクオーレ２階　イトーヨーカドー我孫子南
口店　
URL：http：//WWW.city.abiko．Chiba.jp

千
葉
県

柏市教育委員会指導課
7月下旬～8月上旬を予
定

事業名：「子ども司書会議」及び「図書館ツアー」

事業概要：「子ども司書養成講座」内の上記の２事業を市立図
書館が担当，「図書館司書による講義」・「こんな図書館あっ
たらいいなの発表」・「図書館（バックヤード）ツアー」等を
市立図書館本館において開催。講座終了後，認定書を交付。

小学生～中学生
(各校の応募に

応じて)
5月29日（金）

部署名:生涯学習部図書館
TEL:04-7164-5346
FAX:04-7164-5905
所在地:柏市柏5丁目8番12号
URL：http://tosho.city.kashiwa.lg.jp/index.asp

千
葉
県

流山市公民館

第1回:平成27年7月26
日
第2回:平成27年8月8日
第3回:平成27年8月29
日

事業名：夏休み子ども体験教室
事業概要：（第１回）花びらアートの体験
　　　　　（第２回）ペーパーグライダーの作成
　　　　　（第３回）サイエンス体験

小学生対象
（第1回）子ど
も15名,保護者

15名
（第2回）子ど
も30名,保護者

30名
（第3回）子ど
も20名,保護者

20名

各回実施日の3
日前（先着）

部署名:公民館
TEL:04-7158-3462
FAX:04-7158-3442
所在地:流山市加1-16-2
URL：（設置している場合）

千
葉
県

館山市教育委員会
平成27年8月18日(火)
～8月20日(木)

事業名：夏休みの学習ワクワク・ウキウキ教室～昭和女子大生
との交流～
事業概要：
・小学生の夏休みの学習課題等への支援
・大学生や小学生同士の交流
・大学はインターシップの一環として実施

各日80名 7月下旬

部署名:館山市教育委員会生涯学習課
TEL:0470-22-3698
FAX:0470-22-6560
所在地:館山市北条740-1

千
葉
県

館山市教育委員会 毎週日曜・祝日

事業名：甲冑を着よう
事業概要：ミュージアムサポーター（博物館ボランティア）甲
冑士による甲冑の着用体験。中学生から大人までが対象。レプ
リカの甲冑を着用し、甲冑や歴史について学ぶ機会を提供す
る。

事前申込無、当
日受付（各日10

名程度）

部署名:館山市教育委員会館山市立博物館
TEL:0470-23-5212
FAX:0470-23-5213
所在地:館山市館山351-2

千
葉
県

館山市教育委員会 毎週土曜日

事業名：観覧料の減免
事業概要：市内の小中学生について観覧料を無料とし、博物館
に親しんでもらうとともに地域の歴史に対する興味を誘うため
に実施。

部署名:館山市教育委員会館山市立博物館
TEL:0470-23-5212
FAX:0470-23-5213
所在地:館山市館山351-2

千
葉
県

館山市教育委員会 平成27年7月～8月
事業名：おはなし会・わらべうたの会
事業概要：絵本の読み聞かせやわらべうた遊びなどを実施。

部署名:館山市教育委員会館山市図書館
TEL:0470-22-0701
FAX:0470-22-1533
所在地:館山市北条1740

千
葉
県

館山市教育委員会 平成27年7月～8月

事業名：夏休みおもしろ教室
事業概要：
・星空観察会
・科学の力実験教室（県立安房高等学校協力）
・親子クッキング（ハウス食品協力）
・子ども将棋大会

各回30人程度 7月下旬

部署名:館山市教育委員会中央公民館
TEL:0470-23-3111
FAX:0470-22-6560
所在地:館山市北条740-1
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

千
葉
県

館山市教育委員会
①6月14日(日)
②8月25日(火)

事業名：沖ノ島探検隊
事業概要：
市内の自然資源を活用し自然体験講座を実施する。
①磯の生き物、島内植物観察
②スノーケリング体験

①30人
②20人

6月5日(金)

部署名:館山市教育委員会中央公民館
TEL:0470-23-3111
FAX:0470-22-6560
所在地:館山市北条740-1

千
葉
県

船橋市三田公民館 平成27年8月7日(金)
夏休みに親子で楽しく社会見学しながら、科学を体験し学ぶ
（バス研修）
行き先：日本科学未来館（東京都江東区）

４０名 定員になり次第

部署名:船橋市三田公民館
TEL:047-477-2961
FAX:047-477-2899
所在地:千葉県船橋市田喜野井2-24-2
URL: k-mita@city.funabashi.lg.jp

千
葉
県

浦安市立中央図書館
平成27年7月23日
　　　　 　30日

事業名：図書館クラブ「あなたも図書館員」
事業概要：図書館職員の仕事を体験する。

各日６名
7月2日より受付
※定員になり次

第締切

部署名:浦安市立中央図書館
TEL:047-352-4646
FAX:047-352-4659
所在地:浦安市猫実1-2-1
URL:http://library.city.urayasu.chiba.jp/

千
葉
県

旭市子ども会育成連絡
協議会

平成27年8月2日 事業名：旭市子ども会育成連絡協議会親子地曳網体験 50名以上
開催の1週間前
程度を予定

部署名:旭市教育委員会
　　　 生涯学習課　社会教育班
TEL:0479-55-5727
FAX:0479-55-4941
所在地:旭市高生1番地

千
葉
県

関宿城博物館

7月26日(日)
午前の部　10時～12時
午後の部　13時30分～
15時30分

事業名:体験教室「飛ばせ水ロケット」
事業概要:親子が協力してペットボトルから水ロケットを作
り、当館周辺の広場で打ち上げる。

各回10名
小中学生とその

保護者
先着順

部署名:学芸課
TEL:04-7196-1400
FAX:04-7196-3737
所在地:野田市関宿三軒家143-4
URL：http://www2.chiba-muse.or.jp/

千
葉
県

関宿城博物館 8月1日(土)
事業名:体験教室「河川敷のいきものさがし(1日コース)」
事業概要:河川敷でいろいろないきものを採集・スケッチし
て、そのいきものについて学ぶ。

20名
小学生とその保

護者
先着順

部署名:学芸課
TEL:04-7196-1400
FAX:04-7196-3737
所在地:野田市関宿三軒家143-4
URL：http://www2.chiba-muse.or.jp/

千
葉
県

八街市教育委員会 図
書館

平成27年7月17日～11
月15日

事業名：ジュニア司書養成講座
事業概要：生徒（児童）が司書としての知識
や技術を学びながら、読書の面白さや素晴ら
しさを学校や家庭に広める読書リーダーにな
るように育成する。

10名（中学生優
先）

平成27年6月16
日から定員にな
り次第締切

部署名：図書館
TEL：043-444-4946
FAX：043-444-4096
所在地：千葉県八街市八街ほ80番地1
URL:http://www.library.yachimata.chiba.jp

千
葉
県

松戸市下水道整備課

《展示型》
平成27年8月17日(月)
～
平成27年8月21日(金)

《体験型》
平成27年8月19日
(水)・20日(木)
10時から16時

事業名：松戸市下水道展・集中豪雨体験イベント
事業概要：
・展示型：下水道の役割等のパネル展示
・体験型：降雨体験車で集中豪雨の体験
場所：松戸市役所

部署名：下水道整備課
TEL：047-366-7361
FAX：047-363-6779
所在地：千葉県松戸市根本387-5

千
葉
県

松戸市立博物館 平成27年8月1日(土)

事業名：子ども体験教室「親も楽しむ　土鈴づくり」
事業概要：粘土で鈴(土鈴)を作り、縄文時代の技術の一部を体
験する。
対象：小学生と保護者の方
講師：当館学芸員

各15組30人
(計30組60名)

7月28日

部署名：松戸市立博物館
TEL：047-384-8181
FAX：047-384-8194
所在地：千葉県松戸市千駄堀671

千
葉
県

松戸市立博物館 平成27年8月8日(土)

事業名：子ども体験教室「親も楽しむ　勾玉(まがたま)づく
り」
事業概要：軟らかい石を磨いて古代のアクセサリーである勾玉
を作る。
対象：小学生と保護者の方
講師：当該学芸員

各15組30人
(計30組60名)

7月23日

部署名：松戸市立博物館
TEL：047-384-8181
FAX：047-384-8194
所在地：千葉県松戸市千駄堀671

千
葉
県

松戸市立博物館
平成27年8月23日(日)
8月30日(日)

事業名：子ども体験教室「親も楽しむ　からくりおもちゃ初級
編・パタパタをつくろう」
事業概要：江戸時代からあるおもちゃを作って遊ぶ。
対象：小学4～6年生と保護者の方
講師：当館学芸員と友の会

各10組20人
(計40組80名)

8月11日

部署名：松戸市立博物館
TEL：047-384-8181
FAX：047-384-8194
所在地：千葉県松戸市千駄堀671

千
葉
県

松戸市教育委員会
社会教育課・生涯学習
推進課（青少年会館）
連携講座

平成27年7月29日(水)

事業名：親子文化財史跡めぐり～古民家で竹紙作り体験と松戸
の歴史を学ぼう～
事業概要：松戸市内の文化財をバスでめぐり、地域の歴史と将
来のまちづくり

8組（小学3年生
～中学生の親

子）
7月12日（日）

部署名:生涯学習推進課（青少年会館）
TEL:047-344-8556/FAX:047-342-9244
所在地:千葉県松戸市新松戸南2丁目2番地
URLhttp://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyousitu-kouza/kyousitu_syou-
chuu.html

千
葉
県

松戸市教育委員会
生涯学習推進課（青少
年会館）

平成27年7月21日(火)

事業名：下水処理場を探検しよう★
事業概要：家や学校で使ったお水がどうなって、どこへ行くの
か？普段は入れない処理場を探検します（講師：下水道維持課
職員）

20人（小学3年
生～中学生（保
護者見学可）

7月9日（木）

部署名:生涯学習推進課（青少年会館）
TEL:047-344-8556/FAX:047-342-9244
所在地:千葉県松戸市新松戸南2丁目2番地
URLhttp://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyousitu-kouza/kyousitu_syou-
chuu.html

千
葉
県

松戸市教育委員会
生涯学習推進課（青少
年会館）

平成27年8月25日(火)
事業名：相撲部屋の稽古をみよう!
事業概要：力士の朝稽古を見学した後、相撲についてのお話を
聞きます

20人
（小学生～中学

生）
8月10日（月）

部署名:生涯学習推進課（青少年会館）
TEL:047-344-8556/FAX:047-342-9244
所在地:千葉県松戸市新松戸南2丁目2番地
URLhttp://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyousitu-kouza/kyousitu_syou-
chuu.html
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

千
葉
県

松戸市教育委員会
生涯学習推進課（青少
年会館）

平成27年7月28日(火)
事業名：和ごころ教室【夏】～1人で出来る☆ゆかた着付け～
事業概要：1人で出来るゆかたの着付けを学びます

10人
(小学4年生～高

校生)
7月12日（日）

部署名:生涯学習推進課（青少年会館）
TEL:047-344-8556/FAX:047-342-9244
所在地:千葉県松戸市新松戸南2丁目2番地
URLhttp://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyousitu-kouza/kyousitu_syou-
chuu.html

千
葉
県

松戸市教育委員会
生涯学習推進課（青少
年会館）

平成27年8月14日(金)
事業名：目指せ!!野菜ソムリエ～楽しく学ぶ野菜とからだ～
事業概要：野菜の栄養のこと、からだとの関係のこと、楽しく
野菜のことを学びます

15人
(小学4年生～高

校生)
7月29日（水）

部署名:生涯学習推進課（青少年会館）
TEL:047-344-8556/FAX:047-342-9244
所在地:千葉県松戸市新松戸南2丁目2番地
URLhttp://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyousitu-kouza/kyousitu_syou-
chuu.html

千
葉
県

習志野市立大久保図書
館

7月30日(木)31日
(金),8月20日(木)21日
(金)

「夏休み子ども１日図書館員」
・カウンターでの貸出・返却、返架、資料検索、書庫見学等。

小学4年～6年生
16名

7月4日（土）受
付開始。定員に
なり次第締切

部署名:習志野市立大久保図書館
TEL:047-475-3213
FAX:047-475-8574
所在地:習志野市本大久保3-8-19
URL:http://www.city.narashino.lg.jp/toshokan/

千
葉
県

習志野市立東習志野図
書館

7月30日(木)31日
(金),8月6日(木)28日
(金)

「夏休み子ども１日図書館員」
・カウンターでの貸出・返却、返架、資料検索、書庫見学等。

小学4年～6年生
16名

7月4日（土）受
付開始。定員に
なり次第締切

部署名:習志野市立東習志野図書館
TEL:047-473-2011
FAX:047-473-2044
所在地:習志野市東習志野3-1-20
URL:http://www.city.narashino.lg.jp/toshokan/

千
葉
県

習志野市立新習志野図
書館

7月22日(水)23日
(木),8月19日(水)20日
(木)

「夏休み子ども１日図書館員」
・カウンターでの貸出・返却、返架、資料検索、書庫見学等。

小学4年～6年生
16名

7月4日（土）受
付開始。定員に
なり次第締切

部署名:習志野市立新習志野図書館
TEL:047-453-3399
FAX:なし
所在地:習志野市秋津3-6-3
URL:http://www.city.narashino.lg.jp/toshokan/

千
葉
県

習志野市立藤崎図書館
7月25日(土)26日
(日),8月22日(土)23日
(日)

「夏休み子ども１日図書館員」
・カウンターでの貸出・返却、返架、資料検索、書庫見学等。

小学4年～6年生
16名

7月4日（土）受
付開始。定員に
なり次第締切

部署名:習志野市立藤崎図書館
TEL:047-475-3330
FAX:047-475-3397
所在地:習志野市藤崎6-20-11
URL:http://www.city.narashino.lg.jp/toshokan/

千
葉
県

習志野市立谷津図書館
7月22日(水)23日
(木),29日(水)30日
(木)

「夏休み子ども１日図書館員」
・カウンターでの貸出・返却、返架、資料検索、書庫見学等。

小学4年～6年生
16名

7月4日（土）受
付開始。定員に
なり次第締切

部署名:習志野市立谷津図書館
TEL:047-471-2072
FAX:047-471-2078
所在地:習志野市谷津5-16-33
URL:http://www.city.narashino.lg.jp/toshokan/

千
葉
県

木更津市立中央公民館 平成27年8月2日～3日

事業名：ドキドキ子ども宿泊体験
事業概要：子どもたちが公民館に宿泊し、地域の様々な活動を
通して、地域の人や異学年の子どもと交流することにより、自
主性や協調性を養う機会を提供する。

25名 6月26日

部署名:木更津市立中央公民館
TEL:0438－25－4581
FAX:0438－25－4582
所在地:木更津市中央2－15－4
URL：http://www.city.kisarazu.lg.jp/13,96,34,226.html

千
葉
県

・九十九里町子ども会
　育成連絡協議会
・九十九里町教育委員
会

平成27年7月25日～26
日

事業名：「お寺に泊まろう」
事業内容：ジュニアリーダーと町内小学生が様々な体験を通し
て交流を深め、団体生活の中で協調性と相互理解を養い仲間の
輪を広げる。

小学4年～6年生
16名

7月中旬
予定

部署名:教育委員会
TEL:0475-70-3192
FAX:0475-76-7423
所在地:九十九里町片貝4099

千
葉
県

・九十九里町青少年
　相談員連絡協議会
・九十九里町教育委員
会

平成27年8月22日～23
日

事業名：「青少年相談員キャンプ」
事業内容：青少年健全育成の一環として、子ども達に自然の中
での生活体験や自然体験を通して、豊かな心とたくましい体を
育む。

町内小4～中3年
生
25名

7月下旬
予定

部署名:教育委員会
TEL:0475-70-3192
FAX:0475-76-7423
所在地:九十九里町片貝4099

千
葉
県

富津市教育委員会 7月から8月 こどもチャレンジ教室　中央公民館 20人 ６月
部署名:富津市中央公民館
TEL:0439-65-2251
所在地:富津市小久保3014

千
葉
県

富津市教育委員会 7月から8月 こどもチャレンジ教室　市民会館 20人 ６月
部署名:富津市市民会館
TEL:0439-67-3112
所在地:富津市湊765

千
葉
県

千葉県立中央博物館 平成27年8月9日

事業名：千葉県夢チャレンジ体験スクール
　　　　サイエンススクール
　　　　「魚の標本を作ってみよう！」
事業概要：日本の海や川にすむ魚を図鑑で調べて標本を作り、
保存の意味やそこからわかることを考える。博物館の仕事の一
端を垣間見ていただく。

30名 7月3日

部署名:千葉県教育庁教育振興部生涯学習課 学校・家庭・地域連携室
TEL:043-223-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町1-1

千
葉
県

旭市子ども会育成連絡
協議会

平成27年8月2日 事業名：旭市子ども会育成連絡協議会親子地曳網体験 50名以上
開催の1週間前
程度を予定

部署名:旭市教育委員会
　　　 生涯学習課　社会教育班
TEL:0479-55-5727
FAX:0479-55-4941
所在地:旭市高生1番地

千
葉
県

木更津工業高等専門学
校

平成27年7月28日
『キッズサイエンスフェスティバル』
工作・ものづくりによる遊びなどの活動を通じて科学に親しむ
ことを目的とする小学生向けの講座を多数ご用意いたします。

小学生298名
6月18日～6月25

日

部署名:総務課研究協力・地域連携係
TEL:0438-30-4006
FAX:0438-98-5717
所在地:木更津市清見台東2-11-1
URL：http://www.kisarazu.ac.jp/

千
葉
県

木更津工業高等専門学
校

平成27年7月30日 ＬＥＤランタンを作ろう
小4～中3
10名

6月29日～7月9
日

部署名:総務課研究協力・地域連携係
TEL:0438-30-4006
FAX:0438-98-5717
所在地:木更津市清見台東2-11-2
URL：http://www.kisarazu.ac.jp/
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

千
葉
県

木更津工業高等専門学
校

平成27年7月31日
(予定）

簡単なラジオの製作
小4～中3
10名

6月29日～7月9
日

部署名:総務課研究協力・地域連携係
TEL:0438-30-4006
FAX:0438-98-5717
所在地:木更津市清見台東2-11-3
URL：http://www.kisarazu.ac.jp/

千
葉
県

木更津工業高等専門学
校

平成27年8月1日
(予定）

君にも出来るメディアデザイン‐テクノマスコット‐ 中学生15名
7月13日～7月23

日

部署名:総務課研究協力・地域連携係
TEL:0438-30-4006
FAX:0438-98-5717
所在地:木更津市清見台東2-11-4
URL：http://www.kisarazu.ac.jp/

千
葉
県

木更津工業高等専門学
校

平成27年8月4日
(予定）

夏休みこども工作教室
小4～小6
16名

7月13日～7月23
日

部署名:総務課研究協力・地域連携係
TEL:0438-30-4006
FAX:0438-98-5717
所在地:木更津市清見台東2-11-5
URL：http://www.kisarazu.ac.jp/

千
葉
県

木更津工業高等専門学
校

平成27年8月20日～
8月21日
(予定）

移動ロボット製作
小5～中2
15名

7月27日～8月6
日

部署名:総務課研究協力・地域連携係
TEL:0438-30-4006
FAX:0438-98-5717
所在地:木更津市清見台東2-11-6
URL：http://www.kisarazu.ac.jp/

千
葉
県

木更津工業高等専門学
校

平成27年8月23日 光の残像でメッセージを伝えよう
小3～中3
10名

7月27日～8月6
日

部署名:総務課研究協力・地域連携係
TEL:0438-30-4006
FAX:0438-98-5717
所在地:木更津市清見台東2-11-7
URL：http://www.kisarazu.ac.jp/

千
葉
県

千葉大学大学院医学研
究院・千葉市教育委員
会

平成27年8月7日
平成27年度千葉市未来の科学者育成プログラム
ミクロの世界の生き物たちへの対処法・・病気をおこす微生物
と役に立つ微生物について

50名 5月15日

部署名：千葉大学大学院医学研究院 病原細菌制御学
TEL:043-226-2047
FAX:043-226-2049
所在地:千葉市中央区亥鼻1-8-1医学部本館内

千
葉
県

千葉大学大学院医学研
究院・秋田県大仙市教
育委員会

平成27年8月7日
平成27年度大仙市「コロンブスの卵わくわくサイエンス」
大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣
ミクロの世界にチャレンジ

10名 -

部署名：千葉大学大学院医学研究院　病原細菌制御学
TEL:043-226-2047
FAX:043-226-2049
所在地:千葉市中央区亥鼻1-8-1医学部本館内

千
葉
県

千葉大学 平成27年8月5日

事業名：第9回千葉県地域連携の会 高校生向けプログラム「千
葉県内で働く医療者になろう！」
事業概要：千葉県内に在学または在住する高校生を対象に、医
療職の仕事内容やその魅力を伝え、将来の職業として医療職を
希望するきっかけづくりをする。

40名 7月24日

部署名:医学部附属病院地域医療連携部
TEL:043-222-7171
FAX:043-226-2632
所在地:千葉市中央区亥鼻1-8-1
URL：http://www.clinical-design.org/

千
葉
県

東京医科歯科大学教養
部

平成27年8月3日～5日 子ども自然科学公開講座

部署名:総務掛
TEL:047-300-7103
FAX:047-300-7100
所在地:千葉県市川市国府台2-8-30
URL：http://www.tmd.ac.jp/artsci/

東
京
都

国立研究開発法人
情報通信研究機構

7/23(木）、24(金）
「NICT夏休み特別公開」
研究施設見学ツアー、各種体験型展示等

見学ツアー定員
未定

部署名:国立研究開発法人
情報通信研究機構 広報部
TEL:042-327-6849
FAX:042-327-7587
所在地：東京都小金井市貫井北町4-2-1
URL：http://www.nict.go.jp/

東
京
都

外務省

平日（月～金曜日）、
午後13時30分から18時
00分の間の所要時間約
90分

小中高生の外務省訪問
（記者会見室や国際会議場などの見学、省員とのQ＆Aなど。但
し記者会見室・国際会議場とも状況により見学不可の場合あ
り）

一日当り30名ま
で

希望日の6週間
前まで （但し
先約ある際には
ご遠慮いただく
場合あり）

部署名：大臣官房国内広報室
TEL:03-5501-8000 (内線3848）
FAX:03-5501-8128
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

東
京
都

関東森林管理局
高尾森林ふれあい推進
センター

7月18日（土） 小下沢の渓流ジャブジャブ歩き」（森林ふれあい推進事業）
50名

(小学生とその
保護者)

7月4日（土）

部署名：高尾森林ふれあい推進センター
TEL:042-663-6689
FAX:042-663-7229
住所:東京都八王子市高尾町2438-1
URL:http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/takao/index.html

東
京
都

関東森林管理局
高尾森林ふれあい推進
センター

8月8日（土） 魚取りと自然観察Ⅰ（森林ふれあい推進事業）
50名

(小学生とその
保護者)

7月3日（金）

部署名：高尾森林ふれあい推進センター
TEL:042-663-6689
FAX:042-663-7229
住所:東京都八王子市高尾町2438-1
URL:http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/takao/index.html

東
京
都

関東森林管理局
高尾森林ふれあい推進
センター

8月9日（日） 魚取りと自然観察Ⅱ（森林ふれあい推進事業）
50名

(小学生とその
保護者)

7月3日（金）

部署名：高尾森林ふれあい推進センター
TEL:042-663-6689
FAX:042-663-7229
住所:東京都八王子市高尾町2438-1
URL:http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/takao/index.html

東
京
都

関東森林管理局
高尾森林ふれあい推進
センター

7月26日（日） 夏だ！高尾だ！水遊び（森林ふれあい推進事業）
40名

(小学生とその
保護者)

7月10日（金）

部署名：高尾森林ふれあい推進センター
TEL:042-663-6689
FAX:042-663-7229
住所:東京都八王子市高尾町2438-1
URL:http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/takao/index.html

東
京
都

独立行政法人水資源機
構

8月12日(水)
～14日(金)

子ども向けの水に関する展示及びワークショップ（東京キッズ
ジャンボリー（於東京国際フォーラム）にて実施）

未定

ワークショップ
への参加につい
ては当日整理券
必要

部署名：総務部広報課
Tel:048-600-6513
Fax:048-600-6510
さいたま市中央区新都心11-2
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

東
京
都

東京管区気象台 9月1日

事業名:東京都・立川市区合同
総合防災訓練
事業概要:気象、地震関係のパネル展示・説明
パンフレット配布
着ぐるみ（はれるん）PR

部署名:東京管区気象台業務課広報係
TEL:03-3212-8341
FAX:03-3212-0524
所在地:東京都千代田区大手町1-3-4

東
京
都

気象衛星センター 8月22日
事業名:清瀬お天気フェア2015
事業概要:気象衛星観測による地球の画像展示、職場見学ツ
アー、講演会、クイズショーなど

部署名:総務部総務課
TEL:042-493-1111
FAX:042-491-4701
所在地:東京都清瀬市中清戸3-235

東
京
都

国立国会図書館国際子
ども図書館

8月6日、13日、20日
（いずれも木）
各日14時～14時45分

「夏休み小学生向け図書館見学ツアー」
小学生を対象とした国際子ども図書館の館内見学です。見学後
に自由参加のおはなし会（20分程度）もあります。

各日20名
定員になり次第
締切り

部署名:国立国会図書館国際子ども図書館児童サービス課
TEL:03-3827-2067
FAX:03-3827-2043
所在地:東京都台東区上野公園12-49
URL：http://www.kodomo.go.jp/event/event/event2015-05.html
（6月24日（水）から掲載、申込受付開始は7月23日（木）から）

東
京
都

独立行政法人
日本学生支援機構

平成27年8月15日

「2015年東京国際交流館国際交流フェスティバル」
東京国際交流館に入居する外国人留学生、日本人学生等が相互
交流を図るとともに、地域住民や一般の方々へ様々な国・地域
の文化に触れ合う機会を提供し、国際理解を深める事を目的と
して実施。

部署名:留学生事業計画課事業戦略係
TEL:03-5520-6012
FAX:03-5520-6013
所在地:東京都江東区青海2-2-1
URL：http://www.jasso.go.jp/tiec/

東
京
都

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年7月23日～
平成27年7月24日

事業名：夏休みジュニア天文教室　2015
事業概要：シミュレーションソフトMitaka を用いて天体の動
きや宇宙の構造について学び、望遠鏡、プラネタリウム投影機
の製作と、それを用いた観察を通じて天体への興味と理解を深
める

各日程50名（小
学生～高校生）

Web申込（7月9
日より受付開始
予定）、先着順
定員になり次第

締切

部署名：天文情報センター
TEL：0422-34-3688
所在地：東京都三鷹市大沢2-21-1
URL：http://www.nao.ac.jp/ 
6 月中旬Web にて開催告知予定

東
京
都

国立大学法人
東京学芸大学

平成27年８月下旬
「夏休み子ども見学デー」
・パパ・ママの職場見学
・パパ・ママとあそぼう

親子２５名程度 8月中旬

部署名:人事課職員係
TEL:042-329-7123
FAX:042-329-7127
所在地:小金井市貫井北町4-1-1

東
京
都

羽村市図書館
平成27年7月30日・8月
6日

「一日司書体験」
「図書館司書」ってなんだろう？あまり知られていない図書館
の仕事を体験し、カウンターでの貸出し・返却の仕事や本の分
類などを学びます。

各10名小学校
5・6年生

7月4日から定員
に達するまで

部署名:羽村市教育委員会生涯学習部図書館図書館係
TEL:042-554-2280
FAX:042-554-2800
所在地:東京都羽村市緑ヶ丘2-11-2
URL：http://www.hamura-library.tokyo.jp/

東
京
都

羽村市図書館
平成27年8月13日・18
日

「ＹＡボランティア体験」
図書館の仕事を手伝ってみませんか？
おすすめ本のポップ作りなどの体験をします。

10名
7月16日から定
員に達するまで

部署名:羽村市教育委員会生涯学習部図書館図書館係
TEL:042-554-2280
FAX:042-554-2800
所在地:東京都羽村市緑ヶ丘2-11-2
URL：http://www.hamura-library.tokyo.jp/

東
京
都

羽村市生涯学習セン
ターゆとろぎ（共催事
業）

平成27年8月7日、8日

「夏休みラテンカルナヴァル　－太鼓を作ってプロと共演しよ
う－」
太い竹に革を張って、自分の太鼓を作り、プロの演奏家からラ
テンのリズムを学び、その太鼓でプロと一緒に演奏する。併せ
てラテン音楽文化も学べる！

40組（小学生と
その保護者1

名）

7月31日
(定員になり次

第締切)

ＮＰＯ法人青梅の青少年を育てる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　電話090-5195-3030

東
京
都

青梅市教育委員会社会
教育課

平成27年8月1日 プラネタリウム見学会 20組(先着)

部署名:青梅市教育委員会社会教育課
TEL:0428-22-1111
FAX:0428-22-9835
所在地:青梅市東青梅1-11-1
URL：http://www.ome-tky.ed.jp/

東
京
都

青梅市教育委員会社会
教育課

平成27年8月6日
事業名：高校生との交流事業～和太鼓をたたいてみよう～
事業概要：青梅総合高校和太鼓部の高校生に和太鼓を習って一
緒にたたいてみる交流事業。

15名(先着)

部署名:青梅市教育委員会社会教育課
TEL:0428-22-1111
FAX:0428-22-9835
所在地:青梅市東青梅1-11-1
URL：http://www.ome-tky.ed.jp/

東
京
都

青梅市・福生市・羽村
市子ども体験塾実行委
員会

平成27年8月8日
事業名：子ども体験塾ワークショップロボクワガタを作ろう！
事業概要：ロボットに親しむ事業として、ロボクワガタを作る
ワークショップやロボットバトルなどを実施する事業。

30名 7月24日

部署名:青梅市教育委員会社会教育課
TEL:0428-22-1111
FAX:0428-22-9835
所在地:青梅市東青梅1-11-1
URL：http://www.ome-tky.ed.jp/

東
京
都

青梅市中央図書館 平成27年8月6日
事業名：夏休み親子で公共施設見学会
事業概要：図書館施設の説明と見学

10組
(市民対象)

7月16日午前9時
から受付し、募
集人数に達し次
第締切

部署名:企画部秘書広報課
TEL:0428－22－1111
FAX:0428－22－6188
所在地:青梅市東青梅1－11－1
URL：www.city.ome.tokyo.jp

東
京
都

青梅市立美術館 平成27年8月9日(日)
事業名：オリジナルうちわ作り
事業概要：葉っぱでスタンプを押したり、段ボールに絵を描い
たり、竹を組んだりしてうちわを作ります

25名(抽選) 7月18日必着

部署名:青梅市立美術館
TEL:0428-24-1195
FAX:0428-23-8229
所在地:青梅市滝ノ上町1346
URL：http://www.ome-tky.ed.jp/shakai/bijutsu/index.html

東
京
都

青梅市郷土博物館
平成27年7月28日～8月
6日

事業名：青梅・羽村子ども体験塾「発掘調査体験」
事業概要：青梅市野上町にある霞台遺跡で、今から約1,700年
前の家のあと（竪穴住居跡）の発掘調査体験を行います。

15名(先着) 7月20日

部署名:青梅市郷土博物館
TEL:0428-23-6859
FAX:0428-21-0464
所在地:青梅市駒木町1-684
URL：http://www.ome-tky.ed.jp/shakai/kyodo/index.html

東
京
都

町田市立図書館
（中央図書館）

平成27年7月23日,30
日,8月6日,20日,27日

事業名：中央図書館１日図書館員
事業概要：夏休み期間中の図書館の仕事体験

各３名 7月2日

部署名:市内各市立図書館
TEL:042-728-8220
FAX:042-729-6160
所在地:町田市原町田3-2-9
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

東
京
都
葛飾区立図書館

平成27年7月24日
平成27年7月29日
平成27年8月5日

事業名：夏休み一日図書館員（子ども司書体験）
事業概要：区内在住の小学４～６年生を対象に、葛飾区立図書
館12館の児童室でカウンター業務（資料の貸出・返却）などの
仕事を体験し、図書館への関心を深め、本に親しむ機会を作
る。

１８５名 7月8日

部署名:葛飾区立中央図書館
TEL:03-3607-9201
FAX:03-3607-9200
所在地:葛飾区金町６－２－１
URL：http://www.lib.city.katsushika.lg.jp

東
京
都

練馬区教育委員会事務
局こども家庭部

平成27年7月4日、23
日、24日
平成27年8月3日

事業名：練馬子ども議会
事業概要：「練馬子ども議会」では、中学生が議員となり、区
政や区議会、選挙の仕組みを学び、区政に関わり、日ごろ疑問
に思っていることから体験教室や地域調査を行い、区政に対す
る希望や意見を中学生の視点から提案する。

40名程度 5月29日

部署名:青少年課
TEL:03-5984-1292
FAX:03-5984-1221
所在地:練馬区豊玉北6-12-1
URL：（設置している場合）

東
京
都

練馬区教育委員会事務
局こども家庭部

平成27年6月27日
平成27年7月11日～31
日
（全9日間）

事業名：中学生のための情報番組制作ワークショップ
事業概要：日本大学芸術学部の協力のもと、年度に関するテー
マ（昨年は、練馬区の素敵）について地域で取材を行い、
ニュース番組を実際に制作することで情報リテラシーを習得す
る。

20名 6月19日

部署名:青少年課
TEL:03-5984-1292
FAX:03-5984-1221
所在地:練馬区豊玉北6-12-1
URL：（設置している場合）

東
京
都

東京医科歯科大学 平成27年8月20日
医学歯学の世界を体験しよう！
医科歯科大ジュニア医学教室（仮）

30人
（予定）

未定

部署名:総務秘書課総務掛
TEL:03-5803-5009
FAX:03-5803-0273
所在地:東京都文京区湯島1-5-45

東
京
都

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構　国
立国語研究所

平成27年7月18日
事業名：ニホンゴ探検2015
事業概要：研究所を公開し、「1日研究員」としてミニ講義や
クイズ、ワークショップ等を体験できるイベント

なし なし

部署名:総務課総務・企画係
TEL:042-540-4300
FAX:042-540-4334
所在地:東京都立川市緑町10-2
URL：http://www.ninjal.ac.jp/

東
京
都

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構　総
合地球環境学研究所

平成27年7月31日

事業名：地球研オープンハウス
事業概要：広く地域の方々との交流を深めるため、地球研の施
設や研究内容を紹介している。各プロジェクト研究室でのイベ
ント、キッズセミナー、クイズラリー、実験室見学ツアーなど
の企画を行う。

なし なし

部署名:企画連携課連携推進室　広報係
TEL:075-707-2115
FAX:075-707-2510
所在地:京都市北区上賀茂457-4
URL：http://www.chikyu.ac.jp/

東
京
都

国立劇場大劇場

7月18日(土)～24日
(金)
①11時00分～
②14時30分～

親子で楽しむ歌舞伎教室
「解説　歌舞伎のみかた」（出演者による解説）、「義経千本
桜」を上演します。

各回1,520席
（有料）

観劇前日まで電
話・インター
ネット予約可
*売切れ次第終
了

国立劇場チケットセンター
TEL:0570-07-9900
03-3230-3000（PHS・IP電話）
東京都千代田区隼町4-1
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2015/kabuki.html

東
京
都

国立演芸場
7月25日(土)
13時00分～

親子で楽しむ演芸会
落語家による「解説と落語」、落語をはじめ、マジック曲独楽
などさまざまな演芸を上演します。

300名
（有料）

観劇前日まで電
話・インター
ネット予約可
*売切れ次第終
了

国立劇場チケットセンター
TEL：0570-07-9900
03-3230-3000（一部IP電話）
東京都千代田区隼町4-1
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2015/engei.html

東
京
都

国立能楽堂
8月1日(土)
13時00分～

夏休み 親子で楽しむ能の会
能楽師による解説、能「土蜘蛛(つちぐも）」を上演します。
*当日ロビーにて能の楽器体験コーナーを設けます。

627名
（有料）

観劇前日まで電
話・インター
ネット予約可
*売切れ次第終
了

国立劇場チケットセンター
TEL：0570-07-9900
03-3230-3000（PHS・IP電話）
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2015/noh.html

東
京
都

国立能楽堂
8月22日(土)
13時00分～

夏休み 親子で楽しむ狂言の会
能楽師による解説、狂言「蝸牛（かぎゅう）」・「六地蔵（ろ
くじぞう）」を上演します。
*当日ロビーにて狂言面の体験コーナーを設けます。

627名
（有料）

観劇前日まで電
話・インター
ネット予約可
*売切れ次第終
了

国立劇場チケットセンター
TEL：0570-07-9900
03-3230-3000（PHS・IP電話）
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2015/noh.html

東
京
都

国立文楽劇場

7月18日(土)～8月3日
(月)
10時30分～
（7月24日(金)・8月1
日（土）は貸切のため
ご入場いただけませ
ん。）

夏休み文楽特別公演（第１部）親子劇場：
出演者による解説「ぶんらくってなあに」、文楽「ふしぎな豆
の木」、「東海道中膝栗毛」を上演します。

各回731名
（有料）

観劇前日まで電
話・インター
ネット予約可
*売切れ次第終
了

国立劇場チケットセンター
TEL：0570-07-9900
03-3230-3000（一部IP電話等）
大阪府大阪市中央区日本橋1-12-10
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2015/bunraku.html（ﾊﾟｿｺﾝ）
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2015/sp.html（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）

東
京
都

国立劇場おきなわ
8月2日(日)
14時00分

親子のための組踊鑑賞教室
観客参加型の楽しく分かりやすい解説の後、組踊の人気演目
「女物狂」を上演します。

578名
(有料)

観劇前日まで
電話予約可

※売切れ次第終
了

国立劇場おきなわチケットカウンター
TEL:098-871-3350
沖縄県浦添市勢理客4-14-1
http://www.nt-
okinawa.or.jp/index.php?option=com_theater&act=look&task=tukisearch&I
D=1376

東
京
都

国立劇場おきなわ

７月24日(金)～
７月26日(日)
9時30分～12時30分

劇場バックステージツアー
舞台機構の見学をはじめ、組踊の若手立方・地方を講師とした
組踊ワークショップ等の実技体験ができます。

各日80名(無料)
※ただし、指定
公演のチケット
購入が必要

7月17日(金)

国立劇場おきなわチケットカウンター
TEL:098-871-3350
沖縄県浦添市勢理客4-14-1
http://www.nt-okinawa.or.jp/

東
京
都

新国立劇場

7月6日(月)
～26日(日)
①11時～
②13時～
③14時30分～
④15時～
⑤17時～
⑥19時～

未来の大人と、かつての子供たちへ
演劇「かがみのかなたはたなかのなかに」
「鏡」の向こうがわにはいったいどんな世界が広がっているの
でしょうか。子供も大人も一緒に楽しめるお芝居を「鏡」をモ
チーフにお届けします。

各回326名
（有料）

観劇当日まで電
話・インター
ネット予約可
*売切れ次第終
了

新国立劇場ボックスオフィス
TEL:03-5352-9999
東京都渋谷区本町1-1-1
http://www.nntt.jac.go.jp/play/performance/150701_003735.html

東
京
都

新国立劇場

7月22日(水)
～ 25日(土)
①11時30分～
②15時～

「こどものためのバレエ劇場　シンデレラ」
おとぎ話の代表作「シンデレラ」をバレエ作品としてお送りし
ます。初めてのお子さまはもちろん、ご家族でも楽しめるしか
けがいっぱい。さぁ、この夏の思い出に、魔法で溢れた豪華な
バレエ劇場へようこそ！

各回1,208名
（有料）

観劇当日まで電
話・インター
ネット予約可
*売切れ次第終
了

新国立劇場ボックスオフィス
TEL:03-5352-9999
東京都渋谷区本町1-1-1
http://www.nntt.jac.go.jp/ballet/kids-cinderella/

東
京
都

新国立劇場
6月23日(火)
～7月26日(日)
10時～18時

「新国立劇場情報センター夏休みキッズコーナー」
情報センター閲覧室にキッズコーナーが登場。子ども向けの劇
場関連本をそろえています。オペラやバレエのものがたり紹介
や登場キャラクター事典、シェイクスピア入門本・・・。自由
研究の題材が見つけられるかも。

新国立劇場情報センター
TEL:03-5351-3011
東京都渋谷区本町1-1-1
http://www.nntt.jac.go.jp/enjoy/library/exhibition/
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

東
京
都

新国立劇場

7月22日(水)
～ 25日(土)
①10時5分～11時15分
②11時30分～13時
③13時15分～14時45分
④15時～16時30分

「新国立劇場情報センター夏のこども劇場」
この夏、ビデオシアターが「こどもシアター」になります。新
国立劇場の「こどもバレエ　しらゆき姫」ほか全３作品を毎日
４回上映。観劇の擬似体験ができます。閲覧室では過去公演の
ダイジェストも上映。

各回先着30名
 (無料)

新国立劇場情報センター
TEL:03-5351-3011
東京都渋谷区本町1-1-1
http://www.nntt.jac.go.jp/enjoy/library/exhibition/

東
京
都

新国立劇場
8月23日(日)
13時～18時

「プチ・ミュージカルをやってみる？」
ミュージカルってなんだろう？ちょっと興味あるかも。ちょっ
とだけ歌ってみたいかも、演じてみたいかも。高校生から25歳
までの方を対象に、実際に身体を動かして、小さな小さな
ミュージカルづくりを体験するワークショップです。

30名
（無料）

応募期間
6/30(火)～
7/24(金)
（抽選）

詳細はHP参照

新国立劇場情報センター
TEL:03-5351-3011
東京都渋谷区本町1-1-1
http://www.nntt.jac.go.jp/play/monthly/

東
京
都

東京国立近代美術館
平成27年度全日
（7～8月を含む）

【MOMATコレクションこどもセルフガイドの配布】
所蔵作品展を観覧する子ども向けのワークシート無料配布

部署名:教育普及室
TEL:03-3214-2605
FAX:03-3214-2576
所在地:東京都千代田区北の丸公園3-1

東
京
都

東京国立近代美術館
平成27年8月20日～22
日

【夏休み！こども美術館】
小学1～4年生対象の鑑賞・館内散策プログラム（ギャラリー
トーク、作品制作、施設見学を含む）

90名
（各日30名）

7月20日

部署名:教育普及室
TEL:03-3214-2605
FAX:03-3214-2576
所在地:東京都千代田区北の丸公園3-1

東
京
都

東京国立近代美術館 平成27年7月24日
【夏休みトークラリー】
小学5年生～中学3年生対象の鑑賞プログラム（ギャラリートー
ク）

150名
6月10日より先

着順

部署名:教育普及室
TEL:03-3214-2605
FAX:03-3214-2576
所在地:東京都千代田区北の丸公園3-1

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

「こども＋おとな工芸
館　ピカ☆ボコ―オノ
マトペで読みとく工芸
の魅力」展会期中
（7/14 - 9/27）先着
2000名に実施。

【ピカボコスタンプラリー】
スタンプラリー形式を取り入れた鑑賞プログラム。セルフガイ
ドを見ながら作品を観察する。

部署名:教育・資料室
TEL:03-3211-7781
FAX:03-3211-7783
所在地:東京都千代田区北の丸公園1-1
URL：http://www.momat.go.jp

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

同上

【みんなでつくるピカボコ図鑑】
会場から作品を1点選んで絵とメッセージを記入して指定の場
所に貼りだし、他の来場者に紹介するワークシート。

部署名:教育・資料室
TEL:03-3211-7781
FAX:03-3211-7783
所在地:東京都千代田区北の丸公園1-1
URL：http://www.momat.go.jp

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

上記展覧会会期中の
水・土曜日
14:00～15:00

【家族でタッチ＆トーク】 
さわってみようコーナーで作品をさわり、会場トークで鑑賞を
深めるプログラム。

部署名:教育・資料室
TEL:03-3211-7781
FAX:03-3211-7783
所在地:東京都千代田区北の丸公園1-1
URL：http://www.momat.go.jp

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

7月19日14:00～15:00
【こどもギャラリートーク】
「こども＋おとな工芸館　ピカ☆ボコ―オノマトペで読みとく
工芸の魅力」を楽しく鑑賞する。

部署名:教育・資料室
TEL:03-3211-7781
FAX:03-3211-7783
所在地:東京都千代田区北の丸公園1-1
URL：http://www.momat.go.jp

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

7月20日(月･祝),21日
(火)、8月23日(日),24
日(月)
13:30～15:00

【こどもタッチ＆トーク】
さわってみようコーナーと会場トークで工芸の豊かな質感を探
り、工作をする。

15名
（各回）

7月7日

部署名:教育・資料室
TEL:03-3211-7781
FAX:03-3211-7783
所在地:東京都千代田区北の丸公園1-1
URL：http://www.momat.go.jp

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

8月10日(月),17日(月)
13:30～16:00

【鍛金ワークショップ】
金属を木づちなどで打って形を変えていく鍛金技法に取組む。
金属板から形ができるプロセスを、打ったあとのつち目ひとつ
ひとつに感じながら錫（スズ）の器をつくる。

10名
（各回）

7月7日

部署名:教育・資料室
TEL:03-3211-7781
FAX:03-3211-7783
所在地:東京都千代田区北の丸公園1-1
URL：http://www.momat.go.jp

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

7月26日(日),8月14日
(金)
13:30～15:30

【ピカボコ写真教室】
見ていること、感じたことを、のがさず、より美しく!写真を
通して工芸の魅力にせまる。

10名
（各回）

7月7日

部署名:教育・資料室
TEL:03-3211-7781
FAX:03-3211-7783
所在地:東京都千代田区北の丸公園1-1
URL：http://www.momat.go.jp

東
京
都

東京国立近代美術館
フィルムセンター

7月24日（金）
7月25日（土）
7月31日（金）
8月1日（土）
13:30～15:30

【こども映画館　2015年の夏休み】
小・中学生を対象とした映画イベントです。

各回150名
(大人だけの申
し込不可)

Eメールでのみ
受付。各実施日
の1週間前（必
着）、定員に達
し次第締切

部署名:事業推進室(こども映画館係)
TEL:03-3561-0823
FAX:03-3561-0830
住所:東京都中央区京橋3-7-6
URL:
http://www.momat.go.jp/fc/

東
京
都

国立西洋美術館 通年
【スクール・ギャラリートーク】
常設展の作品鑑賞プログラム。学校等の団体対象プログラムで
通年実施。

詳細はHP参照
申込は来館希望
日の1ケ月前
《HP参照》

部署名：国立西洋美術館学芸課教育普及室
TEL:03-3828-5198
FAX:03-3828-5797
所在地:台東区上野公園7-7
URL:
http://www.nmwa.go.jp/

東
京
都

国立西洋美術館
8月7日(金)～
8月9日(日)

【びじゅつーる】
常設展の絵や彫刻を、いろいろな視点から大人と子どもが一緒
に楽しむために作られたツール（道具）。
夏休みの3日間無料で貸出。予約不要。

部署名：国立西洋美術館学芸課教育普及室
TEL:03-3828-5198
FAX:03-3828-5797
所在地:台東区上野公園7-7
URL:
http://www.nmwa.go.jp/

東
京
都

国立西洋美術館
6月23日（火）～
9月23日（水・祝）

【「ボルドー展　―美と陶酔の都へ―」ジュニア・パスポー
ト】
企画展「ボルドー展　―美と陶酔の都へ―」の展示作品などを
解説したリーフレット「ジュニア・パスポート」を来館の小・
中学生に配布。

部署名：国立西洋美術館学芸課教育普及室
TEL:03-3828-5198
FAX:03-3828-5797
所在地:台東区上野公園7-7
URL:
http://www.nmwa.go.jp/

東
京
都

国立新美術館 未定
【夏休みこどもたんけんツアー2015】
管理室やバックヤード等、普段目にすることのできない部分を
見学する施設ツアーです。

１回につき10人
程度

未定

部署名:総務担当
TEL:03-6812-9906
FAX:03-3405-2531
所在地:港区六本木7-22-2
URL:
http://www.nact.jp/
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

東
京
都

東京藝術大学
演奏藝術センター

7月4日(土)
15:00開演
（14:30開場）

藝大21 藝大とあそぼう2015
邦楽のお作法～邦楽と友達になろう！

■東京藝術大学奏楽堂
■全席自由：
高校生以上 1,000円
小・中学生  500円
未就学児  無料（３歳から入場可）

部署名：東京藝術大学演奏藝術センター
TEL：050-5525-2300
FAX：03-5685-7784
所在地：東京都台東区上野公園12-8
HP：http://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/31223.html

問い合わせ：東京藝術大学演奏藝術センター
TEL：050-5525-2300

東
京
都

東京工業大学 平成27年8月28日

夏休み特別企画「地球とあそぼう2015」
〜石の不思議を調べて地球を知ろう〜
鉱物を割ってその形を観察したり、砂金採り、ボリビ産化石探
しなどの体験実習を行う。

100名 7月31日

部署名:地球史資料館事務室
TEL:03-5734-2618
FAX:03-5734-3416
所在地:東京都目黒区大岡山2-12-1
URL:http://www.mue.titech.ac.jp

東
京
都

独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター
（国立スポーツ科学セ
ンター）

平成27年8月13日
（木）
10：00～11：30

国立スポーツ科学センター見学ツアー
（日本のトップアスリートを育てるスポーツ医・科学研究機関
「国立スポーツ科学センター（JISS)」を見学します。）

15名
先着順（定員に
なり次第締め切

ります）

部署名：西が丘管理部運営調整課
電話：03-5963-0200
FAX：03-5963-0244
東京都北区西が丘3-15-1
http://www.jpnsport.go.jp/jiss/

神
奈
川
県

国土交通省 国土技術
政策総合研究所

国立研究開発法人 港
湾空港技術研究所

7/25(土)
「夏の一般公開」
国総研、港空研の実験施設見学等。詳細は調整中。

－ －

国土技術政策総合研究所 管理調整部 企画調整課
TEL 046-844-5019
港湾空港技術研究所 企画管理部 企画課
TEL 046-844-5040
横須賀市長瀬3-1-1
http://www.pari.go.jp/event/open/2014/

神
奈
川
県

横浜地方気象台 8月18日、19日
事業名:お天気フェア（子どもアドベンチャー2015）
事業概要:気象台施設の案内、観測機器の説明、気象実験等

部署名:横浜地方気象台業務・危機管理担当
TEL:045-621-1563
FAX:045-621-1645
所在地:神奈川県横浜市中区山手町99

神
奈
川
県

箱根地域自然に親しむ
運動実行委員会

【開催担当：（一財）
自然公園財団】

8月7日

事業名：箱根の小さな妖精、昆虫たちと遊ぼう！
事業概要：箱根ビジターセンター周辺で、昆虫たちと戯れなが
ら学んでもらうことを目的として開催しているイベントです。
自然観察を通して箱根の昆虫について伝えます。

中学生以下20名
（保護者も可）

7月28日（必
着）

部署名:環境省　箱根ビジターセンター
TEL:0460-84-9981
FAX:0460-84-5721
所在地:〒250-0522　神奈川県足柄下群箱根町元箱根164
URL：http://www.mmjp.or.jp/HakoneVisitorCenter/

神
奈
川
県

横浜市教育委員会
8月18日（火）
8月19日（水）

事業名：子どもアドベンチャー2015
事業概要：横浜市役所を中心とした公的機関や、民間企業の協
力を得て、様々な職業体験・社会体験プログラムを実施しま
す。（事前申込プログラム48、当日自由参加プログラム30）

プログラムによ
り募集人数が異
なります。

7月23日

部署名:生涯学習文化財課
TEL:045-671-3283
FAX:045-224-5863
所在地:横浜市中区港町1-1
URL：http://www.city.yokohama.lr.jp/kyoiku/gakusyu/adv/

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立神奈川工業高等学
校

7月31日(金)
9:00～12:30

・クリアボールを使った手作り万華鏡
・住宅模型づくり
・ＬＥＤの工作
・写真現像体験

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月17日(金)

部署名:県立神奈川工業高等学校
TEL:045-491-9461
所在地:横浜市神奈川区平川町19-1

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立商工高等学校

8月4日(火)
9:30～12:00

・オリジナルネームプレートの製作
・イルミネーションランタンの製作
・ハンカチーフ・トートバックの草木染め

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月10日(金)
部署名:県立商工高等学校
TEL:045-353-0591
所在地:横浜市保土ヶ谷区今井町743

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立磯子工業高等学校

8月4日(火)
10:00～12:30

・ペーパーウェイト
・電気工作
・木工
・サンドブラストと化学あそび

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月15日(水)
部署名:県立磯子工業高等学校
TEL:045-761-0251
所在地:横浜市磯子区森5-24-1

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立神奈川総合産業高
等学校

8月4日(火)
9:30～12:00

・試験管の中で雪を降らしてみよう。
・金属を削って文鎮をつくろう。

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月15日(水)
部署名:県立神奈川総合産業高等学校
TEL:042-742-5715
所在地:相模原市南区文京1-11-1

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立藤沢工科高等学校

8月5日(水)
9:00～12:00

・ワイヤークラフト
・刻印プレート
・メロディえんぴつ製作
・幅が変えられるブックスタンド
・フラワースタンド
・ビーチ―グラスを使ったエコランプ作り
・フラワーポットを作ろう
・測量（水準測量）
・橋の模型作り
・ペーパークラフトランプ作成
・シルクスクリーン印刷体験

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月17日(金)

部署名:県立藤沢工科高等学校
TEL:0466-43-3402
所在地:藤沢市今田744

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立小田原城北工業高
等学校

8月5日(水)
9:00～12:00

・ポンポン蒸気船
・キラキラＬＥＤキャンドル
・間伐材を活用した木工製品の製作
・組み木パズル

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月10日(金)

部署名:県立小田原城北工業高等学校
TEL:0465-36-0111
所在地:小田原市栢山200

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立川崎工科高等学校

8月7日(金)
9:00～12:30

･ボールペンの製作
･電子サイコロの製作
･七宝焼き

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月17日(金)

部署名:県立川崎工科高等学校
TEL:044-511-4394
所在地:川崎市中原区上平間1700-7

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立横須賀工業高等学
校

8月7日(金)
9:00～12:00

・キーホルダーの製作
・３分タイマーの製作
・ゴールドメダルの製作

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月15日(水)
部署名:県立横須賀工業高等学校
TEL:046-851-2122
所在地:横須賀市公郷町4-10

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立平塚工科高等学校

8月7日(金)
9:00～12:00

・機械加工体験
・キーホルダーの製作
・ラーメンタイマーの製作
・簡単ＡＭラジオの製作
・七宝焼

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月17日(金)

部署名:県立平塚工科高等学校
TEL:0463-31-0417
所在地:平塚市黒部丘12-7
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地
域

機関等名 日程

神
奈
川
県

「親子ものづくり体験
教室」
県立向の岡工業高等学
校

8月21日(金)
9:00～12:30

・ペットボトルロケット
・電子工作体験
・動物パズルとネームプレート

開催校にお問い
合わせくださ
い。

7月17日(金)

部署名:県立向の岡工業高等学校
TEL:044-833-5221
所在地:川崎市多摩区堰1-28-1

新
潟
県

新潟地方気象台 7月25日
事業名:夏休み"お天気"フェア 2015
事業概要:職場見学、科学実験及び展示コーナー

部署名:新潟地方気象台　業務・危機管理
TEL:025-281-5873
FAX:025-281-5862
所在地:新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

新
潟
県

新潟市教育委員会
平成27年8月17日～
8月18日

事業名：旧小澤家住宅に泊まろう
新潟市文化財に指定されている旧小澤家住宅に宿泊し、文化財
に触れる機会とするとともに、古い日本家屋におけるかつての
生活様式の一端を体験・学習する。

小学４年生20人 未定

部署名:中央公民館
TEL:025-224-2088　
FAX:025-223-4572
所在地:新潟市中央区礎町通3ノ町2086番地

新
潟
県

新潟市西地区公民館 平成27年8月6日
事業名：夏休み子ども体験教室～うちのキッズらんど～
小学生に様々な体験活動の場を提供する。

100名
7月22日より先

着

部署名:新潟市西地区公民館
TEL:025-261‐0031
FAX:025-261‐0031
所在地:新潟市西区内野町603番地

新
潟
県

北海道月形町児童交流　
　研修会実行委員会

平成27年8月10日～
8月12日

平成4年2月14日に同じ町村名が縁で友好姉妹都市を締結し、児
童交流や物産交流が始まった。一年おきに小学校5・6年生が訪
問しあい、交流やホームステイを通じて交流を深める。（今年
度は月形町へ訪問）

部署名:月潟地区公民館
TEL:025-375-1050
FAX:025-375-1051
所在地:新潟市南区月潟535番地

新
潟
県

新潟市立中央図書館 8月2日(日)（予定）
ほんぽーとぐるぐるツアー
概要：図書館内の見学と資料返却業務の体験　小学３～６年生
対象

未定 未定

部署名:新潟市立中央図書館
TEL:025-246-7700
FAX:025-246-7722
所在地:新潟市中央区明石2-1-10
URL：http://www.niigatacitylib.jp

新
潟
県

新潟市立豊栄図書館 7月26日(日)（予定）

事業名：わくわく体験夏まつり
ボランティアと協働し，1日図書館を使って古本市や，バック
ヤードツアー，スタンプラリーをとおして図書館に親しんでも
らう。

部署名:新潟市立豊栄図書館
TEL:025-387-1123
FAX:025-384-6600
所在地:新潟市北区東栄1-1-35

新
潟
県

新潟市立豊栄図書館 7～8月
事業名：一日子ども図書館員
概要：図書館業務の体験（図書館見学，貸出・返却業務，館内
展示等），小学生対象

小学3～6年
8名

未定

部署名:新潟市立豊栄図書館
TEL:025-387-1123
FAX:025-384-6600
所在地:新潟市北区東栄1-1-36

新
潟
県

新潟市立松浜図書館 7～8月
一日子ども図書館員
概要：図書館業務の体験（図書館見学，貸出・返却業務，館内
展示等），小学生対象

小学4～6年
4名

未定

部署名:新潟市立松浜図書館
TEL:025-387-1771
FAX:025-259-7331
所在地:新潟市北区松浜1-7-1

新
潟
県

亀田図書館 平成27年7月28日 【体験しよう！図書館のしごと】図書館業務の体験
小学生

午前午後各2名
未定

部署名:亀田図書館
TEL:025－382－4696
FAX:025－381－8003
所在地:新潟市茅野山3－1－14

新
潟
県

新潟市立坂井輪図書館
8月3日(月)　　　　　　
午前9時30分～　　　　
　　10時30分

事業名：書架整理ボランティア！デビュー        　　　　　　
　　　　事業概要：図書館の案内と本の並び方を説明後、請求
記号順に本を並べてもらう。対象は中学生以上

先着20名 当日受付可

部署名:新潟市立坂井輪図書館
TEL:025-260-3242
FAX:025-260-3242
所在地:新潟市西区寺尾上3-1-1

新
潟
県

新潟市立坂井輪図書館
8月3日(月)　　　　　　
午後1時30分～　　　　
　　3時30分

事業名：ティーンズコーナーをプロデュース！図書館の本を選
んでみよう
事業概要：新潟市立図書館の資料収集方針や選書基準について
説明後、ティーンズコーナーに置く本の選書を体験してもら
う。
対象は小学校５年～高校生・大学生・専門学校生

先着10名
7月19日(日)よ

り先着

部署名:新潟市立坂井輪図書館
TEL:025-260-3242
FAX:025-260-3242
所在地:新潟市西区寺尾上3-1-1

新
潟
県

新潟市立西川図書館 8月(未定）
夏休み一日子ども図書館員
概要：図書館業務の体験（図書館見学，貸出・返却業務，館内
展示等），小学生対象

各日小学生6名 未定

部署名:新潟市立西川図書館
TEL:0256-88-0001
FAX:0256-88-2458
所在地:新潟市西蒲区曽根2046

新
潟
県

新潟市立岩室図書館 7月25日(土)
一日子ども図書館員
概要：図書館業務の体験（図書館見学，貸出・返却業務，館内
展示等），小学生対象

6名 未定

部署名:新潟市立岩室図書館
TEL:0256-82-4433
FAX:0256-82-4635
所在地:新潟市西蒲区西中889-1

富
山
県

富山地方気象台 7月28日
事業名:科学教室「気象台へ行こう」
事業概要:施設見学・気象実験・パネル展示・気象業務説明

部署名:富山地方気象台業務・危機管理担当
TEL:076-432-2332
FAX:076-442-4260
所在地:富山県富山市石坂2415

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月8日（土）
8月9日（日） 巨大ロボットの作り方　－巨大ロボットは大地に立つか？－ 各回２０名 7月7日（火）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
住所:〒939-8630富山市本郷町13番地

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月8日（土）
8月9日（日）

『体験！！３次元ＣＡＤ』　～　コンピュータでものづくり　
～

各回３０名 7月7日（火）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
住所:〒939-8630富山市本郷町13番地

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月8日（土）
8月9日（日） 機械工学おもしろ記録会【卵を守れ】 各回２０名 7月7日（火）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
住所:〒939-8630富山市本郷町13番地

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月8日（土）
8月9日（日） 3Dプリンターでものづくり体験 各回１０名 7月7日（火）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
住所:〒939-8630富山市本郷町13番地
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富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月8日（土）
8月9日（日） 人型2足歩行ロボットを自由自在に動かそう 各回１５名 7月7日（火）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
住所:〒939-8630富山市本郷町13番地

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月8日（土）
8月9日（日） カメラを使ってロボットを自由自在に動かそう 各回１５名 7月7日（火）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
住所:〒939-8630富山市本郷町13番地

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月8日（土）
8月9日（日） 雷センサーをつくろう 各回１５名 7月7日（火）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
住所:〒939-8630富山市本郷町13番地

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月8日（土）
8月9日（日）

良い香りのする物質をつくりたい
＜私にもできるぞ！　有機化学実験＞

各回１６名 7月7日（火）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
住所:〒939-8630富山市本郷町13番地

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月8日（土）
8月9日（日）

食品のゴミから水をきれいに？　世界の水問題に化学の力で
チャレンジ！

各回１６名 7月7日（火）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
住所:〒939-8630富山市本郷町13番地

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月7日（金）
8月8日（土）
8月9日（日）

『スマホアプリって自分でつくれるの？』 各回15名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月7日（金）
8月8日（土）
8月9日（日）

ロボットの頭脳とは
～LEGOを使ったプログラミング実験～

各回20名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月7日（金）
8月8日（土）
8月9日（日）

はじめての電子工作 各回10名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月7日（金）
8月8日（土）
8月9日（日）

モバイル端末で遠隔操作しよう 各回10名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月7日（金）
8月8日（土）
8月9日（日）

異文化について学ぼう 各回20名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月7日（金）
8月9日（日）

若潮丸体験航海と航海士，機関士の仕事の実際 各回40名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月8日（土） 船長・航海士と機関長・機関士の仕事を知る 40名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月7日（金）
English for International Communication（国際コミュニ
ケーションのための英語）

30名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月8日（土） 英語の発音入門～カタカナ英語からの脱却をめざそう！～ 25名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月9日（日）
国語の教科書を読みなおす
～「走れメロス」は盗作か？～

10名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月11日（火） コンピュータを組み立てよう 10名 7月7日（火）

学生課
TEL：0766-86-5145
FAX：0766-86-5130
住所：〒933-0293富山県射水市海老江練合1の2

石
川
県

北陸農政局 8月上旬 (予定) 小学生を対象とした野菜、果実、花きに関する体験学習会

20組

小学生及び保護
者

（未定）

部署名：北陸農政局生産部園芸特産課
TEL:076-232-4314
FAX:076-232-5824
住所:石川県金沢市広坂2-2-60

石
川
県

金沢地方気象台 8月1日

事業名:お天気フェア
事業概要:現業室・露場見学、河川国道事務所による起震車・
降雨体験装置体験、気象・地震に関する実験、観測機器の展示
等検討中

部署名:金沢地方気象台業務・危機管理担当
TEL:076-260-1461
FAX:076-260-9226
所在地:石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
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事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

石
川
県

石川工業高等専門学校 7月25日（土） PICマイコンボードの制作とC言語によるプログラミング
中学生
１２名

7月10日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

石
川
県

石川工業高等専門学校 7月30日（木） ろ過装置付きの水槽を作ろう
小学生
２０名

7月16日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

石
川
県

石川工業高等専門学校 8月1日（土） ケント紙で橋を作ろう
小学生・中学生

１０名
7月17日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

石
川
県

石川工業高等専門学校 8月3日（月） みんなでデザイン，みんなでものづくり
小学生
１５名

7月17日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

石
川
県

石川工業高等専門学校 8月3日（月） だれでもできるパソコン組み立て教室
中学生
１０名

7月17日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

石
川
県

石川工業高等専門学校 8月4日（火） 化学であそぼう
小学生・親子参

加
18組

7月21日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

石
川
県

石川工業高等専門学校 8月4日（火） チャレンジものづくり～たのしい機械の工作～
小学生・中学生

１０名
7月21日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

石
川
県

石川工業高等専門学校 8月7日（金）
中学生のための電気工学入門－LEGO　Mindstormsで学ぶ簡単な
制御－

中学生
８名

7月24日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

石
川
県

石川工業高等専門学校 8月10日（月）
バネを使って速く走ろう！～身体のバネを引き出す理論と実践
～

中学生
３０名

7月27日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

石
川
県

石川工業高等専門学校 8月26日（水） ３次元CAD入門～３次元設計とモデル加工～
小学生・中学生

１０名
8月7日

部署名:総務課企画・地域連携係
TEL:076-288-8017
FAX:076-288-8014
所在地:石川県津幡町北中条

福
井
県

福井地方気象台 8月1日
事業名:2015夏休みお天気フェア
事業概要:職場見学、各種実験、起震車（未定）、その他未定

部署名:福井地方気象台業務・危機管理官G
TEL:0776-24-0096
FAX:0776-24-2196
所在地:福井県福井市豊島2-5-2

福
井
県

福井工業高等専門学校 8月8日（土）

「福井高専キャンパスツアー2015」
中学生とその保護者らを対象に、グループに分かれて、本校5
学科のデモ実験を各20分で体験する。併せて在校生との交流
コーナーや進路相談コーナーを開設し参加者からの質問等に対
応する。

中学生
（午前・午後の
部 各約300人）

7月17日（金・
予定）

部署名：学生課入学試験係
TEL:0778-62-8290
FAX:0778-62-2490
所在地：福井県鯖江市下司町
HP：http://www.fukui-nct.ac.jp/~nyusi/

福
井
県

福井工業高等専門学校
7月25日(土)
10:00～16:00

公開講座
「小さな大工さん講座「デザイナーになろう！」」

小学5～6年生，
中学生 12人

7月16日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
7月26日(日)
9:30～15:30

公開講座
「小中学生夏休み科学教室（小学生コース）」

小学3～6年生
(保護者要同伴) 

15組
7月16日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
7月26日(日)
9:30～15:30

公開講座
「小中学生夏休み科学教室（中学生コース）」

中学生 8人 7月16日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月1日(土)
10:00～14:00

公開講座
「中学生のための作文講座」

中学3年生 15人 7月23日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校

8月1日(土)
10:00～15:00
8月2日(日)
10:00～12:00

公開講座
「中学生のための社会科学習方法講座—高専の入試問題で学ぼ
う－」

中学3年生 30人 7月23日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月1日(土)
13:00～17:00

公開講座
「化学実験室（中学生編）－磁石の磁力線観察キット（３種
類）とオリジナル栞を作ろう！」

中学生 10人 7月23日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月2日(日)
13:00～17:00

公開講座
「化学実験室（小学生編）－光ったり動いたりする「スライ
ム」や、カラフルな「人工いくら」・「スライム時計」を作り
ましょう」

小学生(保護者
要同伴) 18組

7月23日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月9日(日)
13:00～16:00

公開講座
「多面体を作ろう」

小学4～6年生，
中学生　 10人

7月30日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月9日(日)
13:00～16:00

公開講座
「作って飛ばそう紙コプタ」

小学生，中学生 
20人

7月30日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月9日(日)
13:00～16:00

公開講座
「洋画と洋楽で楽しく英語を学ぼう」

中学生以上 20
人

7月30日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月10日(月)
13:30～16:30

公開講座
「簡単！マイコンでプログラミング」

小学5～6年生，
中学生 8人

7月30日(木)

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月22日(土)
9:00～12:00

公開講座
「電子顕微鏡でミクロな世界を見てみよう」

中学生 10人 8月7日(金)

部署名:総務課　評価・地域連携係
TEL:0778-62-1881
FAX:0778-62-2597
所在地:福井県鯖江市下司町
http://www.fukui-nct.ac.jp/~kikaku/lecture/
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事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月22日(土)
10:00～16:00

公開講座
「ふしぎなでんき～電気実験の自由研究」

中学生 10人 8月7日(金)

福
井
県

福井工業高等専門学校
8月22日(土),23日(日)
各13:00～17:00

公開講座
「ProcessingでAndroidアプリ開発」

小学4～6年生，
中学生　 12人

8月7日(金)

山
梨
県

甲府地方気象台 8月1日
事業名:お天気フェア2015
事業概要:施設見学、アメダス測器展示、気象実験体験コー
ナー、お天気調べ、お天気クイズラリー等

部署名:甲府地方気象台業務・危機管理担当
TEL:055-222-3634
FAX:055-222-3784
所在地:山梨県甲府市飯田4-7-29

山
梨
県

環境省
生物多様性センター

8月2日(日)

事業名：生物多様性まつり
事業概要：「生物多様性まつり」は生きものたちの生命のつな
がりについて学んでもらうことを目的として、生物多様性セン
ターで毎年夏に開催しているイベントです。企画展示やクラフ
ト、標本作りなどを通して生物多様性について紹介します！

部署名:環境省生物多様性センター
TEL:0555-72-6031
FAX:0555-72-6032
所在地:〒403-0005　山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1
URL：http://www.biodic.go.jp/

山
梨
県

山梨県立なかとみ青少
年自然の里

7月4日(土)～5日(日)
親子・少年少女自然体験教室「火起し・野外炊飯・オリエン
テーリング。
一泊二日で火起し・野外炊飯・オリエンテーリングを楽しむ。

40名 6月27日（土）

部署名:
TEL:0556-42-3181
FAX:0556-42-3182
所在地:身延町平須306

山
梨
県

甲斐黄金村・湯之奥金
山博物館

8月1日(土)、2日(日)
第15回こども金山探検隊。
湯之奥金山遺跡に実際に登り、戦国期の鉱山作業を体験し、純
金でオリジナルの甲州金を作成する親子体験プログラム。

15名（プラス保
護者）

定員になり次第

部署名:
TEL:0556-36-0015
FAX:0556-36-0003
所在地:身延町上之平1787

山
梨
県

（公財）やまなし文化
学習協会
森の教室

8月8日（土）
夏休み親子ふれあい木工教室。
親子で協力し、県産材をつかった木工品を作る。

30名 定員になり次第

部署名:
TEL:0556-22-8111
FAX:0556-22-8074
所在地:富士川町最勝寺2290-1

山
梨
県

（公財）やまなし文化
学習協会
森の教室

8月22日（土）
小枝で遊ぼう・動物編。
いろいろな形に切った小枝や木の実を組み合わせて、動物をつ
くる。

20名 定員になり次第

部署名:
TEL:0556-22-8111
FAX:0556-22-8074
所在地:富士川町最勝寺2290-1

山
梨
県

山梨県立八ヶ岳少年自
然の家

平成27年8月2日(日)～
8月4日(火)
2泊3日

事業名：サマーキャンプin八ヶ岳～たっぷり楽しむテント生活
～
事業概要：自然体験や集団宿泊経験の少ない児童が、様々な体
験活動を通して仲間と遊び、協力していく中で、自分に自信を
もって活動できる子どもを育てる。また、自然のよさ、厳しさ
を体感し、自然の好きな子どもに育てる。

40名 定員になり次第

部署名:
TEL:0551-48-2306
FAX:0551-48-2307
所在地:北杜市高根町清里3545

山
梨
県

山梨大学 平成27年8月4日

事業名：リフレッシュ理科教室
事業概要：山梨県立科学館において、「LEDで楽しい工作!!」
をテーマとして、以下3つの工作教室を開催します。
工作A：回して再生!LEDレコード
工作B：クル来るまわれ!LEDビー玉レンズ
工作C：かたかたピカピカ!LEDスター

小学3年生～中
学生
各工作
70名

7月20日

部署名:クリスタル科学研究センター　田中　功
TEL:055-220-8625
FAX:055-254-3035
所在地:甲府市宮前町7-32
URL：http://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp

山
梨
県

山梨大学 平成27年8月9日

事業名：ロボットを組立て、パソコンで操縦しよう
事業概要：日本機械学会山梨ブロックが共催して、れ語マイン
ドストームNXTを使ったロボットの組立とパソコンを使って操
縦する体験教室を開催します。参加者2名に対してアシスタン
ト1名が親切丁寧に教えます。

中学生20名 7月31日

部署名:工学部機械工学科　舩谷俊平
TEL:055-220-8434
FAX:055-220-8779
所在地:甲府市武田4-3-11
URL：http://society.me.yamanashi.ac.jp/jsme/mecha-day/2015/

長
野
県

県立歴史博物館
平成27年　　　　　　　
　8月1日、8月2日

事業名：歴史館で夏休み
事業概要：石のアクセサリー造り(勾玉)、古代の銭造り等の体
験

― ―

部署名:長野県立博物館
TEL:026-274-2000（代）
FAX:026-274-3996
所在地:千曲市屋代260-6
URL：www.npmh.net

長
野
県

長野県埋蔵文化財セン
ター

平成27年
8月7日、8月8日

事業名：夏休み考古学チャレンジ教室
事業概要：夏休みの期間中に研究室や展示室などの施設と遺物
等の整理作業を一般公開し、併せて整理作業を親子で体験して
もらい、埋蔵文化財に対する県民の理解を深める。

― ―

部署名:調査部
TEL:026-293-5926
FAX:026-293-8157
所在地:長野市篠ノ井布施高田963-4
URL：http//naganomaibun.or.jp/

長
野
県

長野県建設部河川課

平成27年
7月21日～31日
※ダム毎に日程が異な
ります。日程は現在調
整中です。

長野県建設部が管理する16ダムにおいて、ダム見学会等を実施 ― ―

部署名:建設部河川課
治水第二係　松澤
TEL:026-235-7309
FAX:026-225-7069
URL：kasen@pref.nagano.lg.jp

長
野
県

上田食肉衛生検査所
平成27年
7月31日、8月7日

小学4年生～中
学3年生までの
児童・生徒とそ

の保護者
各回2組

７月31日分
7月17日

8月7日分
７月24日

長
野
県

松本食肉衛生検査所 平成27年7月29日

小学4年生～中
学3年生までの
児童・生徒とそ
の保護者5組

7月15日

長
野
県

長野食肉衛生検査所 平成27年8月4日

小学4年生～中
学3年生までの
児童・生徒とそ
の保護者5組

7月21日

部署名:長野県健康福祉部食品・生活衛生課
TEL:026-235-7155
FAX:026-232-7288
所在地:長野市大字南長野字幅下692-2
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/happyou/oyako.html

事業名：食品衛生親子体験事業
事業概要：食肉衛生検査所の見学や検査業務の体験等
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募集人数 申込締切
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※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

長
野
県

伊那建設事務所

平成27年7月21日
（箕輪ダム）
平成27年7月31日
（横川ダム）

事業名：県営ダム見学会
事業概要：「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、県営ダムの見
学会を開催しています。伊那建設事務所では、箕輪町の箕輪ダ
ム、辰野町の横川ダムで行います。

― ―

部署名:維持管理課
TEL:0265-76-6847
FAX:0265-76-6850
所在地:伊那市荒井3497
URL：www.pref.nagano.lg.jp

長
野
県

環境保全研究所 平成27年7月25日

「研究所施設公開」
水、土壌、大気、廃棄物、自然環境などの環境分野及び感染
症、食品衛生、医薬品などの保健衛生分野に係る当研究所の取
組を紹介します。

― ―

部署名:環境保全研究所
TEL:026-227-0354
FAX:026-224-3415
所在地:長野市安茂里米村1978
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/kanken/index.html

長
野
県

長野県工業技術総合セ
ンター

平成27年
7月28日～7月30日

「夏休み公開事業」
○親子ものづくり教室
○施設見学等

各技術部門で実施　
○材料技術部門
○精密・電子技術部門
○環境・情報技術部門
○食品技術部門

各日教室毎に定
員有

定員になり次第
締切

部署名:長野県工業技術総合センター
○材料技術部門
TEL:026-226-2812
FAX:026-291-6243
所在地:長野市若里1-18-1
○精密・電子技術部門
TEL:0266-23-4000
FAX:0266-23-9081
所在地:岡谷市長地片間町1-3-1
○環境・情報技術部門
TEL:0263-25-0790
FAX:0263-26-5350
所在地:松本市野溝西1-7-7
○食品技術部門
TEL:026-227-3131
FAX:026-227-3130
所在地:長野市栗田205-1

長
野
県

諏訪建設事務所
諏訪湖流域下水道事務
所

平成27年7月31日

事業名：親子で実験！水の特別研究室
事業概要：下水道事業広報活動の一環として、下水処理に関連
する簡単な実験を行い、水がきれいになる過程や下水処理場の
役割を学んでもらう。また子供の理科への興味を広げる。
（詳細は諏訪湖流域下水道事務所のHPにて公表。）

小学生20名 7月17日

部署名:諏訪湖流域下水道事務所　管理課
TEL:0266-58-2955
FAX:0266-58-2958
所在地:長野県諏訪市
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/suwakoryuiki/index.html

長
野
県

水産試験場 平成27年7月30日
事業名：「夏休み特別開放」
事業概要：お魚にさわって、見て、食べてみよう！！（魚のつ
かみ取り、魚の解剖体験、ニジマスの塩焼きづくり）

小学生親子20名
定員になり次第

締切

部署名:水産試験場環境部
TEL:0263-62-2281
FAX:0263-81-2020
所在地:安曇野市明科中川手2871
URL:http://www.pref.nagano.lg.jp/suisan/

長
野
県

水産試験場木曽試験地 平成27年7月30日
事業名：「夏休み特別開放」
事業概要：木曽のイワナに触れてみよう！（魚とのふれあい、
イワナやニジマスへの餌やり体験、川の中の生き物観察他）

主に小学生 ―

部署名:水産試験場木曽試験地
TEL:0264-23-8571
FAX:0264-23-8571
所在地:木曽郡木曽町新開字正ノ平127-238
URL:http://www.pref.nagano.lg.jp/suisan/

長
野
県

水産試験場諏訪支場 平成27年8月7日
事業名：「夏休み特別開放」
事業概要：諏訪湖の生き物大集合
（プランクトンの観察やエビの放流他）

― ―

部署名:水産試験場諏訪支場
TEL:0266-27-8755
FAX:0266-26-1013
所在地:諏訪郡下諏訪町6188-10
URL:http://www.pref.nagano.lg.jp/suisan/

長
野
県

水産試験場佐久支場
平成27年7月下旬
（実施日未定）

事業名：「夏休み特別開放」
事業概要：夏休み釣り体験教室
（釣りの仕掛け作りとニジマス・ウグイの釣り体験）

小学生40名
定員になり次第

締切

部署名:水産試験場佐久支場
TEL:0267-62-0162
FAX:0267-64-1150
所在地:佐久市高柳282
URL:http://www.pref.nagano.lg.jp/suisan/

長
野
県

信州大学教育学部
平成27年8月
5日～10日

取組名：信州大学公開講座「子どもキャンプ教室」
取組概要：小学校3～4年生を対象とした5泊6日のキャンプ

64名
平成27年
6月19日

部署名:教育学部
TEL:026-238-4013
FAX:026-234-5540
所在地:長野市西長野６のロ
URL：http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/education/event/2015/05/2262329.html

長
野
県

信州大学教育学部
平成27年8月
12日～15日

取組名：信州大学公開講座「幼児キャンプ教室」
取組概要：年長・5歳児を対象とした3泊4日のキャンプ

30名
平成27年
6月19日

部署名:教育学部
TEL:026-238-4013
FAX:026-234-5540
所在地:長野市西長野６のロ
URL：http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/education/event/2015/05/2262330.html

長
野
県

信州大学教育学部
平成27年7月
11日～12日

取組名：信大YOU遊未来「湯谷プラザ」キャンプ
取組概要：小学1年生から6年生までを対象に1泊2日のキャンプ
を行う。

40名 未定

部署名:信大YOU遊未来(担当:林)
TEL:026-238-4203
FAX:026-238-4203
所在地:長野市西長野6のロ
URL：http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/c-exertion/you-
world/

長
野
県

信州大学教育学部
平成27年7月
18日～19日

取組名: 信大YOU遊未来「麻績プラザ」サマーキャンプ
取組概要: 小学1年生から6年生までを対象に1泊2日のキャンプ
を行う。

60名 未定

部署名:信大YOU遊未来(担当:林)
TEL:026-238-4203
FAX:026-238-4203
所在地:長野市西長野6のロ
URL：http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/c-exertion/you-
world/

長
野
県

信州大学教育学部 平成27年8月8日

取組名: 信大YOU遊未来「湯谷プラザ」川遊び＆BBQ
取組概要: 湯谷小学校近くの河川敷に行き、川遊びやBBQをす
るなかで、普段できない遊びをして子どもたちの発想力を引き
出す

40名 未定

部署名:信大YOU遊未来(担当:林)
TEL:026-238-4203
FAX:026-238-4203
所在地:長野市西長野6のロ
URL：http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/c-exertion/you-
world/
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事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

長
野
県

信州大学医学部附属病
院

平成27年8月上旬

事業名：「信州ドクターヘリ松本」見学会
事業概要：未来を担う子供たちに，救急現場で必要とされる医
療機器や医薬品を装備したドクターヘリを見学してもらい，ド
クターヘリが担う救急医療の必要性と役割を理解してもらうこ
とを目的に開催いたします。

60名 未定

部署名:信州大学医学部附属病院高度救命救急センター「信州ドクターヘリ松
本」事務局
TEL:0263-37-3400
FAX:0263-34-2010
所在地:松本市旭３－１－１
URL：http://www.shinshu-doctorheli.jp/

長
野
県

長野地方気象台 7月25日

事業名:お天気教室2015
事業概要:気象予報士会による気象実験コーナー、気象台によ
る気象実験コーナーと露場・現業室見学、長野県砂防課による
模型を用いた土石流の実験コーナー、日本赤十字コーナー

部署名:業務・危機管理官
TEL:026-232-2738
FAX:026-234-5648
所在地:長野県長野市箱清水1-8-18

長
野
県

長野地方気象台 8月6日
事業名:車山気象レーダー施設公開
事業概要:ドップラーレーダーによる観測をプロジェクターで
紹介、施設内およびパラボラの動きを見学

部署名:業務・危機管理官
TEL:026-232-2738
FAX:026-234-5648
所在地:長野県長野市箱清水1-8-18

長
野
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年8月22日
事業名：野辺山地区特別公開
事業概要：電波天文学研究の成果、観測装置の公開及び講演会
の実施

- -

部署名：国立天文台野辺山宇宙電波観測所事務室庶務係
TEL：0267-98-4300
FAX：0267-98-3579
所在地：長野県南佐久郡南牧村野辺山462-2
URL：http://www.nro.nao.ac.jp/

岐
阜
県

岐阜地方気象台 8月1日
事業名:夏休みお天気教室2015
事業概要:職場見学、実験（雨粒、雲、竜巻、地震波、液状化
等）、起震車による地震体験等

部署名:岐阜地方気象台業務･危機管理担当
TEL:058-271-4109
FAX:058-271-4102
所在地:岐阜県岐阜市加納二之丸6

岐
阜
県

岐阜工業高等専門学校 7月18日（土）

事業名：電子回路の組み立てとロボットの製作
事業概要：電子部品やブレッドボードを使って回路製作の基礎
を教える。またフォトリフレクターと呼ばれるセンサーを用
い、白および黒色を判別する回路設計を行う。さらに、この回
路を応用し、ライントレースロボットの作製を行う。ライント
レースロボット作製後はミニ競技を実施し、製作したロボット
の性能を競う。

２０名

開講日の２週間
前まで。応募多
数の場合は、抽
選にて受講者を
決定します。

部署名:総務課研究協力係
TEL:058-320-1213
FAX:058-320-1240
所在地:岐阜県本巣市上真桑2236番2
URL：http://www.gifu-nct.ac.jp/

岐
阜
県

岐阜工業高等専門学校 7月21日（火）

事業名：電気・電子工作入門-電気回路を自作してみよう-
事業概要：基本的な電子部品（抵抗、発光ダイオード、スイッ
チなど）の特性を理解し、簡単な回路設計・作製を目指す。当
日は基本的な電子部品について講義し、各自でテーマに従い電
気回路を設計する。その後、設計した電気回路を基板に実装
し、動作を確認する。

１０名

開講日の２週間
前まで。応募多
数の場合は、抽
選にて受講者を
決定します。

部署名:総務課研究協力係
TEL:058-320-1213
FAX:058-320-1240
所在地:岐阜県本巣市上真桑2236番2
URL：http://www.gifu-nct.ac.jp/

岐
阜
県

岐阜工業高等専門学校 7月21日（火）

事業名：位置情報を使ったWebサービス入門― 学校を探検して
みよう ―　
事業概要：GPSを使って自分自身の行動履歴を収集し、Webサー
ビスであるGoogleMaps上にプロットするものである。当日は
ゲーム形式で学内探検を実施する。学内にはiBeaconと呼ばれ
る無線発信機を設置し、ここから出る電波を、スマートフォン
（iPad mini）を使って見つけ出す。また、これらの位置を
キーワードと共にGoogleMapsに展開し、隠されたメッセージを
読み解く。以上の作業により、WebサービスとGPSについての理
解を深めることができる。

１０名

開講日の２週間
前まで。応募多
数の場合は、抽
選にて受講者を
決定します。

部署名:総務課研究協力係
TEL:058-320-1213
FAX:058-320-1240
所在地:岐阜県本巣市上真桑2236番2
URL：http://www.gifu-nct.ac.jp/

岐
阜
県

岐阜工業高等専門学校 8月5日（水）

事業名：七宝焼教室　
事業概要：素地（既に成型された銅板）ブローチ、ペンダント
から選択してもらい図柄を思考してもらいます。素地に絵、柄
を描いてもらい、その上に釉薬（色）を置いて電気炉にて焼く
（七宝焼の製作をしてもらいます）。張付ピン、張付蝶タック
を付け完成させる。

１５名

開講日の２週間
前まで。応募多
数の場合は、抽
選にて受講者を
決定します。

部署名:総務課研究協力係
TEL:058-320-1213
FAX:058-320-1240
所在地:岐阜県本巣市上真桑2236番2
URL：http://www.gifu-nct.ac.jp/

岐
阜
県

岐阜工業高等専門学校 8月20日（木）

事業名：すまいづくり入門　
事業概要：人々の生活の場所である「すまい」について、環
境・構造・歴史・計画の４つの側面からの講義より、具体的に
「すまい」を考える視点を学びます。これを活かして最後の演
習の時間で、講師全員と参加者が協力して、「理想のすまい」
の計画を図面に表現します。

２０名

開講日の２週間
前まで。応募多
数の場合は、抽
選にて受講者を
決定します。

部署名:総務課研究協力係
TEL:058-320-1213
FAX:058-320-1240
所在地:岐阜県本巣市上真桑2236番2
URL：http://www.gifu-nct.ac.jp/

岐
阜
県

岐阜工業高等専門学校 8月21日（金）

事業名：3Ｄ・ＣＧを使ってポストカードを作ろう　
事業概要：フリーソフトである、３Ｄコンピュータグラフィッ
クスソフトを使い、クリスマスカードや年賀状にも応用でき
る。イラストの入った楽しいポストカードを作る。

１０名

開講日の２週間
前まで。応募多
数の場合は、抽
選にて受講者を
決定します。

部署名:総務課研究協力係
TEL:058-320-1213
FAX:058-320-1240
所在地:岐阜県本巣市上真桑2236番2
URL：http://www.gifu-nct.ac.jp/

岐
阜
県

岐阜大学 平成27年8月5日

事業名：「平成27年度　第26回大型精密機器高度利用公開セミ
ナー（中学生のための公開セミナー）－最先端の装置で見える
世界－」
事業概要：自然科学に興味や関心のある中学  生に対し、電子
顕微鏡による観察、超高速度カメラ、デジタルマイクロスコー
プ、X線CTスキャンで観る一瞬の世界、分子模型の製作等を行
います。

30名 7月27日

部署名:生命科学総合研究支援センター機器分析分野
TEL:058-293-2035
FAX:058-293-2036
所在地:岐阜市柳戸1-1
URL：http://www1.gifu-u.ac.jp/~lsrc/dia

岐
阜
県

岐阜大学 平成27年8月7日

事業名：「中学生のための生命科学体験プログラム -君にもで
きるDNA鑑定-」
事業概要：私たちをとりまく様々なところでDNA鑑定が利用さ
れています。このプログラムではPCRと呼ばれる簡単な方法を
利用して、米の品種のDNA鑑定を行います。

20名 7月16日

部署名:生命科学総合研究支援センターゲノム研究分野
TEL:058―293―3171
FAX:058―293―3172
所在地:岐阜市柳戸1―1　　URL:http://www1.gifu-
u.ac.jp/~lsrc/dgr/portal/

岐
阜
県

岐阜大学 平成27年7月12日

事業名：岐阜大学講座（環境）
「自然環境の材料を使った造形教室」
事業概要：この講座は，学内，長良川，近隣の里山にある自然
環境の材料を使って絵画や工作をします。それを通じて，自然
環境の素晴らしさを体験的に知るとともに，自然を大切にする
心を育てることを目的としています。

20人
人数に達し
次第終了

部署名:教育学部総務係
TEL:058-293-2351
FAX:058-293-2207
所在地:岐阜市柳戸1-1
URL：http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html
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岐
阜
県

岐阜大学 平成27年7月18日

事業名：昆虫教室
「わくわく，びっくり！昆虫探検」
事業概要：この講座は，昆虫の生態に関する観察や飼育を通じ
て，身近な自然に対する興味・関心を持つことを目的としてい
ます。
　岐阜大学周辺で，昆虫探し，観察，採集を行います。

20組
人数に達し
次第終了

部署名:教育学部総務係
TEL:058-293-2351
FAX:058-293-2207
所在地:岐阜市柳戸1-1
URL：http://chigaku.ed.gifu-
u.ac.jp/chigakuhp/html/info_konchu/index20151.html

岐
阜
県

岐阜大学 平成27年7月19日

事業名：「中学生・高校生のための美術講座」（レザークラフ
ト）
事業概要：岐阜大学で絵画，美術教育を専門とする各教員が，
それぞれの分野の特色を生かして講座を担当します。
　この講座を受講することで，美術を学ぶ楽しさを知ってほし
いと思います。

15人
人数に達し
次第終了

部署名:教育学部総務係
TEL:058-293-2351
FAX:058-293-2207
所在地:岐阜市柳戸1-1
URL：http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

岐
阜
県

岐阜大学 平成27年7月25日

事業名：親子天文教室
事業概要：この講座は，天体望遠鏡（スピカ）の製作と，天体
観察を通じて，地球や宇宙に関する興味・関心を高めることを
目的としています。前半は口径4cmの簡単な天体望遠鏡（倍率
35倍）を自分たちで組み立てます。そのあと，惑星や人工衛星
などについてのいろいろなお話を，分かりやすく，簡単に行い
ます。後半では作った望遠鏡を使って，天体を観察します。

20組
人数に達し
次第終了

部署名:教育学部総務係
TEL:058-293-2351
FAX:058-293-2207
所在地:岐阜市柳戸1-1
URL：http://chigaku.ed.gifu-
u.ac.jp/chigakuhp/html/html_main/info_tenmon/index.html

岐
阜
県

岐阜大学 平成27年8月9日

事業名：「中学生・高校生のための美術講座」（藍染の基礎）
事業概要：岐阜大学で絵画，美術教育を専門とする各教員が，
それぞれの分野の特色を生かして講座を担当します。
　この講座を受講することで，美術を学ぶ楽しさを知ってほし
いと思います。
(※子どもたちの他に現職教員の方も受講されます)

15人
人数に達し
次第終了

部署名:教育学部総務係
TEL:058-293-2351
FAX:058-293-2207
所在地:岐阜市柳戸1-1
URL：http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

岐
阜
県

岐阜大学 平成27年8月9日

事業名：「中学生・高校生のための美術講座」（細密画を描こ
う）
事業概要：岐阜大学で絵画，美術教育を専門とする各教員が，
それぞれの分野の特色を生かして講座を担当します。
　この講座を受講することで，美術を学ぶ楽しさを知ってほし
いと思います。

15人
人数に達し
次第終了

部署名:教育学部総務係
TEL:058-293-2351
FAX:058-293-2207
所在地:岐阜市柳戸1-1
URL：http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

岐
阜
県

岐阜大学 平成27年8月9日

事業名：視る・考える・創る「形と数」の教室－キミは数学イ
ノベーター！－
事業概要：この講座では、ユニークな先生達を協力講師に招い
て、得意技を使った活動や工作を通して、算数がもっと好きに
なり、知らなかった秘密や新しい発見を、楽しんでもらうこと
を目的としています。(高山市で開催)

40人

7/15
（※人数に達し

次第
終了）

部署名:教育学部総務係
TEL:058-293-2351
FAX:058-293-2207
所在地:岐阜市柳戸1-1
URL：http://www2.hamajima.co.jp/~mathenet/2015kouza/2015kouza.html

岐
阜
県

岐阜大学 平成27年8月23日

事業名：岐阜大学講座（ものづくり）
子ども木の造形教室
「コロコロ木のおもちゃ」
事業概要：形を工夫すること，機械や道具を使うこと，木を組
み合わせること，手づくりのパズルで遊ぶことといった木の工
作活動を通じて，子どもたちの発想力や造形力を高めることを
目的としています。

20人
人数に達し
次第終了

部署名:教育学部総務係
TEL:058-293-2351
FAX:058-293-2207
所在地:岐阜市柳戸1-1
URL：http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/comm/comm.html

岐
阜
県

岐阜県庁 平成27年8月ごろ

事業名：子ども参観日
事業概要：親と一緒に通勤して職場を訪れた子どもたちが、職
員らと積極的に名刺交換をした後、親のデスクでパソコン操作
などの仕事を体験し、県警本部や県議会議場を見学（予定）

20名程度
（予定）

未定

部署名:女性の活躍推進課
TEL:058-272-8237
FAX:058-278-2611
所在地:岐阜市薮田南2-1-1

岐
阜
県

岐阜県現代陶芸美術館 平成27年8月1日
事業名:美術館を探検しよう！
事業内容:バックヤードを含む美術館の施設内を巡り、美術館
の役割を学ぶとともに、作品（茶碗）の扱いを学ぶ。

20名 7月31日

部署名:岐阜県現代陶芸美術館
TEL:0572-28-3100
FAX:0572-28-3101
所在地:岐阜県多治見市東町4-2-5
       セラミックパークMINO内
URL：http://www.cpm-gifu.jp/museum

岐
阜
県

岐阜県先端科学技術体
験センター（サイエン
スワールド）

平成27年7月28日
サイエンスワールド施設見学会　
見学地：へきなんたんトピア（碧南火力発電所）、奥矢作第
一・第二発電所（ダム）

親子２０組 定員になり次第

部署名:岐阜県先端科学技術体験センター（サイエンスワールド）
TEL:０５７２－６６－１１５１
FAX:０５７２－６６－１１５２
所在地:岐阜県瑞浪市明世町戸狩54
URL：www.scienceworld-gifu.jp

岐
阜
県

岐阜県美術館

平成27年7月11日
平成27年7月18日
平成27年7月26日
平成27年8月 1日
平成27年8月 2日
平成27年8月 8日
平成27年8月 9日
平成27年8月12日
平成27年8月23日

家族ふれあい鑑賞教室
子どもワークショップ　のれんに描こう
幼児ワークショップ　粘土でつくる不思議な生き物
幼児ワークショップ　葉っぱにお絵かき
夏休みワークショップ　元気海プロジェクト
家族ふれあい鑑賞教室
夏休みワークショップ　風を感じて
夏休みワークショップ　あかりのアート
子どもワークショップ　親子で組紐

制限なし
32名
32名
32名
32名
制限なし
32名
32名
32名

当日
6月28日
7月5日
7月12日
7月12日
当日
7月19日
7月22日
8月2日

部署名:岐阜県美術館
TEL:058-271-1314
FAX::058-271-1315
所在地:岐阜市宇佐4-1-22
URL：ttp://kenbi.pref.gifu.lg.jp

岐
阜
県

岐阜県図書館 平成27年7月20日

事業名：岐阜大学教育学部講座・岐阜県図書館共催　言葉を学
ぼう！文化を学ぼう！　楽習会「ことばしらべをしてみよう」
事業概要：言葉をテーマに調べかた、まとめ方を、大学生と
いっしょに考え、作業する。この講座をヒントにして、夏休み
の課題研究を作成することもできる。

30名
―

（6月20日申込
開始）

部署名:企画課企画振興係
TEL:058-275-5111
FAX:058-275-5115
所在地:岐阜市宇佐4-2-1
URL：http://www.library.pref.gifu.lg.jp/

岐
阜
県

東京大学宇宙線研究所
飛騨市

平成27年8月1日

事業名：KAGRA見学会
事業概要：重力波の直接観測を目指し現在建設中の大型重力波
望遠鏡KAGRAを建設地である岐阜県飛騨市民や小中学生を含む
多くの方々に知っていただき，物理学により親しみを持っても
らう機会とする。

400名程度
（予定）

未定

部署名:宇宙線研究所重力波推進室
TEL:0578-85-2343
FAX:0578-85-2346
所在地:岐阜県飛騨市東茂住238

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

土日祝に開催
9:30 – 17:30

■お店体験！お仕事体験！
　「こどもバザール」：
　子どもが運営するお店が並ぶまちで仕事体験。子どもたちが
クリエイティブタウンの市民になり、「仕事さがしから、仕事
体験、その後銀行でま・あ・る通貨のお給料をもらう」まで、
遊びを通じて社会に触れる「仕事ごっこ体験」をすることがで
きます。

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

7月12日（日）
【開催時間】
10：30-12：30

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「フラワーデザイナー　こけ玉風鈴をつくろう」

【対象】
小学生～高校生 

定員 16名

※ 6月24日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/
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静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

2015年07月18日（土）
【開催時間】
①10：30-12：30
②14：00-16：00

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「パティシエに挑戦！さわやかレモンケーキをつくろう」

【対象】
小学生～中学生 
定員 各16名

※ 6月24日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
静岡市こどもクリエイ
ティブタウン

7月19日（日） 
【開催時間】
①10：30-12：00
②13：30-15：00

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「未就学＆小学校低学年集まれ！世界で一つしかない木の車を
つくろう！」

【対象】
未就学親子(3歳

以上)
小学1年生～3年

生 
定員 各15名 

※ 6月24日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

7月20日（月） 
【開催時間】
①10：30-12：00
②13：30-15：00

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「絵師のおしごと　夏だ！妖怪図屏風をつくろう」

【対象】
小学生～高校生 
定員 各20名 

※ 6月24日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

7月25日（土） 
【開催時間】
①10：30-12：30
②14：00-16：00

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「オーガニック穀物コーヒーのアザラシデコレーションパ
フェ」

【対象】
①小学1～2年生
親子 （6組12

名）
②小学3年生～
中学生（12名）

※ 7月8日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

7月26日（日） 
【開催時間】
①10：30-12：30
②14：00-16：00

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「パソコンとペンタブレットで絵を描いてみよう！」

【対象】
小学4年生～高

校生 
定員 各10名

※ 7月8日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

7月27日（月） 
【開催時間】
①10：30-12：00
②13：00-14：30

■ものづくりや仕事体験のプログラム「バルーンアーティス
ト！カラフルな熱帯魚をつくっちゃおう～♥」

【対象】
年長～小学2年
親子、小学3年
生～高校生 
定員 各20名

※ 7月8日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

7月28日（火） 
【開催時間】
①10:30-12:00
②14:00-15:30

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「野菜ソムリエに挑戦！おやさいクイズ大会＆スムージーづく
り♪」

【対象】
小学3年生～6年

生

※ 7月8日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
静岡市こどもクリエイ
ティブタウン

7月30日（木） 
【開催時間】
①10：30-12：00
②13：30-15：00

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「家具職人に入門！おかたづけＢＯＸをつくろう！」

【対象】
小学1～3年生 
定員 各24名

※ 7月8日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

7月31日（金） 
【開催時間】
①10：30-12：30
②14：00-16：00

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「ガラス工房の技法にふれよう　ベネチアンガラスのフュージ
ング体験！」

【対象】
小学生～高校生 
定員 各20名

※ 7月8日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

7月11日〜 7月12日 
【開催時間】 
両日10：00-15：00 

■ものづくりや仕事体験のプログラム
「７月ミニロボ組立て講座～２日連続講座～」（全２回で１
セットの講座となります）

【対象】小学4
～6年生
定員 16名

※ 6月24日(水)
ハガキ必着

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

仕事とものづくり体験
施設
「静岡市こどもクリエ
イティブタウン」

要確認
■８月も各種イベント・講座を用意します。
８月に開催されるイベント・講座については、６月末のホーム
ページでご確認ください。

要確認 要確認

名称:こどもクリエイティブタウン
TEL:054-367-4320
FAX:054-367-4330
所在地:静岡県静岡市清水区辻1-2-1
URL：http://maaru-ct.jp/

静
岡
県

体験工房　
「駿府匠宿」

9:00～17:00
（7月20日～8月31日の
間は9：00～18：00）

■「静岡の伝統工芸を体験」

体験工房で、「漆器」「藍染め」「竹千筋細工」「木製品（指
物/挽物）」「木製はきもの」「陶芸」などの製作体験ができ
ます。

名称：体験工房　駿府匠宿
TEL:054-256-1521
FAX:054-256-1584
所在地：静岡県静岡市駿河区丸子3240-1
URL：http://www.sunpurakuichi.co.jp/takumi/

愛
知
県

東海農政局 7月29日（水）

「消費者の部屋」夏休み親子体験セミナー「のぞいてみよう！
植物防疫の世界」　
会場：名古屋植物防疫所会議室
内容：植物防疫の仕事の重要性を理解することを目的に、名古
屋植物防疫所検定室の見学、顕微鏡を使っての害虫観察及び小
型害虫の標本作製を行う。

親子10組 7月中旬頃

部署名：東海農政局消費・安全部消費生活課
TEL:052-223-4651
FAX:052-220-1362
住所:〒460-8516名古屋市中区三の丸1-2-2

愛
知
県

東海農政局、東海地域
花き普及・振興協議会

8月22日(土)

平成27年度夏休み親子花育セミナー

会場：愛知名港花き地方卸売市場
内容：市場見学、模擬セリ(機械)体験、フラワーアレンジメン
ト制作等の体験など(予定)

子供
（小中学生等）

　約40名
未定

部署名：東海農政局生産部園芸特産課
TEL:052-223-4624
FAX:052-218-2793
住所:〒460-8516名古屋市中区三の丸1-2-2

愛
知
県

東海農政局、東海地域
花き普及・振興協議会

8月25日(火)

平成26年度夏休み親子花育セミナー

会場：愛知豊明花き地方卸売市場
内容：市場見学、模擬セリ(機械)体験、コンテナガーデン制作
等の体験など(予定)

子供
（小中学生等）

　約40名
未定

部署名：東海農政局生産部園芸特産課
TEL:052-223-4624
FAX:052-218-2793
住所:〒460-8516名古屋市中区三の丸1-2-2

愛
知
県

藤前干潟ふれあい事業
実行委員会

7月28日

事業名：藤前干潟ふれあい事業「干潟を音であそぼ」
事業概要：藤前干潟の貝殻やヨシで打楽器をつくり、干潟の
水・風・生きものの音を奏で、藤前干潟に親しみをもってもら
う。

小学１～3年生
20名

7月21日

部署名:環境省名古屋自然保護官事務所
TEL:052-389-2877
FAX:052-389-2878
所在地:〒455-0845　愛知県名古屋市港区4-11-2
URL：http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html
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地
域
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愛
知
県

藤前干潟ふれあい事業
実行委員会

7月31日
事業名：藤前干潟ふれあい事業「親子で体験、藤前干潟！」
事業概要：藤前干潟の体験学習のほか、隣接するごみ焼却施設
の見学を行い、藤前干潟の保全の歴史を学ぶ。

小学4～6年生の
親子20組

7月24日

部署名:名古屋市環境局環境活動推進課
TEL:052-972-2662
FAX:052-971-4134
所在地:〒460-8508　愛知県名古屋市中区三の丸3-1-1
URL：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000067134.html

愛
知
県

藤前干潟ふれあい事業
実行委員会

8月12日
事業名：藤前干潟ふれあい事業「干潟の泥で遊ぼう」
事業概要：藤前干潟に入り、干潟の泥で遊びながら、干潟を形
成する泥の性質について学ぶ。

小学1～3年生
30名

8月5日

部署名:環境省名古屋自然保護官事務所
TEL:052-389-2877
FAX:052-389-2878
所在地:〒455-0845　愛知県名古屋市港区4-11-2
URL：http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html

愛
知
県

なごや生物多様性保全
活動協議会

平成27年7月11日、20
日、22日、24日、25
日、28日、31日
平成27年8月1日、5
日、6日、12日

事業名：なごや生物多様性サマースクール2015
事業概要：さまざまな生きものとふれあう観察や体験、ものづ
くりなど、夏休みの宿題を応援する13の講座を開催する。

10～30名
回によって異な

る

7月11日～24日
開催は6月22日

締切り、
7月25日～8月12
日開催は7月6日

締切り

部署名:名古屋市環境局なごや生物多様性センター
TEL:052-700-7792
FAX:052-839-1695
所在地:〒468-0066　愛知県名古屋市天白区元八事5-230
URL：http://www.kankyo-net.city.nagoya.jp/biodiversity/

愛
知
県

名古屋地方気象台 8月22日
事業名:2015お天気教室
事業概要:天気の予想、地震に関する話、お天気相談と実験、
施設見学等

部署名:名古屋地方気象台業務・危機管理担当
TEL:052-751-5577
FAX:
所在地:愛知県名古屋市千種区日和町2-18

愛
知
県

国立大学法人名古屋工
業大学

平成27年8月5日～7日

事業名：ものづくりに挑戦！
事業概要：社会的問題となっている「理科離れ」の対策として
中学生を対象に、本学技術部が中心になって、ものづくりテク
ノセンター及び学科実験室等を開放して、日頃体験できないも
のづくりの喜びや実験の楽しさを体験する。

100名 7月22日

部署名:技術部
TEL:052-735-7582
FAX:052-735-7582
所在地:名古屋市昭和区御器所町
URL:http://www.tech.nitech.ac.jp/

愛
知
県

国立大学法人豊橋技術
科学大学

平成27年8月22日
【オープンキャンパス】
小学生向け体験学習教室，研究室＆研究所公開（研究室体験学
習含む），施設の開放・公開・体験学習・課外活動団体紹介等

なし

なし（一部企画
については当日
会場にて整理券
を配付しま
す。）

部署名:総務課広報係
TEL:0532-44-6506
FAX:0532-44-6509
所在地:愛知県豊橋市天伯町字雲雀ヶ丘1-1
URL：http://www.tut.ac.jp/exam/opencampus.html

愛
知
県

豊田工業高等専門学校 平成27年8月2日

事業名：ものづくり体験記～低融点合金の鋳造・金属の電子顕
微鏡観察・信号機のコントロール～
事業概要：低融点合金を用いて作るオリジナル筆立ての製作、
電子顕微鏡を用いた金属表面の観察、信号機のコントロールを
実際に体験し、ものづくりの楽しさや機械工学の魅力を体感す
る。

小学5年生～中
学生18名

7月17日

部署名：総務課企画・地域連携係
TEL:0565-36-5828
FAX:0565-36-5930
所在地:愛知県豊田市栄生町2-1

愛
知
県

豊田工業高等専門学校 平成27年8月10日

事業名：女子中学生のための女子学生による講座（LEDシェー
ドの製作）
事業概要：本校機械工学科女子学生がＴＡ（講師）となり講座
を開催します。講座では、女子学生が親切、丁寧に高専の学生
生活の様子なども交えてLED照明（シェード）と縫いぐるみを
製作します。

中学生（女子）
10名

7月27日

部署名：総務課企画・地域連携係
TEL:0565-36-5828
FAX:0565-36-5930
所在地:愛知県豊田市栄生町2-1

愛
知
県

豊田工業高等専門学校
平成27年8月4日
～平成27年8月5日

事業名：マイコンロボットの製作とロボットコンテスト
事業内容：本校の工学実験で使用しているLEGOブロック
『MINDSTORMS』を用いてロボットの製作、制御の学習を行い、
ものづくりの面白さや難しさを体験してもらう。

中学生30名
（2人1組）

7月21日

部署名：総務課企画・地域連携係
TEL:0565-36-5828
FAX:0565-36-5930
所在地:愛知県豊田市栄生町2-1

愛
知
県

豊田工業高等専門学校
平成27年8月25日
～平成27年8月27日

事業名：ラグビーWC2019に向けて英語多読を始めよう（多読入
門）
事業内容：集中的な入門講座とフォローアップの組合せによる
多読支援を試みる。別途計画するフォローアップ講座と合わせ
て受講することで、自宅学習を含めて半年間で数百冊の英文絵
本、約５万語程度の多読を体験できる。

中学2年生～高
校2年生15名

8月10日

部署名：総務課企画・地域連携係
TEL:0565-36-5828
FAX:0565-36-5930
所在地:愛知県豊田市栄生町2-1

愛
知
県

豊田工業高等専門学校
平成27年8月6日
～平成27年8月7日

事業名：ロボットレスキューに挑戦！
事業内容：マイクロコンピュータの中身と、これを制御するプ
ログラムの書き方を学習した後、市販されているロボットキッ
トを利用して、プログラミングしながら課題に挑戦する体験型
の公開講座を開講する。

中学生10名 7月23日

部署名：総務課企画・地域連携係
TEL:0565-36-5828
FAX:0565-36-5930
所在地:愛知県豊田市栄生町2-1

愛
知
県

豊田工業高等専門学校 平成27年8月4日

事業名：ペーパーブリッジコンテスト
事業内容：紙を利用して橋模型を作成し、載荷実験によるコン
テストを通じて、構造物の設計や製作などのものづくりに対す
る興味や関心をもってもらい、その面白さを受講者に実感して
もらうことを主な目的とする。

中学生15名 7月21日

部署名：総務課企画・地域連携係
TEL:0565-36-5828
FAX:0565-36-5930
所在地:愛知県豊田市栄生町2-1

愛
知
県

豊田工業高等専門学校 平成27年8月3日

事業名：気分は建築家！？夢のマイホームを設計しよう！
事業内容：手軽にパソコンで設計ができる汎用ソフトを用いて
設計を行い、3Dパースを含めた設計図を作成してもらう。さら
に、建築学科へ興味関心を持ってもらうために、建築学科見学
ツアーとして、建築とはどのようなことを学ぶのか紹介をす
る。

中学生10名 7月17日

部署名：総務課企画・地域連携係
TEL:0565-36-5828
FAX:0565-36-5930
所在地:愛知県豊田市栄生町2-1

愛
知
県

小牧市
平成２７年７月２３日
(木)、２４日（金）

事業名：市内産業見学会
事業概要：都市ヴィジョンのひとつとして「こども夢・チャレ
ンジNo.1都市」を掲げており、こどもの夢を創造し、夢への
チャレンジ精神を育む環境を創出する一環として、工場見学や
産業体験を行う。

各日２０名 5月8日

部署名:小牧市役所こども政策課
TEL:0568-76-1179
FAX:0568-76-4595
所在地:愛知県小牧市堀の内三丁目１番地
URL：http://www.city.komaki.aichi.jp/

三
重
県

国立研究開発法人水産
総合研究センター増養
殖研究所

7月25日
研究所の一般公開
タッチプール、ミニ水族館、研究紹介パネル展示、海藻ラミ
ネートなど

- -

部署名：増養殖研究所南勢庁舎
TEL:0599-66-1830
FAX:0599-66-1962
住所：三重県度会郡南伊勢町中津浜浦422-1
URL：http://nria.fra.affrc.go.jp
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地
域
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三
重
県

津地方気象台 7月29日
事業名:お天気フェア　2015
事業概要:露場見学、各種実験体験、起震車実演

部署名:津地方気象台業務・危機管理担当
TEL:059-228-4745
FAX:059-246-8484
所在地:三重県津市島崎町327-2 津第2地方合同庁舎

三
重
県

環境省横山ビジターセ
ンター

7月18日(土)

事業名：夏の星空観察会
事業概要：パールロードの鳥羽展望台は、周囲にさえぎるもの
がなく、星空を観察するには絶好の場所です。時間は19:00～
21:00、対象は小学生以上、事前申込みが必要です。

20名 7月16日

部署名:環境省横山ビジターセンター
TEL:0599-44-0567
FAX:0599-46-0701
所在地:〒517-0501　三重県志摩市阿児町鵜方875-24
URL：http://www.yokoyama-vc.jp/

三
重
県

環境省横山ビジターセ
ンター

8月1日(土)

事業名:海辺のハイビスカス　ハマボウの観察会
事業概要：南伊勢町内瀬の伊勢路川河口のハマボウは、本州で
は最大級の群生地で、7月から8月にかけて黄色い可憐な花を咲
かせます。時間は10:00～12:00、対象は小学生以上、事前申込
みが必要です。

20名 7月30日

部署名:環境省横山ビジターセンター
TEL:0599-44-0567
FAX:0599-46-0701
所在地:〒517-0501　三重県志摩市阿児町鵜方875-25
URL：http://www.yokoyama-vc.jp/

三
重
県

三重大学
平成27年4月1日から平
成27年7月20日まで(予
定)

事業名：情報ひろば企画展示「忍者を科学する！」
事業概要：今や世界中で人気の「忍者」ですが、歴史上実在し
た「本当の忍者」とは一体どのようなものだったのでしょう。
この度の企画展示では、三重大学の忍者研究を展示パネルや映
像、史料にて紹介します。（91字）

部署名:総務チーム広報室
TEL:059-231-9794
FAX:059-231-9000
所在地:三重県津市栗真町屋町1577 
URL：http://www.mie-u.ac.jp/index.html

三
重
県

鈴鹿工業高等専門学校
平成27年8月8日
平成27年8月9日

事業名：体験教室・楽しい電子回路工作
事業概要：中学生を対象とした電子工作の体験教室

各20名 7月24日（金）

部署名:総務課地域連携係
TEL:059-368-1717
FAX:059-387-0338
所在地:三重県鈴鹿市白子町
URL：http://www.suzuka-ct.ac.jp/

三
重
県

鈴鹿工業高等専門学校
平成27年8月8日(土)
平成27年8月9日(日)

事業名：体験教室・材料工学科で学ぶ夏休み自由研究 
事業概要：中学生を対象とした材料分析の体験教室

各20名 7月24日（金）

部署名:総務課地域連携係
TEL:059-368-1717
FAX:059-387-0338
所在地:三重県鈴鹿市白子町
URL：http://www.suzuka-ct.ac.jp/

三
重
県

鈴鹿工業高等専門学校 平成27年8月11日(火)
事業名：体験教室・身のまわりのおもしろ化学実験 
事業概要：中学生を対象としたバイオディーゼル燃料等化学の
体験教室

32名 7月27日（月）

部署名:総務課地域連携係
TEL:059-368-1717
FAX:059-387-0338
所在地:三重県鈴鹿市白子町
URL：http://www.suzuka-ct.ac.jp/

三
重
県

鈴鹿工業高等専門学校 平成27年8月19日(水)
事業名：体験教室・マイコン電子制御－アルドゥイーノde テ
クノ工作－
事業概要：中学生を対象とした電子制御の体験教室

20名 8月4日(火)

部署名:総務課地域連携係
TEL:059-368-1717
FAX:059-387-0338
所在地:三重県鈴鹿市白子町
URL：http://www.suzuka-ct.ac.jp/

三
重
県

鈴鹿工業高等専門学校 平成27年8月21日(金)
事業名：体験教室・機械工学のひとこま
事業概要：中学生を対象としたロボット等製作の体験教室

20名 8月6日（木）

部署名:総務課地域連携係
TEL:059-368-1717
FAX:059-387-0338
所在地:三重県鈴鹿市白子町
URL：http://www.suzuka-ct.ac.jp/

滋
賀
県

彦根地方気象台 8月7日

事業名:夏休みお天気広場
－気象と地震を学ぶ－
事業概要:気象測器展示、実演コーナー（竜巻発生、津波発
生）、実験コーナー（ペットボトルによる雲・竜巻等の実
験）、パネル展示、ビデオ上映、お天気相談等

部署名:彦根地方気象台
業務・危機管理官
TEL:0749-23-2582
FAX:0749-23-2588
所在地:滋賀県彦根市城町2-5-25

滋
賀
県

〃 8月19日
事業名:　　　〃
事業概要:　　　　〃

部署名:彦根地方気象台
業務・危機管理官
TEL:　　〃
FAX:　　〃
所在地:滋賀県彦根市城町2-5-25

京
都
府

近畿農政局
7月30日（木）
～7月31日（金）

「夏休み子ども消費者の部屋」
・この食べものってどこから来たの？～食料自給率について考
えよう！～をテーマに、体験型の取組を取り入れ、農林水産業
を身近に感じていただく企画を予定。
・京都大阪森林管理事務所が親子木工教室を同時開催予定。

－ －

部署名: 近畿農政局消費・安全部消費生活課
TEL: 075-414-9761
FAX: 075-417-2149
所在地: 〒602-8054　京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

京
都
府

国立研究開発法人水産
総合研究センター日本
海区水産研究所宮津庁
舎

7月24日
施設公開（京都府農林水産技術センター海洋センターと合同）
栽培漁業の紹介コーナー、ミニ水族館，クイズ，タッチプール
などの予定

- -

部署名:日本海区水産研究所宮津庁舎
TEL:0772-25-1306 
　　
FAX:0772-25-1307
所在地:京都府宮津市小田宿野1721
URL：http://jsnfri.fra.affrc.go.jp

京
都
府

近畿農政局（農研機構
近畿中国四国農業研究
センター）

7月30日(木),31日(金)
平成27年度「夏休み子ども消費者の部屋」での水稲新品種「恋
の予感」等の展示と試食

－ －

部署名:農研機構近畿中国四国農業研究センター企画管理部情報広報課
TEL:０８４－９２３－５３８５
FAX:０８４－９２３－４１０４
所在地:広島県福山市西深津町６－１２－１
URL：http://www.naro.affrc.go.jp/warc/index.html

京
都
府

京都大阪森林管理事務
所

7月30日・31日
事業名：夏休み「消費者の部屋」親子木工教室

事業概要：親子木工教室

親子40組
（１日20組）

7月中旬
（未確定）

部署名:京都大阪森林管理事務所
TEL:075-414-9822
FAX:075-432-2375
所在地:京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102
URL：http//www.rinya.maff.go.jp/kinki/kyoto/index.html

京
都
府

京都地方気象台 7月27日

事業名:夏休み　お天気教室
事業概要:観測露場見学、雨量計・気温・湿度計・積雪深計な
ど測器説明、雨滴浮遊実験、吸い上げ効果実験、液状化実験な
どの実験

部署名:京都地方気象台防災管理官室
TEL:075-842-3006
FAX:075-823-4302
所在地:京都府京都市中京区西ノ京笠殿町38

京
都
府

舞鶴工業高等専門学校 平成27年7月26日 公開講座「リニアモーターの仕組みを知ろう」
小学3～6年生

20名
7月10日

部署名:総務課総務係
TEL:0773-62-8862
FAX:0773-62-5558
所在地:舞鶴市字白屋234
URL:http://www.maizuru-ct.ac.jp/
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

京
都
府

舞鶴工業高等専門学校 平成27年8月8日･9日

「オープンキャンパス」
1.学科展示・特別実習・体験学習
2.ロボコン実演・クラブ展示
3.学校説明・施設見学・学寮見学

中学生
（人数制限無

し）
7月31日

部署名:学生課教務係
TEL:0773-62-8881
FAX:0773-62-8889
所在地:舞鶴市字白屋234
URL:http://www.maizuru-ct.ac.jp/

京
都
府

舞鶴工業高等専門学校 平成27年8月23日 公開講座「つくってみよう！移動ロボット」
小学生・中学生

各20名
7月31日

部署名:総務課総務係
TEL:0773-62-8862
FAX:0773-62-5558
所在地:舞鶴市字白屋234
URL:http://www.maizuru-ct.ac.jp/

京
都
府

京都工芸繊維大学
平成27年7月18日
～平成27年8月8日

事業名：オープンユニバーシティウィーク２０１５
事業概要：『オープンユニバーシティウィーク』として、バイオ、材料、
電子、機械、環境、建築、デザインといった本学で行われている教
育研究を体感できる体験学習や模擬授業などのイベントを夏休み
期間中に開催

340名
※プログラム毎に

設定

詳しくは大学ホームページにて案内しています
（http://www.kit.ac.jp/events/）
部署名:評価・広報課
TEL:075-724-7016
FAX:075-724-7029
所在地:京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町１

京
都
府

京都大学 北部構内事
務部

7月下旬～8月上旬を予
定

当事務部で勤務する職員の子どもを夏休みに北部構内に招待
し、親の業務の様子や大学の研究環境を見学・体験させる等、
親子のふれあい及び子どもたちに大学（社会）を学ぶ機会を提
供する。

未定 未定

部署名:京都大学北部構内総務課第二人事掛
TEL:075-753-6023
FAX:075-753-6354
所在地:京都市左京区北白川追分町　理学研究科１号館

京
都
府

京都大学環境安全保健
機構附属放射性同位元
素総合センター

平成27年8月3日

体験授業『放射線って何だろう？』 今の子供たちは、放射線
の基礎知識を持たない。RIセンターでは、放射線の基礎や身近
な放射線について分かりやすい授業と自然の放射線源を使った
実習により、子供たちが放射線に対する理解を深めるために取
り組む。

50名 7月28日

部署名:京都大学RIセンター管理室
TEL:075-753-7530
FAX:075-753-7504
所在地:京都市左京区吉田近衛町

京
都
府

京都大学総合博物館
平成27年8月5日(水)～
8月9日(日)

事業名：夏休み学習教室
事業概要：科学、文化、芸術など五感を使って楽しめるプログ
ラムを12種類開催。一部、申込不要なイベントもあります。
（詳細はURLをご覧ください『近日公開』）

プログラムによ
り異なる

平成27年
7月14日(火)

部署名:京都大学総合博物館
TEL:075-753-3272
FAX:075-753-3277
所在地:京都市左京区吉田本町
URL：http://www.museum.kyoto-u.ac.jp

大
阪
府

近畿中国森林管理局
「木と緑の相談室」

7月25日（土）
事業名：「見て・さわって・樹木と友だちになろう」

事業概要：公園散歩、木の実を使ったクラフト等

40名
(午前20名,午後

20名)
7月17日（金）

部署名:近畿中国森林管理局技術普及課
TEL:06-6881-3484
FAX:06-6881-2055
所在地:大阪府大阪市北区天満橋1-8-75
URL：http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/

大
阪
府

大阪管区気象台 7月29日、30日
事業名:夏休みミニ気象台2015
事業概要:気象実験、気象測器・パネルの展示、
工作、クイズ等

部署名:大阪管区気象台業務課
TEL:06-6949-6302
FAX:06-6949-6079
所在地:大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館

大
阪
府

関西航空地方気象台
未定
(例年は8月下旬)

事業名:空の日イベント
事業概要:未定 (例年は、気象施設見学、気象測器等の展示)

部署名:関西航空地方気象台総務課
TEL:072-455-1250
FAX:072-455-1258
所在地:大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地

大
阪
府

大阪大学
（大阪市との共催）

平成27年8月7日
14:00-16:00

事業名：大阪大学21世紀懐徳堂i spot講座「空高くジャンプし
てみよう！」

事業概要：月に行ったら高く飛べると聞いたけど、どんな景色
が見えるのかな？自分が超人のジャンプ力で高く飛べたとした
らどんな体験ができるのか、のぞきこめる箱「ハコスコ」を作
りながら、最新技術を使って紹介します。

小学生5-6年生
とその保護者1
名のペア12組

7月8日～7月22
日

申込多数の場合
は抽選

部署名:大阪大学21世紀懐徳堂
TEL:06-6850-6443
FAX:06-6850-6449
所在地:大阪府豊中市待兼山町1-13
URL：http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/

大
阪
府

大阪大学
（大阪市との共催）

平成27年8月10日
14:00-15:30

事業名：大阪大学21世紀懐徳堂i spot講座「色の変化で化学反
応を追いかける−光で瞬時に色の変わるインクを体験しよう−」

事業概要：化学反応によって分子の形が変わるとき、分子の色
も変化します。本講座では、光をあてると色が変わる現象によ
り一瞬で色がついたり消えたりする分子のインクで絵を描き、
視覚による化学反応を楽しみます。

小学生とその保
護者1名のペ
ア、12組

7月8日～7月22
日

申込多数の場合
は抽選

部署名:大阪大学21世紀懐徳堂
TEL:06-6850-6443
FAX:06-6850-6449
所在地:大阪府豊中市待兼山町1-13
URL：http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/

大
阪
府

大阪大学大学院歯学研
究科

平成27年8月22日，23
日

事業名：「第25回 青少年のための科学の祭典 大阪大会 2015
サイエンス・フェスタ」への出展．
事業概要：歯科分野の研究の紹介および一部体験．

部署名:有床義歯・高齢者歯科学分野
TEL:06-6879-2954
FAX:06-6879-2957
所在地:大阪府吹田市山田丘1-8

大
阪
府

大阪大学
（ディスカバリージャ
パン株式会社、ＪＡＸ
Ａとの共催）

平成27年8月29日
14:00-16:00

平成27年8月30日
午前：10:30-12:30
午後：14:00-16:00

事業名：Discovery CHANNEL×JAXA
ディスカバリーキッズ科学実験館コズミックカレッジ2015

事業概要：ディスカバリーチャンネル・JAXA・大阪大学がお届
けする、親子で楽しめる宇宙科学イベントです。
イベント開始から７年目となる今年は、「もうひとつの地球
へ」をテーマに皆さんを宇宙への旅に誘います。

各回300名
（小学生3-6年
生とその保護

者）

7月中旬（予
定）～8月8日

■株式会社マイルスコミュニケーションズ（企画・運営）
TEL:03-3553-7077

■大阪大学21世紀懐徳堂
TEL:06-6850-6443
FAX:06-6850-6449
所在地:大阪府豊中市待兼山町1-13

大
阪
府

国立国際美術館
平成27年8月29日〜30
日

【なつやすみびじゅつあー】
作品鑑賞に加えて、創作やワークシート記入などの手を動かす
活動を取り入れ、作品鑑賞をより深めるプログラム。両日とも
に、午前と午後の1日2回、計4回開催。

各回約20名
8月19日（水）

必着

部署名:総務課総務係
TEL:06-6447-4680
FAX:06-6447-4699
所在地:
大阪市北区中之島4-2-55
URL：
http://www.nmao.go.jp/

大
阪
府

国立国際美術館 平成27年8月22日

【ワークショップ「リッスン　－耳で知る－」】
ふだん聞き慣れている音、聞き慣れていない音、気にしていな
い音などに耳を傾けることで、耳で見つけ、想像し、作るワー
クショップ。

8組16名
8月12日（水）

必着

部署名:総務課総務係
TEL:06-6447-4680
FAX:06-6447-4699
所在地:
大阪市北区中之島4-2-55
URL：
http://www.nmao.go.jp/
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募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

兵
庫
県

竹野スノーケルセン
ター運営協議会

夏休み期間内全て
事業名：スノーケル教室
事業概要：竹野スノーケルセンター前の大浦湾においてスノーケル
を行い、海の生き物観察を行うもの。

不定

参加したい日の
前日までに(予
約状況、海況等
により予約が受
けられない場合
があります)

部署名:竹野スノーケルセンター
TEL:0796-47-1932
FAX:0796-47-1932
所在地:〒669-6216　兵庫県豊岡市竹野町切浜字大浦1218
URL：http://www.takeno-scvc.jp/

兵
庫
県

竹野スノーケルセン
ター運営協議会

夏休み期間内全て
事業名：ファミリースノーケル教室
事業概要：竹野スノーケルセンター前の大浦湾において小学校低
学年向けスノーケルを行い、海の生き物観察を行うもの。

不定

参加したい日の
前日までに(予
約状況、海況等
により予約が受
けられない場合
があります)

部署名:竹野スノーケルセンター
TEL:0796-47-1932
FAX:0796-47-1932
所在地:〒669-6216　兵庫県豊岡市竹野町切浜字大浦1218
URL：http://www.takeno-scvc.jp/

兵
庫
県

竹野スノーケルセン
ター運営協議会

夏休み期間内全て
事業名：磯の生きもの観察教室
事業概要：竹野スノーケルセンター前の大浦湾において磯の生き物
を採集し、観察を行うもの。

不定

参加したい日の
前日までに(予
約状況、海況等
により予約が受
けられない場合
があります)

部署名:竹野スノーケルセンター
TEL:0796-47-1932
FAX:0796-47-1932
所在地:〒669-6216　兵庫県豊岡市竹野町切浜字大浦1218
URL：http://www.takeno-scvc.jp/

兵
庫
県

竹野スノーケルセン
ター運営協議会

夏休み期間内全て
事業名：ジオカヌー教室
事業概要：竹野スノーケルセンター前の大浦海岸周辺をカヌーで巡
回しジオパーク(地質公園）の巡視を行うもの。

不定

参加したい日の
前日までに(予
約状況、海況等
により予約が受
けられない場合
があります)

部署名:竹野スノーケルセンター
TEL:0796-47-1932
FAX:0796-47-1932
所在地:〒669-6216　兵庫県豊岡市竹野町切浜字大浦1218
URL：http://www.takeno-scvc.jp/

兵
庫
県

神戸地方気象台 7月23日

事業名:夏休みお天気フェア
事業概要:お天気教室(お天気キャスターに挑戦！)
実験（竜巻発生、雨滴浮遊、津波発生、など）、パネル展示、
施設見学

部署名:神戸地方気象台業務・危機管理官室
TEL:078-222-8901
FAX:078-222-8942
所在地:兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１-4-3 神戸防災合同庁舎

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成27年7月18日(土) 公開講座「モデルロケット講座」 12名 7月2日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成27年8月19日(水) 公開講座「針金ハンガーで地デジ用アンテナを作ろう！」 10名 7月3日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

兵
庫
県

明石工業高等専門学校
平成27年8月24日(月)
～8月25日(火)

公開講座「コンピュータで三次元アニメーションを作ろう」 25名 7月3日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成27年8月7日(金)
公開講座「夏休み　自由研究のヒント！水の性質を調べてみよ
う」

20名 7月3日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成27年8月25日(火) 公開講座「体験しよう！地盤（土）の液状化」 20名 7月3日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成27年8月11日(火) 公開講座「セメントアートに挑戦」 20名 7月3日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成27年8月17日(月) 公開講座「【夏休み自由工作教室】光る泥団子をつくろう」 10名 7月3日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成27年8月28日(金)
公開講座「津波の実験を体験してみよう！【平成26年4月に実
験水槽が新たに完成！！】」

20名 7月3日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成27年7月18日(土) 公開講座「新聞紙や広告紙で巨大ドームを作ってみよう」 20名 7月3日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成27年8月29日(土) 公開講座「低温の世界」 15名 7月3日

部署名:総務課教育・研究プロジェクト支援室
TEL:078-946-6148
FAX:078-946-6041
所在地:兵庫県明石市魚住町西岡679-3

奈
良
県

近畿農政局
南近畿土地改良調査管
理事務所

8月7日（金）
JAなら等が主催の「吉野川分水ツアー」に参画し、地域の農業
水利施設を紹介することにより農業用水及び水利施設の役割、
重要性を学ぶ取組。

50名 未定

部署名：近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所企画課
TEL:0747-52-2791
FAX:0747-52-2794
住所:〒638-0821奈良県吉野郡大淀町下渕388-1

奈
良
県

奈良地方気象台 8月15日
事業名:夏休みお天気フェア2015
事業概要:実験、工作、パネル展示

部署名:奈良地方気象台業務・危機管理官室
TEL:0742-22-4445
FAX:0742-22-2543
所在地:奈良県奈良市半田開町7-1

31 / 44 ページ



関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

奈
良
県

奈良工業高等専門学校 7月26日(日)

小学校４年生～６年生と保護者対象公開講座
「親子で楽しくプログラミング
－親子で協力し、Scratchでゲームを作ろう－」
親子によるゲーム製作からプログラミングを体験
(電子情報通信学会関西支部　共催)
１日間講座

20組 7月8日(水)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校 7月30日(木)

小学校４年生～６年生対象公開講座
「とっても楽しい電気教室」
電気の性質実験・小型ソーラーカー製作
１日間講座

24名 7月7日(火)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校
7月31日(金)
8月 1日(土)

小学校５年生～中学校３年生対象公開講座
「ものづくりプロジェクト体験」
ペアによるスライム作成
２日間講座

18名 7月7日(火)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校
8月2日(日)
8月9日(日)

中学校１年生～高校３年生対象公開講座
「加速度センサとビジュアルプログラミングで学ぶプログラミ
ング」
加速度センサを搭載したキットとビジュアルプログラミングで
プログラミングを楽しく学ぶ
(電子情報通信学会関西支部　共催)
１日間講座（２日間同一講義内容）

20名
（10名×2日

間）
7月15日(水)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校
8月6日(木)
8月7日(金)

小学校５・６年生対象公開講座
「楽しく作るライン追跡ロボット
　～君にもできるロボット製作～」
ライントレースロボット製作からものづくりを体験
２日間講座

20名 7月14日(火)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校
8月 4日(火)
8月 5日(水)
8月21日(金)

体験入学
中学生を対象に体験授業及び施設見学を実施

各日約200名 7月22日(水)

部署名：学生課入試係
TEL：0743-55-6032　
FAX：0743-55-6039
所在地：奈良県大和郡山市矢田町22
URL：http://www.nara-k.ac.jp/

和
歌
山
県

和歌山森林管理署
8月下旬
（未確定）

事業名：夏休み木工教室

事業概要：木工教室

親子30組
（未確定）

７月上旬
（未確定）

部署名:和歌山森林管理署
TEL:050-3160-6120
FAX:0739-25-5433
所在地:和歌山県田辺市新庄町2345-1
URL：http//www.rinya.maff.go.jp/kinki/wakayama/index.html

和
歌
山
県

和歌山地方気象台 7月31日
事業名:夏休みこどもお天気広場
事業概要:現業室と露場の見学、南極の氷の展示、測器の展
示、津波はかせ等を使った気象実験、起震車による地震体験等

部署名:和歌山地方気象台
TEL:073-432-0632
FAX:073-432-4637
所在地:和歌山県和歌山市男野芝丁4

和
歌
山
県

和歌山県立紀伊風土記
の丘

平成27年7月20日(月・
祝)

事業名：HANI-1選手権(スーパーヘビー級）
事業概要：通常の体験で用いている粘土３個分以上使って大き
なハニワを作成し、HANI-1選手権に応募する。

30名

小学生～一般

7月3日(金)
13:00～電話受

付

部署名:紀伊風土記の丘
TEL: 073-471-6123
FAX: 073-471-6120
所在地: 和歌山市岩橋1411
URL/www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和
歌
山
県

和歌山県立紀伊風土記
の丘

平成27年7月25日(土)
事業名：勾玉づくり
事業概要：蝋石を紙やすりで削って勾玉を作る。

30名

小学生～一般

7月10日(金)
13:00～電話受

付

部署名:紀伊風土記の丘
TEL: 073-471-6123
FAX: 073-471-6120
所在地: 和歌山市岩橋1411
URL/www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和
歌
山
県

和歌山県立紀伊風土記
の丘

平成27年8月1日(土)
事業名：土偶を作ろう
事業概要：原始・古代の祈願の造形について解説し土偶を紹介
する。次に粘土をこねて土偶を作り模様で飾る。

30名

小学生～一般

7月16日(木)
13:00～電話受

付

部署名:紀伊風土記の丘
TEL: 073-471-6123
FAX: 073-471-6120
所在地: 和歌山市岩橋1411
URL/www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和
歌
山
県

和歌山県立紀伊風土記
の丘

平成27年8月8日(土)
事業名：縄文土器作り
事業概要：粘土２個分を使用して土器作りをおこなう。縄文土
器特有の文様を施して本物の土器作りを体験する。

30名

小学生

7月24日(金)
13:00～電話受

付

部署名:紀伊風土記の丘
TEL: 073-471-6123
FAX: 073-471-6120
所在地: 和歌山市岩橋1411
URL/www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和
歌
山
県

和歌山県立紀伊風土記
の丘

平成27年8月13日(木)
～
平成27年8月16日(日)

事業名：夏休みモノづくり体験（ハニワ・勾玉）
事業概要：ハニワ、勾玉作りをお盆休みに作成します。オリジ
ナルハニワ作っていただき、焼き上がりまで2～3週間、勾玉に
ついては当日作ってお持ち帰りすることができます。

定員定めず

小学生～一般

期間中
当日受付

部署名:紀伊風土記の丘
TEL: 073-471-6123
FAX: 073-471-6120
所在地: 和歌山市岩橋1411
URL/www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和
歌
山
県

和歌山県立紀伊風土記
の丘

平成27年8月22日(土) 事業名：うなりごま作り
事業概要：風土記の丘園内の竹を用いて、うなりごまを作る。

20名

小学生

8月6日(木)
13:00～電話受

付

部署名:紀伊風土記の丘
TEL: 073-471-6123
FAX: 073-471-6120
所在地: 和歌山市岩橋1411
URL/www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和
歌
山
県

和歌山県立紀伊風土記
の丘

平成27年8月29日(土)
事業名：カラー勾玉づくり
事業概要：白い蝋石で作った勾玉を染め、仕上げて色とりどり
の勾玉を作る。

30名

小学生～一般

8月12日(水)
13:00～電話受

付

部署名:紀伊風土記の丘
TEL: 073-471-6123
FAX: 073-471-6120
所在地: 和歌山市岩橋1411
URL/www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和
歌
山
県

和歌山県立近代美術館
平成27年7月14日(火)
～8月30日(日)

事業名：なつやすみの美術館5 つぶやき　おはなし　ものがた
り
事業概要：夏季休暇を利用して美術や美術館に触れる取り組
み。ワークショップ等関連事業も開催する。

部署名:和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690
FAX:073-436-1337
所在地:和歌山市吹上1-4-14
URL：http://www.momaw.jp/

和
歌
山
県

和歌山県立近代美術館
平成27年6月10日(水)
～9月10日(木)

事業名：コレクション展2015—夏　特集　くりかえしの美
事業概要：夏季休暇を利用して美術の基礎を学ぶ取り組み。
ワークショップ等関連事業も開催する。

部署名:和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690
FAX:073-436-1337
所在地:和歌山市吹上1-4-14
URL：http://www.momaw.jp/

部署名:総務課総務係
TEL:0743-55-6013
FAX:0743-55-6019
所在地:奈良県大和郡山市矢田町22
URL：http://www.nara-k.ac.jp/
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

和
歌
山
県

和歌山県立自然博物館
平成27年8月6日(木)
～8月7日(金)

事業名：夜の水族館をのぞいてみよう
事業概要：一泊二日のナイトミュージアム。昼と夜の生き物の
生態の違いなどを学習します。また、魚のエサやりなど飼育業
務の体験も行います。

20名 7月23日（木）

部署名:和歌山県立自然博物館
TEL:073-483-1777
FAX:073-483-2721
所在地:和歌山県海南市船尾370-1
URL：http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

鳥
取
県

鳥取地方気象台 8月8日
事業名:お天気フェア
事業概要:気象実験、気象測器・パネル展示・起震車実演

部署名:鳥取地方気象台
TEL:0857-29-1312
FAX:0857-29-3212
所在地:鳥取県鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎

鳥
取
県

鳥取地方気象台 8月22日
事業名:お天気フェア
事業概要:気象実験、気象測器・パネル展示・起震車実演

部署名:鳥取地方気象台
TEL:0857-29-1312
FAX:0857-29-3212
所在地:鳥取県鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎

鳥
取
県

鳥取県立図書館 平成27年8月予定

事業名：夏休み図書館まつり
　　　　「法廷に行ってみよう！小学生裁判傍聴会」
事業概要：実際の裁判を傍聴後、弁護士が裁判の解説をし、裁
判や法律等、調べたい内容について図書館職員が資料の紹介を
する。

30人（保護者含
む）

部署名:図書担当
TEL:0857-26-8155
FAX:0857-22-2996
所在地:鳥取県鳥取市尚徳町101
http://www.library.pref.tottori.jp/

倉吉市立図書館

平成27年8月5日(水)・
8月6日(木)
（各）
午前の部10時から12時
午後の部14時から16時

２０人
（各５人×４

回）

倉吉市せきがね図書館
平成27年8月4日(火)
午前10時から11時

２人

鳥
取
県

鳥取大学

○2日ｺｰｽ
 平成27年8月17日(月)
～18日(火)
○1日ｺｰｽ 
 平成27年8月18日
(火）

地域の自然から学ぶ放射線の不思議－三朝温泉の温泉水から放
射線！－

放射線は特別な所にあるのではなく、私たちは自然界にもとも
と存在している自然放射線の中で暮らしています。当日は、三
朝温泉の温泉水の放射線を測定したり、自作の霧箱で放射線の
飛跡の観察をします。

2日ｺｰｽ
中学生
高校生
計10名

1日ｺｰｽ
中学生
高校生
計10名

平成27年8月3日
(月)

部署名:研究・国際協力部
　　　 鳥取地区放射線施設
TEL:0857-31-5497, 5839
FAX:0857-31-5497
所在地:
鳥取市湖山町南4－101

鳥
取
県

鳥取大学
平成27年8月予定
（日程未定）

楽しい夏休み工作教室 10名程度 未定

部署名:地域学部（土井教授）
TEL:0857-31-5073
FAX:0857-31-5076
所在地:鳥取市湖山町南4-101

鳥
取
県

鳥取県数学教育会
鳥取大学(後援）

1)平成27年8月2日(日)
2)平成27年8月9日(日)
3)平成27年8月22日
(土)

事業名：とっとりサイエンスワールド２０１５
事業概要：子どもたちの理数離れが進む現在、頭だけでなく手
や体を使いながら体験的に算数・数学の面白さを実感してもら
うことを通じ、科学への興味関心を掘り起し、県民の科学振興
を図ることを目的としたワークショップ。

部署名:地域学部（矢部教授）
TEL:0857-31-5102
所在地:鳥取市湖山町南4-101

鳥
取
県

鳥取大学 平成27年8月7日(金)

事業名：ふれてみる不思議な電気の世界2015
事業概要：小学生を対象に「電気」の不思議を体験したり「電
気」に関係する工作を行ったりすることで、社会における「電
気」の役割や大切さを学ぶ。

30名 7月末

部署名:工学部・電気情報系学科　事務室　
TEL:0857-31-5247
FAX:0857-31-0880
所在地:鳥取市湖山町南4-101
URL：http://www.ele.tottori-u.ac.jp/fushigi/

鳥
取
県

鳥取大学 平成27年8月8日(土)

事業名：きみもなろう！「砂漠博士」
事業概要：本事業は、小学生向けの体験型イベントとして毎年
行っている。今年度は「風の正体を調べてみよう」と題して、
簡易風速計の製作、実験等を行う。また、同日は「一般公開」
も同時開催し、「砂丘ナイトツアー」、「砂絵づくり」、「実
験室ツアー」などを行う。

20名※

※きみもなろ
う！「砂漠博
士」の募集人数

を示す。

平成27年8月7日
(金)

同時開催の「一
般公開」につい
ては、事前登録

不要。

部署名：乾燥地研究センター共同利用係
TEL：0857-23-3411
FAX：0857-29-6199
所在地：鳥取市浜坂1390

島
根
県

松江工業高等専門学校 7月～8月 学校開放事業 未定 未定

部署名:総務課企画係
TEL:0852-36-5116
FAX:0852-36-5119
所在地：島根県松江市西生馬町14-4

岡
山
県

中国四国農政局
8月3日（月）～
8月28日（金）まで

「消費者の部屋」において子供向けの展示を実施。
（内容は、確定しだいホームぺージ上で告知）

- -

部署名：中国四国農政局消費・安全部　消費生活課
TEL　086-224-4511
FAX　086-224-4530
住所：岡山県岡山市北区下石井1-4-1

岡
山
県

岡山地方気象台 8月8日

事業名:夏休みお天気教室
事業概要:講演「：気象台が発表する情報について」
展示：ミニ露場、液状化実験装置、どっしゃん（がけ崩れ実験
装置）、竜巻発生装置
地震体験：起震車

部署名:岡山地方気象台
TEL:　086-223-1721
FAX:　086-223-1791
所在地:岡山県岡山市北区桑田町1-36 岡山地方合同庁舎

岡
山
県

岡山県庁 平成27年8月18日
「県庁☆子ども参観日」
・職員の子どもを対象に実施
・保護者の職場見学、職場体験等

50名程度 7月24日

部署名:教育庁生涯学習課
TEL:086-226-7596
FAX:086-224-2035
所在地:岡山市北区内山下2-4-6

岡
山
県

国立大学法人岡山大学
平成27年7月24日(金)
～
平成27年7月27日(月)

事業名：岡山大学サイエンス実感フェア2015
事業概要：一般市民、特に小学生とその保護者に、数学や理科
に興味を持ってもらうことを目的として、岡山大学の理系の3
研究科と5学部が共同で、デパートの催し物会場で科学技術に
関する様々なデモを行う。

部署名:自然系研究科等総務課
TEL:086-251-8004
FAX:086-251-8021
所在地:岡山市北区津島中3-1-1

岡
山
県

国立大学法人岡山大学
平成27年
8月1日(土)・8月2日
(日)

事業名：環境理工学部公開講座
「人間活動と自然環境の調和した地域空間を創る科学」
事業概要：地球温暖化にともなう土壌の劣化や雨の降り方の変
化、土砂崩れなどの地盤災害、安心して暮らせる街づくり、タ
ナゴ類やザリガニなどの水生動物の生態、イノシシなどの獣害
問題などについて、最新の研究成果を紹介しながら、わかりや
すく解説。

中学生～一般の
方

80名

6月30日(火)

部署名:自然系研究科等総務課戦略グループ
TEL: 086-251-8005
FAX:なし
所在地:岡山市北区津島中3-1-1
URL：http://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/koukaikouza.html

鳥
取
県

図書館の仕事や仕組みについて見学しながら学ぶほか、窓口体
験や装備（ブックコートかける）体験を行う。

未定
定員に成り次第

〆切り

部署名:倉吉市立図書館
TEL:0858-47-1183
FAX:0858-47-1180
所在地:倉吉市駄経寺187-1
http//www.lib.city.kurayoshi.lg.jp
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

岡
山
県

国立大学法人岡山大学
平成27年8月18日(火)
～
平成27年8月25日(火）

事業名：ジュニア体操教室（初級）
事業概要：発育期の児童に必要な身体制御能力を養うために、
運動の基礎ともいうべき体操（器械体操）を行い、その能力を
身につける。

小学生

30名

6月29日～
7月3日

部署名:教育学系事務部
TEL:086-251-7587
FAX:086-251-7582
所在地:岡山市北区津島中3-1-1

岡
山
県

国立大学法人岡山大学 平成27年8月29日(土)

事業名：工学部公開講座
「ネットワーク社会の安全・安心を支える電気通信技術 –量子
計算機と暗号技術–」
事業概要：講義を通じて、インターネット社会に潜む情報漏え
いの危険性と、それに対抗するためのデータ保護手法について
学び、また演習と実験を通じて、どのようにデータを暗号化
し、どのようにパスワードなどの重要な情報が漏えいしてしま
うのかを体験。

中学生～高校生

30名
7月30日(木)

部署名:自然系研究科等総務課戦略グループ
TEL: 086-251-8005
FAX:なし
所在地:岡山市北区津島中3-1-1
URL：http://www.okayama-u.ac.jp/tp/cooperation/koukaikouza.html

岡
山
県

国立大学法人岡山大学 平成27年8月25日(火)
事業名：小学生のための工学実験教室2015
事業業概要：小学4～6年生を対象とした実験教室。家族で参加
してもらい、地域に開かれた岡山大学を体感してもらう。

小学生60名
（保護者同伴可

能）
7月中旬

部署名:工学部創造工学センター技術支援部門
TEL:086-251-8202
FAX:086-251-8201
所在地:岡山市北区津島中3-1-1
URL：http://www.eng.okayama-
u.ac.jp/intro/department/innovation/gijutsushienbumon.html

岡
山
県

科学Tryアングル岡山
(岡山大学・岡山理科
大学・倉敷芸術科学大
学・津山工業高等専門
学校・岡山県産業労働
部)

平成27年8月30日(日)
事業名：科学大好き岡山クラブ
事業概要：小学生や保護者を対象として，体験型の科学講座を
実施する。

80組程度。詳細
は右記の本事業
HPをご覧くださ
い。

右記の本事業HP
をご覧くださ
い。

部署名:科学Tryアングル岡山岡山大学サテライトオフィス
TEL:086-251-7170
FAX:086-251-8440
所在地:岡山市北区津島中2-1-1
URL：http://kto.cc.okayama-u.ac.jp/

岡
山
県

国立大学法人　岡山大
学

第1回
平成27年6月20日(土)
第2回
平成27年8月 1日(土)
第3回
平成27年10月17日(土)
第4回
平成27年11月28日(土)

事業名：農学部ジュニア公開講座「岡大ライス博士」
事業概要：田植え、除草、収穫等、本物の田んぼで本物の稲を
栽培し、稲作に関する基礎と最近の生産技術について体験して
もらうとともに、実験を通じてイネの植物としての特性や「田
んぼ」の生態系の成り立ちを理解してもらう。

小学生(4年生以
上)
20名

及びその保護
(引率)者

6月12日(金)

部署名:農学部附属山陽圏フィールド科学センター
TEL:086-251-8392
FAX:086-251-8401
所在地: 岡山県岡山市北区津島桑の木町1-62
URL：http://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/fsc/index.html

岡
山
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年8月29日
事業名：国立天文台岡山天体物理観測所特別公開
事業概要：188cm望遠鏡見学、天文に関する特別講演などを行
う予定。

- -

部署名：国立天文台岡山天体物理観測所事務室
TEL：0865-44-2155
FAX：0865-44-2360
所在地：岡山県浅口市鴨方町本庄3037-5

広
島
県

農研機構近畿中国四国
農業研究センター

8月1日（土） 第12回食と農のサイエンスカフェinふくやま 26名 7月29日（水）

部署名:農研機構近畿中国四国農業研究センター企画管理部情報広報課
TEL:084－923－5385
FAX:084－923－4104
所在地:広島県福山市西深津町６－１２－１
URL：http://www.naro.affrc.go.jp/warc/index.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
7月4日（土）
13：00～15：00

太宰治の短編「燈籠」「眉山」を読む 30名 6月24日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-11
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
7月11日（土）
10:30～12：00

ブラックホールについて学んでみよう！ 20名 7月1日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-12
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
7月11日（土）
13:30～15：00

模型で考える地震に強い建物のしくみ 20名 7月1日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-13
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
7月18日（土）
10：00～11：30

海外旅行で役立つ英語～これだけは知っておきたい～ 20名 7月8日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-14
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
7月18日（土）
10:00～12:00

防災工学第３回　台風と高潮・洪水被害 30名 7月8日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-15
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
7月25日（土）
9：30～12：00
13：30～16：00

エジソン・スクール第３回
～電気を「動きにする」フレミングの実験と手作りモーターの
製作～

40名 7月8日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-16
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
7月26日（日）
13：00～16：30

環境都市シリーズ第２回
水の科学・流れの科学～水のおもしろ理科研究～

20名 7月15日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-17
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
8月1日（土）
14:00～16:00

９０分で完成！ハイテクで作る千羽鶴―被爆７０周年― 20名 7月15日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-18
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html
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募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

広
島
県

呉工業高等専門学校
8月2日（日）

「学校見学会」
中学生とその保護者及び中学校教員を対象に学校見学会を行
う。

7月24日

部署名：学生課教務係
TEL： 0823-73-8416
FAX： 0823-73-2490
所在地：呉市阿賀南2-2-11
URL:http://www.kure-nct.ac.jp/

広
島
県

呉工業高等専門学校
8月20日(木),21日(金)
9:30～17:00

３次元ＣＡＤに挑戦して、３Ｄプリンタを使って作ってみよ
う。

10名 8月5日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-19
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
8月22日（土）
9：30～12：00
13：30～16：00

エジソン・スクール第４回
～「夏休み特別企画」ロボット（ライントレーサー）の製作～

40名 8月5日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-21
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
8月22日（土）
10:00～12:00

防災工学第４回　日本の地震と地震被害 30名 8月5日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-20
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
8月22日(土),23日(日)
13：00～15：00

環境都市シリーズ第３回
コンクリート琴を作ってみよう！

20名 8月5日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-21
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
8月25日（火)
13：00～15：00

魚ロボットを作って泳がそう 20名 8月5日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-22
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

呉工業高等専門学校
8月29日（土）
13：00～15：00

環境都市シリーズ第４回
水をキレイにする微生物を見てみよう

20名 8月19日

部署名:総務課企画広報室企画係
TEL:0823-73-8215
FAX:0823-74-3479
所在地:広島県呉市阿賀南2-2-23
URL：http://www.kure-nct.ac.jp/research/lecture.html

広
島
県

広島大学総合博物館
平成27年6月23日～11
月14日

事業名：設立10周年記念企画展「海の博物誌－エビ・カニの博
物画と研究最前線－」 
事業概要：エビ・カニの博物画の展示や広島大学で行われてい
る海の研究の最新情報の紹介を行います。また「チリメンモン
スター探し」といった体験コーナーを設置して、私たちの生活
に身近な瀬戸内海について学んでもらいます。

部署名:広島大学総合博館
TEL:082-424-4212
FAX:082-424-5890
所在地:東広島市鏡山1-1-1
URL：http://home.hiroshima-u.ac.jp/museum

広
島
県

広島大学総合博物館 平成27年7月11日

事業名：第49回フィールドナビ「山中池とががら山で遊ぼう！
－キャンパスの里山探検Ⅱ」 
事業概要：広島大学東広島キャンパスは、全国でも有数の広大
な面積を誇っています。そこには山や小川、ため池や湿地まで
あります。今回は、山中池とががら山で暮らす生き物や植物の
観察を通して、里山環境の大切さを体験してもらいます。

40名程度 7月3日

部署名:広島大学総合博館
TEL:082-424-4212
FAX:082-424-5890
所在地:東広島市鏡山1-1-1
URL：http://home.hiroshima-u.ac.jp/museum

広
島
県

広島大学大学院生物圏
科学研究科（海洋生態
系評価論研究室）
広島大学生物生産学部
附属練習船豊潮丸

平成27年7月21日～22
日

事業名：SSHフィールド実習（森は海の恋人）
スーパー・サイエンス・ハイスクール
（安田学園　安田女子中学高等学校）
事業概要:海洋観測・講義・体験を通して瀬戸内海の自然環境
や船舶に関する知識を広める。

未定 未定

部署名:安田学園　安田女子中学高等学校
TEL:082-221-3362
FAX:082-212-0300
所在地:広島県広島市中区白島北町1-41

広
島
県

東広島市教育委員会
（主催）
広島大学総合博物館
（共催）

平成27年7月25日

事業名：第32回親と子の体験歴史村
事業概要：東広島市内の小学校高学年と保護者を対象として、
土器作り体験、勾玉づくり体験（いずれも昨年度実施内容で、
本年度の内容は未定）などを行い、広島大学東広島キャンパス
内の遺跡や広島大学総合博物館を見学する。

25組50名 7月10日

部署名:東広島市教育委員会
TEL:082-420-7890
FAX:082-437-0320
所在地:東広島市河内町中河内651-7
URL：http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/site/bunnkazai/

広
島
県

広島大学大学院生物圏
科学研究科
《竹原市》

平成27年7月29日、8月
1日

事業名：竹原市小中学生を対象とした「海の生き物観察体験」
事業概要：竹原市役所と広島大学の共催で、地引網体験、磯の
生物観察などを実施する。海洋生物多様性の基礎知識を得る機
会を提供する。

小学生30名
中学生20名

6月末日
部署名:竹原市総務部企画政策課
TEL:0846-22-0942
所在地:広島県竹原市中央5丁目1-35

広
島
県

広島大学大学院生物圏
科学研究科
《竹原市》

平成27年7月31日、8月
29日

事業名：環境保全促進事業
事業概要：竹原第5地区協働のまちづくりネットワークと広島
大学の共催で、干潟の生物群集を観察し、干潟の保全について
考える機会を提供する。

各日小学生30名 未定
詳細未定
（※問い合わせは広島大学大学院生物圏科学研究科　大塚攻（TEL:0846-22-
2362）まで）

広
島
県

広島大学自然科学研究
支援開発センター

平成27年8月3日

事業名：目で見る放射線実習
事業概要：普段も身の回りに放射線が飛び飼っているのを知っ
ていますか？霧箱を使いその存在を確認し、測定器を使って実
際に測ってみましょう。

25名 7月31日を予定

部署名:広島大学自然科学研究支援開発センターアイソトープ総合部門
TEL:082-424-6290
FAX:082-424-0700
所在地:広島県東広島市鏡山一丁目4番2号
URL：http://home.hiroshima-u.ac.jp/ricentr/

広
島
県

広島大学大学院生物圏
科学研究科（海洋生態
系評価論研究室）
広島大学生物生産学部
附属練習船豊潮丸

平成27年8月5日
事業名：小学生の体験航海
事業概要:地元小学生親子が練習船航行中の船舶と海洋調査の
様子を見学・体験し、海と船舶への親しみを深める。

40名 未定

部署名:練習船豊潮丸
TEL:0823-23-4853
FAX:082-553-0237
所在地:広島県呉市宝町8-4

広
島
県

広島大学 平成27年8月8日

事業名：「こどもエネルギー体験学習広場2015」
事業概要：エネルギーに関係する科学実験を子供たちに体験し
てもらい、また、クイズ形式によって、エネルギーについて学
習します。

小学生
（3年生以上）

60名
7月21日

部署名:大学院工学研究院熱工学研究室
TEL:082-424-2430
所在地:東広島市鏡山
1-4-1
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広
島
県

広島大学 平成27年8月9日

事業名：夏休みジュニアサイエンス～エコロジー船の科学～
事業概要：自然エネルギーで動くエコロジー船の不思議を体験
学習します。
また自分で水ジェット推進船を作りスピードレースします。
（対象：小中学生とその保護者）

30名
(先着順)

7月31日

部署名:大学院工学研究院輸送環境システム教室事務室
TEL:082-424-7780
FAX:082-424-7194
所在地:東広島市鏡山
1-4-1
(申込みURL)
http://naoe.hiroshima-u.ac.jp/shipkids/

広
島
県

広島大学 平成27年8月18日

事業名：デンタルジュニア・サイエンスプロジェクト
事業概要：白衣を着て歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士にな
ります。模型の歯を削ったり、味を感じる仕組みの観察や口の
中の細菌の観察、歯磨き指導に入れ歯作成の見学など科学的で
楽しい学習を準備しています。

20名
（中学生）

7月31日

部署名:霞地区運営支援部総務グループ（歯学部主担当）
TEL:082-257-5604
FAX:082-257-5615
所在地:広島市南区霞1-2-3

広
島
県

国立江田島青少年交流
の家
広島大学大学院生物圏
科学研究科（水域循環
制御論研究室）
広島大学生物生産学部
附属練習船豊潮丸

平成27年8月18日～20
日（19日に練習船に乗
船）

事業名：国立江田島青少年交流の家教育事業
事業概要：海をテーマにした体験的・問題解決的な学習を実施
し、環境に配慮した行動をとろうとする意欲・態度を養うため
の教育事業。この事業の中で、広島大学練習船豊潮丸に乗船
し、海洋観測などを体験する。

24名 未定

部署名:国立江田島青少年交流の家　企画指導専門職
TEL:0823-42-0661
FAX:0823-42-0664
所在地:広島県江田島市江田島町津久茂1-1-1
URL：http://etajima.niye.go.jp/

広
島
県

広島大学 平成27年8月19日

事業名：デンタルキッズプロジェクト
事業概要：白衣を着て歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士にな
ります。模型の歯を削ったり、味を感じる仕組みの観察や口の
中の細菌の観察、歯磨き指導に入れ歯作成の見学など科学的で
楽しい学習を準備しています。

20名
（小学5・6年

生）
7月31日

部署名:霞地区運営支援部総務グループ（歯学部主担当）
TEL:082-257-5604
FAX:082-257-5615
所在地:広島市南区霞1-2-3

広
島
県

広島大学 平成27年8月22日

事業名：日本学術振興会共催「ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へKAKENHI」
事業概要：気球カメラで地球の環境を計るしくみを体験しよ
う！（対象：小学5・6年生・中学生）

20名 8月7日

部署名:大学院工学研究院エネルギー・環境部門　作野裕司
TEL:082-424-7773
FAX:082-424-7773
所在地:東広島市鏡山
1-4-1
http://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html

広
島
県

広島大学
平成27年8月23日(ワー
クショップ)
平成27年8月25日～30
日（作品展示）

事業名：こどもアートベンチャー2015　
事業概要：5歳児を対象とし幼児の自由な発想と感性から様々
な造形を生み出すことを通じて芸術文化活動に親しむ「こども
アートベンチャー2015」（東広島市教委主催）に学生と教員が
実行委員として関わり、企画・運営を進める。

120名
7月29日～8月6

日

部署名:東広島市教育委員会文化課
TEL:082-420-0977
FAX:082-422-6531
所在地:東広島市西条栄町8-29
URL：未設置・設置予定あり

広
島
県

安浦町まちづくり協議
会
広島大学大学院生物圏
科学研究科

8月中（未定）

事業名：「野呂川自然学校」　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　事業概要：小学生が川に入って、川で棲
む生物を採集し、川の流れの変化によって生き物も異なること
を学び、発表する企画を毎年行っている。子供達に、釣りの体
験もさせる。

30名 8月頃
部署名:安浦町まちづくり協議会
TEL:0823-84-2261
所在地:呉市安浦町中央4丁目3-2

広
島
県

広島商船高等専門学校
主催：（社）日本船主
協会

6月20日(土)

「５校合同進学ガイダンス（広島）」
日本船主協会が主催し，本校が共催で，中学生を対象に教員や
卒業生から船の仕事や将来性，入試案内や学校生活など話を聞
く進学ガイダンスを行う。

100名
定員になり次第

締切り

（社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178
FAX：03-5226-9166
〒102-8603
東京都千代田区平河町2-6-4海運ﾋﾞﾙ
http://www.jsanet.or.jp/

広
島
県

広島商船高等専門学校
共催：日本郵船株式会
社

7月3日(金)

「海上教室・体験航海」　
　　
広島市立幟町中学校の中学生を対象に本校練習船「広島丸」を
使用して「外航商船の船乗りの魅力」講演と体験航海等を行
う。

幟町中学校の
中学生約90名

-

総務課企画広報室
TEL：0846-67-3179
FAX：0846-67-3009
〒725-0231
広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1
http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

広
島
県

広島商船高等専門学校
主催：（社）日本船主
協会

7月18日(日)

「５校合同進学ガイダンス（神戸）」
日本船主協会が主催し，本校が共催で，中学生を対象に教員や
卒業生から船の仕事や将来性，入試案内や学校生活など話を聞
く進学ガイダンスを行う。

100名
定員になり次第

締切り

（社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178
FAX：03-5226-9166
〒102-8603
東京都千代田区平河町2-6-4海運ﾋﾞﾙ
http://www.jsanet.or.jp/

広
島
県

広島商船高等専門学校
主催：（社）日本船主
協会

7月20日(祝)

「５校合同進学ガイダンス（横浜）」
日本船主協会が主催し，本校が共催で，中学生を対象に教員や
卒業生から船の仕事や将来性，入試案内や学校生活など話を聞
く進学ガイダンスを行う。

100名
定員になり次第

締切り

（社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178
FAX：03-5226-9166
〒102-8603
東京都千代田区平河町2-6-4海運ﾋﾞﾙ
http://www.jsanet.or.jp/

広
島
県

広島商船高等専門学校
共催：大和ミュージア
ム
広島商船高等専門学校
校友会

7月25日(土)

〜たのしく学べる　科学のふしぎ〜
もの育講座3Dプリンタを使ったロボットを作ろう

大和ミュージアムと共催で，ものづくりや科学の楽しさを知っ
てもらうため工作教室を開催。

小中学生
20名

7月6日

大和ミュージアム
TEL：0823-25-3047
〒737-0029
広島県呉市宝町5-20
http://www.yamato-museum.com/

広
島
県

広島商船高等専門学校
共催：大和ミュージア
ム
広島商船高等専門学校
校友会

7月25日(土)

〜たのしく学べる　科学のふしぎ〜
きみが船長，海から見る呉の町

大和ミュージアムと共催で，海や港の持つ役割や船の仕事を
知ってもらうとともに，航海のすばらしさを体験してもらうた
めに，本校練習船「広島丸」体験航海を実施。

100名 7月6日

大和ミュージアム
TEL：0823-25-3047
〒737-0029
広島県呉市宝町5-20
http://www.yamato-museum.com/

広
島
県

広島商船高等専門学校
共催：広島商船高等専
門学校校友会

7月26日(日)
練習船「広島丸」一般公開
商船高専や練習船について広く紹介するため実施【大和ミュー
ジアム】。

- -

総務課企画広報室
TEL：0846-67-3179
FAX：0846-67-3009
〒725-0231
広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1
http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

広
島
県

広島商船高等専門学校
共催：中国運輸局尾道
海事事務所

7月28日(火)
「海上教室・体験航海（尾道地区）」
中国運輸局尾道海事事務所と共催で，次世代を担う小学生を対
象に本校練習船「広島丸」を使用して体験航海等を行う。

尾道市内の中学
生40名程度

-

総務課企画広報室
TEL：0846-67-3179
FAX：0846-67-3009
〒725-0231
広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1
http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

36 / 44 ページ



関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先

※リンク先へ移行しない場合は、URLをコピー＆ペーストして御利用ください。

事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

広
島
県

広島商船高等専門学校 8月1日(土)

「商船学科公開講座～あつまれ船長・機関長！２０１５～」　
本校の練習船「広島丸」を使用しての体験航海及びその他学校
施設などを活用し，船の仕組みや操船技術，機関の仕組みにつ
いて学習する。また，カッター訓練も行う。

中学生20名
6月24日～7月15

日

総務課企画広報室
TEL：0846-67-3179
FAX：0846-67-3009
〒725-0231
広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1
http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

広
島
県

広島商船高等専門学校 8月8日(土),9日(日)
広島商船高等専門学校オープンスクール
広島商船高専について広く紹介するため，学校説明，体験授
業，学生寮見学及び練習船一般公開を実施。

- -

総務課企画広報室
TEL：0846-67-3179
FAX：0846-67-3009
〒725-0231
広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1
http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

広
島
県

広島商船高等専門学校
共催：三原市

8月19日(水)【予定】

「海底見学ツアー・エネルギー環境学習」
瀬戸内海の自然豊かな海洋環境を保全するため，子どもたちに
海洋環境保全の重要性を認識してもらうこと及び海洋環境保全
に対する意識啓発を行うことを目的として，学校の実習船ひか
りに乗り，協働で実施する。

- -

総務課企画広報室
TEL：0846-67-3179
FAX：0846-67-3009
〒725-0231
広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1
http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

山
口
県

独立行政法人水産大学
校

周年（夏休み期間中は
右を参照）

オープンラボ
（下関市立しものせき水族館「海響館」の常設スペース（無
料）で周年実施）
【お助け先生】
7/11-7/19　ロープの結び方
7/20-7/31　エビ・カニ
8/01-8/07　いろいろな魚の食べ物
8/08-8/14　海藻おしばアート
8/15-8/21　いろんな流体を感じてみよう
8/22-8/31　不思議な生き物イカ

- -

部署名:独立行政法人水産大学校企画課
TEL:083-264-2033
FAX:083-264-2080
所在地:山口県下関市永田本町二丁目7番1号
URL：http://www.fish-u.ac.jp/

山
口
県

長州科楽維新プロジェク
ト夏休みジュニア科学教
室実行委員会
(山口大、山口東京理科
大、宇部フロンティア大、
宇部高専、徳山高等、宇
部興産、三菱電機、セン
トラル硝子、協和発酵バ
イオ、中国電力、美祢
市、山口産業技術セン
タｰ）

下記の通り

事業名：夏休みジュニア科学教室

事業概要：下記①～⑰の産学官民の機関が連携し、夏休みに集中
して行う科学教室。それぞれの機関を会場に、専門とする分野をわ
かりやすい科学実験とし実施する。施設見学などを合わせて行った
りもする。

下記の通り 7月14日

部署名:山口大学工学部ものづくり創成センター
TEL:0836-85-9816
FAX:0836-85-9815
所在地:山口県宇部市常盤台2-16-1
URL：http://www.kagaku-ishin.org/info.php

山
口
県

同上 平成27年7月21日 ①宇部興産 24名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年7月25日 ②徳山工業高等専門学校 20名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年7月26日 ③山口大学理学部 30名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年7月27日 ④三菱電機 60名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年7月28日 ⑤セントラル硝子 20名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月1日 ⑥宇部フロンティア大学 30名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月2日 ⑦宇部高専 60名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月3日 ⑧山口大学医学部（１） 15名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月4日 ⑨山口大学工学部（1） 25名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月5日 ⑩協和発酵バイオ 20名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月6日 ⑪美祢市民会館大ホール 100名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月19日 ⑫中国電力 60名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月20日 ⑬山口大学工学部（２） 50名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月21日 ⑭山口大学医学部（２） 16名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月22日 ⑮山口東京理科大学 30名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月23日 ⑯山口産業技術センター 20名 7月14日 同上

山
口
県

同上 平成27年8月29日 ⑰山口大学農学部 25名 7月14日 同上

山
口
県

徳山工業高等専門学校 平成27年8月18日

事業名：オープンキャンパス
事業概要：県内中学生を対象に学校を開放し、研究室など自由
に見学していただきます。
なお、参加の申込みにつきましては、中学校を通しての申込み
となります。

中学生および保
護者

（未定）

学生課教務係
TEL:0834-29-6232
FAX:0834-29-6161
〒745-8585
　周南市学園台

山
口
県

徳山工業高等専門学校
平成27年7月25日
（予定）

事業名：夏休み自由研究相談室
事業概要：自由研究のテーマの選び方、進め方、まとめ方につ
いてアドバイスします。

15名 7月17日

総務課地域連携推進係
TEL:0834-29-6227
FAX:0834-28-7605
〒745-8585
　周南市学園台
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山
口
県

徳山工業高等専門学校 平成27年8月3日
事業名：電気を使わない計算機械を作ってみましょう！！
事業概要：計算機械を使えれば、どんな方程式でも簡単に解答
できます。いろんな方法を楽しみながら学習します。

20名 先着順

総務課地域連携推進係
TEL:0834-29-6227
FAX:0834-28-7605
〒745-8585
　周南市学園台

山
口
県

徳山工業高等専門学校 平成27年8月7日

事業名：サイエンス・ピクニック～小学生のためのはじめてが
いっぱい
事業概要：小学生に広く高専を知っていただくため、様々なも
のづくり講座を実施します。

小学生 （未定）

総務課地域連携推進係
TEL:0834-29-6227
FAX:0834-28-7605
〒745-8585
　周南市学園台

山
口
県

徳山工業高等専門学校 平成27年8月18日

事業名：英語講座(中学英語の復習)-重要ポイントをしっかり
マスターしよう!-
事業概要：中学英語の重要な項目を中心とした演習及び解説を
します。

中学3年生
20名

先着順

総務課地域連携推進係
TEL:0834-29-6227
FAX:0834-28-7605
〒745-8585
　周南市学園台

山
口
県

徳山工業高等専門学校

平成27年8月23日
※好評の場合は、29日
も開催します。29日も
好評の場合は、30日も
開催します。

事業名：周南ロボコン2015 ロボット製作教室
事業概要：競技用ロボットを製作します。また、本教室で制作
したロボットは「周南ﾛﾎﾞｺﾝ2015」へ出場できます。

30名 先着順

学生課学生係
TEL:0834-29-6235
FAX:0834-29-6161
〒745-8585
　周南市学園台

徳
島
県

徳島地方気象台 7月25日
事業名:夏休み！こども防災まつり
事業概要:気象実験装置展示解説コーナー、地震クイズ、こど
も防災教室等

部署名:徳島地方気象台防災管理官室
TEL:088-626-0676
FAX:088-626-0680
所在地:徳島県徳島市大和町2-3-36

徳
島
県

徳島大学工学部 平成27年8月8日，9日

事業名：科学体験フェスティバル in 徳島
事業概要：工学部の各学科等，後援団体，企業等が各々ブース
（４７カ所）を設け，そこで子供たちが興味を持つようなテー
マで理科実験を行ったり，身の回りの物でおもちゃ等を工作で
きるような空間を提供する。

部署名:科学体験フェスティバル in 徳島　実行委員会　事務局
TEL:088-656-7640
FAX:088-656-7328
所在地:徳島県徳島市南常三島町2丁目1番地
URL：http://www2.e.tokushima-u.ac.jp/News/sci-fes/

徳
島
県

（特非）とくしま県民活動
プラザ

7月20日（月）

子どもが生き生きとはたらくまち「うずっこタウン」
県内の社会貢献活動を行っている団体が取り組んでいる仕事や文
化活動、遊びを、子どもたちがそれぞれの専門家とともに活動する
体験を通して、社会貢献活動の重要性を知ることを目的として実施
する。

徳島県内の小学
校３年生～６年
生及び中学生

１００人

申込期間
6月14日（日）～

7月5日(日）

（特非）とくしま県民活動プラザ
088-664-8211

徳
島
県

徳島県木の家づくり協会
8月2日（日）
午後１３：００～１７：００

「大工体験と徳島すぎの家見学」
・県内の小学生～一般を対象に木造住宅の現場見学や大工の職
業体験等を実施する（未成年は原則として保護者同伴）

小学校３年生以
上

とその保護者
定員２０名

定員になり次第
徳島県木造住宅推進協議会
０８８－６２１－２５９３

徳
島
県

中央テクノスクール
7月28日（火）
９：００～１２：００

「子どもものづくり体験ツアー」
テクノスクールの設備を実際に使っていろいろな職業を体験できま
す。

小学生
定員30人

7月21日（火 ）
定員になり次第

締切。

徳島県立中央テクノスクール
０８８－６７８－４６９０

徳
島
県

動物愛護管理センター
７月２５日（土）、８月２日
（日）、８月５日（水）
１０：００～１５：００

「夏休み一日体験学習」
・小学校４～６年生を対象にセンターの紹介（ビデオ学習・施設見
学）、動物の健康チェック、シャンプー体験、犬の散歩体験、動物ふ
れあい教室スタッフ、動物のエサやり体験などを実施する。

小学校４～６年
生

各日先着１０名
まで

7月1日（火）～
郵便ハガキにて

申込み

徳島県動物愛護管理センター　
０８８－６３６－６１２２
（８：３０～１７：１５）

徳
島
県

動物愛護管理センター
８月１３日（木）
１３：００～１６：００

『親子参加型教室「聞こう、命の声。感じよう、命の重さ。」』　
　　
・小学校高学年・中学生とその保護者を対象に、グループワーク、
収容棟見学、動物とのふれあい、質疑応答などを実施する。

小学校高学年・
中学生の子ども
とその保護者

定員１０組

事前に電話にて
申込み

徳島県動物愛護管理センター　
０８８－６３６－６１２２
（８：３０～１７：１５）

徳
島
県

徳島県木の家づくり協会 8月22日(土)
「木の仕事(WOOD JOB)見学ツアー」
・これから住宅を建てようとする家族等を対象に、木造住宅の材料
となる木材を産出する森林や、木材の流通過程などを見学する。

40人程度
(中型バス1台)

未定
(まだ募集してい

ない)

徳島県木の家づくり協会事務局(徳島県木材利用創造センター内)
088-633-6358

徳
島
県

企業局経営企画戦略課 8月2日，23日
「とくしま自然エネルギー探検隊」
　普段は近くで見ることのできない太陽光発電設備や水力発電設
備を実際に間近で見るバスツアーを実施する。

小中学生と付添
者

定員　各５０名

定員に成り次第
締切

（６月中に募集開
始）

徳島県企業局経営企画戦略課経営戦略担当
088-621-3251

徳
島
県

徳島県県土整備部水・
環境課

原則として土曜日、日曜
日及び祝日等を除く平日
（９時～１６時３０分）

「アクアきらら月見ヶ丘（旧吉野川浄化センター）見学会・下水道へ
の理解を深めていただくために、下水道施設見学会を開催。

5～30名程度の
グループ

引率責任者が同
行

随時申込受付
（希望日の１週間
前までに申込）

旧吉野川浄化センター
（指定管理者 徳島県建設技術センター）
０８８－６９９－９６３０

徳
島
県

徳島県県土整備部
建設管理課
建設業振興指導室

未定
「インフラツーリズム」（仮称）
・小中高校生を対象に、橋やダムなどの公共施設を見学・体験する
バスツアーを実施する。

小中高校生
（小学生は保護

者同伴）
４５名程度

未定
徳島県県土整備部建設管理課建設業振興指導室
０８８－６２１－２５２３

徳
島
県

徳島県危機管理部
防災人材育成センター

7月25日（土）
『夏休み！こども防災まつり』・小学生を対象に「防災体験ツアー」風
雨・消火体験）、「こども防災教室（津波についてのお話）（緊急地震
速報を活用しよう）」、「非常食の試食会」などを実施する。

小学4年生から6
年生まで
定員３０名

（保護者参観可）

定員になり次第
徳島県危機管理部防災人材育成センター
０８８－６８３－２１００

徳
島
県

徳島県危機管理部
防災人材育成センター

6月～10月

『子どもたちの避難所体験・出前キャンプ』
・１泊２日の避難所体験キャンプを通して、いざという場合に「自分た
ちで考え、自分たちの命を守ることができる災害対応能力」を子ども
たちをはじめ地域の方々一体で身に付けることをサポートする。

教育・社会福祉
施設・ＮＰＯ・民
間企業・自主防

災組織など

5月15日（金）
（応募〆切）

徳島県危機管理部防災人材育成センター
０８８－６８３－２１００

香
川
県

高松地方気象台 7月18日
事業名:かがわ防災フェスタ2015
事業概要:気象実験、気象測器展示、工作、リーフレット配布

部署名:高松地方気象台
防災管理官室
TEL:087-867-6114
FAX:087-867-1691
所在地:香川県高松市伏石町2016-29

香
川
県

三豊市少年少女発明ク
ラブ

7月4日(土）
事業名：ﾁｬﾚｺﾝ作品づくり(2)
事業概要：(公社)発明協会主催の第4回少年少女ﾁｬﾚﾝｼﾞ創造ｺﾝﾃ
ｽﾄ出展に向けてﾁｰﾑ内で相談しながらｷｯﾄの組み立てを行う。

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市少年少女発明ク
ラブ

7月4日(土）
事業名：未来の科学絵画教室
事業概要：(公社)発明協会主催の第37回未来の科学の夢絵画展
に出展する絵を描く

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市
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香
川
県

三豊市少年少女発明ク
ラブ

7月18日(土）
事業名：ﾁｬﾚｺﾝ作品づくり(3)
事業概要：(公社)発明協会主催の第4回少年少女ﾁｬﾚﾝｼﾞ創造ｺﾝﾃ
ｽﾄ出展に向けてﾁｰﾑ内で相談しながらｷｯﾄの組み立てを行う。

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市少年少女発明ク
ラブ

7月18日(土）
事業名：「創作展」作品つくり(1)
事業概要：夏休みの自由工作を行う

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市少年少女発明ク
ラブ

7月18日(土）
事業名：｢発明くふう展｣作品づくり(1)
事業概要：(社)香川県発明協会主催の第70回香川の発明くふう
展出展に向けて作品作りを行う

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市少年少女発明ク
ラブ

8月1日(土）
事業名：ﾁｬﾚｺﾝ作品づくり(4)
事業概要：(公社)発明協会主催の第4回少年少女ﾁｬﾚﾝｼﾞ創造ｺﾝﾃ
ｽﾄ出展に向けてﾁｰﾑ内で相談しながらｷｯﾄの組み立てを行う。

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市少年少女発明ク
ラブ

8月2日(日）
事業名：「創作展」作品つくり(2)
事業概要：夏休みの自由工作を行う

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市少年少女発明ク
ラブ

8月2日(日）
事業名：｢発明くふう展｣作品づくり(2)
事業概要：(社)香川県発明協会主催の第70回香川の発明くふう
展出展に向けて作品作りを行う

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市 8月9日(日）
事業名：みとよロボコン2015事前説明会(1)
事業概要：三豊市主催のみとよﾛﾎﾞｺﾝ2015のﾙｰﾙ説明会後、出展
に向けてﾛﾎﾞｯﾄの製作を行う

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市少年少女発明ク
ラブ

8月29日(土）
事業名：ﾁｬﾚﾝｼﾞｺﾝﾃｽﾄ地区予選会
事業概要：(公社)発明協会主催の第5回少年少女ﾁｬﾚﾝｼﾞ創造ｺﾝﾃ
ｽﾄ出展に向けて(社)香川県発明協会による地区予選会を行う。

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市 8月29日(土）
事業名：みとよロボコン2015事前説明会(2)
事業概要：三豊市主催のみとよﾛﾎﾞｺﾝ2015出展用ﾛﾎﾞｯﾄの動作確
認を行う

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

三豊市 8月30日(日）
事業名：みとよﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ2015
事業概要：三豊市主催のみとよﾛﾎﾞｺﾝ2015の競技に参加する

定員無 随時

部署名:三豊市産業政策課
TEL:　0875-73-3013
FAX:　0875-73-3022
所在地:　香川県三豊市

香
川
県

香川高等専門学校
詫間キャンパス

8月9日(日)午前 詫間キャンパス　オープンキャンパス 制限なし
申込不要
自由参加

部署名:学生課教務係
TEL:0875-83-8516
FAX:0875-83-7743
所在地:香川県三豊市詫間町香田551

愛
媛
県

松山地方気象台 7月23日
事業名:夏休みお天気フェア2015
事業概要:お天気教室（気象実験）、気象測器・パネル展示、
現業室案内、降雨体験装置、起震車体験、露場見学等

部署名:松山地方気象台
TEL:089-941-6293
FAX:089-941-6172
所在地:愛媛県松山市北持田町102

愛
媛
県

愛媛県庁 平成27年8月5日

「小学生県庁見学デー」

①見学・体験
　ア　県庁内の見学（県議会議事堂・
　　本館ドーム会議室・災害対策室・
　　各課など）
　イ　地震体験（起震車）

②小学生と知事との話し合い

午前･午後各50
名

6月30日

部署名:愛媛県庁広報広聴課
TEL:089-912-2243
FAX:089-912-2248
所在地:松山市一番町4丁目4-2
URL：https://www.pref.ehime.jp/h12200/kengakudei/sankasyabosyu25.html

愛
媛
県

新居浜工業高等専門学
校

8月8日(土)～9日(日)
 9：00～12：00
13：10～16：10

「夏季体験学習」
中学生に分かりやすく，興味を持てるような理工系のいろいろ
な学習テーマを用意し，本校の施設や実験装置を使って，創
造・制作・実験等を実際に体験する機会を提供する。

中学生
延べ1,100人

6月26日(金)

部署名:学生課
TEL:0897-37-7723,7724
FAX:0897-37-7844
所在地:愛媛県新居浜市八雲町7-1
URL：http://www.niihama-nct.ac.jp/

愛
媛
県

新居浜工業高等専門学
校

1.　8月21日（金）
2.　8月22日（土）　
 9：30～12：00
13：30～16：00

「ものづくりフェスタin松山2015」
理工系に興味のある小・中学生や科学の面白さを体験したいと思っ
ている小・中学生が本校教員・学生から科学の不思議やものづくり
の楽しさを学べる講座を開講する。

小学生及び中学
生

延べ100人
7月17日（金）

部署名:学生課
TEL:0897-37-7723,7724
FAX:0897-37-7844
所在地:愛媛県新居浜市八雲町7-1
URL：http://www.niihama-nct.ac.jp/

高
知
県

四国森林管理局
7月20日(月)～8月31日
(月）

夏休み木工教室
特に制限無し
（親子など）

期間中随時
（予約が必要で

す）

部署名:四国森林管理局森林整備部技術普及課
TEL:088-821-2121
FAX:088-821-2191
所在地:高知県高知市丸ノ内1-3-30

高
知
県

高知地方気象台 8月6日

事業名:夏休みお天気教室
事業概要:「地震・津波から身を守るために」
飛び出す絵本や実験で楽しく勉強。
これで君も津波はかせ！

部署名:高知地方気象台防災管理官室
TEL:088-822-8882
FAX:088-871-5669
所在地:高知県高知市本町4-3-41 高知地方合同庁舎

福
岡
県

福岡管区気象台 未定(8月下旬)
事業名:お天気フェア
事業概要:各種実験・展示、工作教室、施設見学、防災教育用
DVD上映

部署名:福岡管区気象台業務課広報係
TEL:092-725-3603
FAX:092-714-7681
所在地:福岡県福岡市中央区大濠1-2-36

福
岡
県

ＦＵＫＵＯＫＡみらい
フェスタ2015

平成27年7月下旬～8月
下旬

事業名：ＦＵＫＵＯＫＡみらいフェスタ2015～シャドウズデイ
in Fukuoka～
事業概要：フェスタ参加事業所で働く者の子どもが親の職場体
験を実施する。働く親の姿に触れ、感想文を書き、発表するこ
とで親子の絆を深めるきっかけとする。

部署名:一般社団法人地域企業連合会九州連携機構内(担当：神代、一江、
謝、元）
TEL:092-451-8610
FAX:092-451-8612
所在地:福岡市博多区博多駅前2-9-28
URL：miraifesta@aie-kyushu.com
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事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

福
岡
県

有明工業高等専門学校 8月23日(日)
小・中学校ロボットコンテスト「ロボットJrリーグ有明ステー
ジ2015」

小学校5・6年生
及び中学生2～4
名×30チーム

(6月16日(火)
～)

7月3日(金)

部署名:総務課企画情報係
TEL:0944-53-8623
FAX:0944-53-1361
所在地:福岡県大牟田市東萩尾町150

福
岡
県

有明工業高等専門学校
8月22日(土)～23日
(日)

オープンカレッジ2015 － －

部署名:地域共同テクノセンター
TEL:0944-53-8627
FAX:0944-53-1361
所在地:福岡県大牟田市東萩尾町150

福
岡
県

北九州工業高等専門学
校

平成27年7月25日
公開講座
「やってみようプログラミング」

25人
6月24日

～
7月3日

部署名：総務課総務係
TEL:093-964-7200
FAX:093-964-7214
住所:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1
http://www.kct.ac.jp/

福
岡
県

北九州工業高等専門学
校

平成27年8月1日
公開講座
「学んで作るロボット教室」

20人
6月24日

～
7月3日

部署名：総務課総務係
TEL:093-964-7200
FAX:093-964-7214
住所:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1
http://www.kct.ac.jp/

福
岡
県

北九州工業高等専門学
校

平成27年8月1日
公開講座
「LEGOブロックを用いたロボットの
　作製とコンピュータ制御」

20人
6月24日

～
7月3日

部署名：総務課総務係
TEL:093-964-7200
FAX:093-964-7214
住所:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1
http://www.kct.ac.jp/

福
岡
県

北九州工業高等専門学
校

平成27年8月18日

公開講座
「おもしろ化学実験室
　～身の回りの化学から最先端
　　科学まで～」

20人
6月24日

～
7月3日

部署名：総務課総務係
TEL:093-964-7200
FAX:093-964-7214
住所:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1
http://www.kct.ac.jp/

福
岡
県

北九州工業高等専門学
校

平成27年8月9日
公開講座
「飛行機を作ってみんなで飛ばそう！」

20組
（親子）

6月24日
～

7月3日

部署名：総務課総務係
TEL:093-964-7200
FAX:093-964-7214
住所:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1
http://www.kct.ac.jp/

福
岡
県

北九州工業高等専門学
校

平成27年8月18日
公開講座
「ペットボトルロケットを作って
　飛ばそう」

20人
6月24日

～
7月3日

部署名：総務課総務係
TEL:093-964-7200
FAX:093-964-7214
住所:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1
http://www.kct.ac.jp/

福
岡
県

北九州工業高等専門学
校

平成27年8月19日
公開講座
「振動で動くロボットを作ろう」

10人
6月24日

～
7月3日

部署名：総務課総務係
TEL:093-964-7200
FAX:093-964-7214
住所:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1
http://www.kct.ac.jp/

福
岡
県

北九州工業高等専門学
校

平成27年8月22日
公開講座
「女子中学生を対象にしたものづくり
  体験講座」

15人
6月24日

～
7月3日

部署名：総務課総務係
TEL:093-964-7200
FAX:093-964-7214
住所:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1
http://www.kct.ac.jp/

福
岡
県

北九州工業高等専門学
校

平成27年8月23日
公開講座
「光の百面相（虹をつくろう）」

20人
6月24日

～
7月3日

部署名：総務課総務係
TEL:093-964-7200
FAX:093-964-7214
住所:〒802-0985 北九州市小倉南区志井5-20-1
http://www.kct.ac.jp/

佐
賀
県

佐賀地方気象台 7月30日
事業名:夏休みお天気教室
事業概要:DVD「急な大雨、雷、竜巻から身を守ろう」等の放映
と解説、雲や雨粒、竜巻、虹を作る実験、気象台見学など

部署名:佐賀地方気象台
TEL:0952-32-7026
FAX:0952-32-7041
所在地:佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎

長
崎
県

長崎地方気象台 7月29日
事業名:お天気教室
事業概要:施設見学、防災教育用DVD上映、工作体験、実験装
置・測器等展示、説明等

部署名:長崎地方気象台業務・危機管理官
TEL:095-811-4863
FAX:095-829-3242
所在地:長崎県長崎市南山手町11-51

長
崎
県

佐世保工業高等専門学
校

平成27年7月28日～
平成27年8月5日

事業名：公開講座・一般教養講座

事業概要：高専の専門的、総合的な教育・研究機能を開放・発
信することにより、子どもから高齢者を含む市民の教養・文化
の向上及び職業又は実際の生活に必要な能力の涵養に資するも
の。

158名 6月30日

部署名 : 総務課企画係
TEL : 0956-34-8415
FAX : 0956-34-8409
所在地 : 佐世保市沖新町1-1
URL：http://www.sasebo.ac.jp/

長
崎
県

長崎大学熱帯医学研究
所

平成27年8月20日
午前9時から午後1時半

事業名：「STOP！熱帯病　世界モスキートディ～蚊と蚊がもた
らす病気を知ろう～」　　　　　　　　　　　　事業概要：蚊
媒介感染症と蚊の生態についての理解を深めてもらうために、
感染症の話、蚊（ボウフラ、まゆ、成虫）の観察や蚊の採集探
検、熱研ミュージアムのガイド付きツアーを行います。

小中学生30名程
度

7月20日

部署名:長崎大学熱帯医学研究所寄生虫学分野（担当：森保）
TEL:095-819-7825
FAX:095-819-7824
所在地:長崎市坂本1-12-4
URL：http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/lf-ntd/index.html

熊
本
県

熊本地方気象台 8月22日
事業名:夏休みお天気教室
事業概要:DVD上映、測器・パネル展示、気象実験

部署名:熊本地方気象台業務・危機管理官
TEL:096-352-7740
FAX:096-352-7847
所在地:熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎

熊
本
県

熊本県教育庁教育総務
局文化課

県内各発掘調査現場及
び文化財資料室（日
時、会場等の詳細につ
いては県ホームページ
をご覧ください）

夏休み遺跡発掘体験・見学会及び体験教室を開催します
部署名:熊本県教育庁教育総務局文化課TEL:096-333-2707FAX:096-384-7220所
在地:熊本市中央区水前寺6-18-1URL：
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/117/

熊
本
県

熊本県立美術館 平成27年7月19日

事業名子ども美術館「文字どうぶつ出現☆キーホルダーをつく
ろう」事業概要本館で開催する展覧会「親子で見る美術展　二
の丸動物園」に合わせ、作品鑑賞と、文字に動物を組み合わせ
たイニシャルキーホルダーを作成します。

４０名 当日受付
部署名:熊本県立美術館TEL:096-352-2111FAX:096-326-1512所在地:熊本市中
央区二の丸2番URL：http://www.museum.pref.kumamoto.jp
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事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

熊
本
県

熊本県立美術館 平成27年7月26日

事業名子ども美術館「ほっぺに動物出現☆フェイスペイントを
楽しもう」事業概要本館で開催する展覧会「親子で見る美術展　
二の丸動物園」に合わせ、作品鑑賞と、動物のデザインを使っ
たフェイスペイント体験を行います。

４０名 当日受付
部署名:熊本県立美術館TEL:096-352-2111FAX:096-326-1512所在地:熊本市中
央区二の丸2番URL：http://www.museum.pref.kumamoto.jp

熊
本
県

熊本県立美術館 平成27年8月9日

事業名子ども美術館「動物園探検隊☆美術館の動物を探そう」
事業概要本館で開催する展覧会「親子で見る美術展　二の丸動
物園」に合わせ、ワークシートを使い、クイズに答えながら作
品鑑賞を行います。

４０名 当日受付
部署名:熊本県立美術館TEL:096-352-2111FAX:096-326-1512所在地:熊本市中
央区二の丸2番URL：http://www.museum.pref.kumamoto.jp

熊
本
県

熊本県立美術館 平成27年8月23日
事業名装飾古墳館ワークショップ「古代のメイクに挑戦！」事
業概要県立装飾古墳館の学芸員によるワークショップ。古代の
メイクに挑戦します。

４０名 当日受付
部署名:熊本県立美術館TEL:096-352-2111FAX:096-326-1512所在地:熊本市中
央区二の丸2番URL：http://www.museum.pref.kumamoto.jp

熊
本
県

熊本県立美術館 平成27年8月30日

事業名子ども美術館「スチレン版画で浜田知明さんになろ
う！」事業概要本館で開催する展覧会「浜田知明のすべて展」
に合わせ、作品鑑賞と、スチレン版画を使った、制作体験を行
います。

４０名 当日受付
部署名:熊本県立美術館TEL:096-352-2111FAX:096-326-1512所在地:熊本市中
央区二の丸2番URL：http://www.museum.pref.kumamoto.jp

熊
本
県

熊本大学医学部附属病
院ＭＥ機器センター

8月22日（土）
7時45分～12時15分

事業名：熊本大学医学部附属病院版医療職体感ツアー２０１５
事業概要：
・術衣に着替えて疑似手術体感（内視鏡手術と電気メスなど）
・呼吸ができない患者をサポートする人工呼吸器体感
・ＭＲＩ装置での磁場体感など
・各種検査（超音波・尿）体感
・各種リハビリ体感
＊アンケートと引き換えにお土産＊

中学生５０名と
その保護者

7月11日(火)
17時まで

部署:ＭＥ機器センター担当:芦村
TEL:096-373-7127
FAX:096-373-7127
所在地:〒860-8556熊本市中央区本荘1丁目1番1号

大
分
県

大分地方気象台 8月5日
事業名:お天気フェア
事業概要:現業室・露場見学、竜巻・雨粒・雲発生等実験、起
震車実演、クイズ、思い出の天気図等

部署名:大分地方気象台
TEL:097-532-0644
FAX:097-536-4749
所在地:大分県大分市長浜町3-1-38

大
分
県

大分工業高等専門学校
平成27年7月27日～
平成27年7月29日

親子で作るスマホスタンド
３Dプリンタや３DCADを使用して自分だけのスマホスタンドを
作ります。

10名 7月20日

部署名:総務課企画係
TEL:097-552-6450
FAX:097-552-6106
所在地:大分県大分市大字牧1666番地
URL：http://www.oita-ct.ac.jp/

大
分
県

大分工業高等専門学校
平成27年7月28日～
平成27年8月3日
（土日を除く計５回）

アイデア対決！ブリッジコンテスト
バルサ材を使用してアイデアを生かした橋の模型を作成し、橋
の強度・デザイン・美しさを競います。

20名 7月21日

部署名:総務課企画係
TEL:097-552-6450
FAX:097-552-6106
所在地:大分県大分市大字牧1666番地
URL：http://www.oita-ct.ac.jp/

大
分
県

大分工業高等専門学校 平成27年8月4日
ラジオを作ろう
簡単な工作でラジオを作成します。

15名 7月28日

部署名:総務課企画係
TEL:097-552-6450
FAX:097-552-6106
所在地:大分県大分市大字牧1666番地
URL：http://www.oita-ct.ac.jp/

大
分
県

大分工業高等専門学校 平成27年8月上旬

LEDで光る看板を作ろう
アクリル板やLEDをつかって自分の書いた絵が光る看板を作成
します。
はんだごてを使用した電子回路作成も行います。

10名
開催日の一週間

前

部署名:総務課企画係
TEL:097-552-6450
FAX:097-552-6106
所在地:大分県大分市大字牧1666番地
URL：http://www.oita-ct.ac.jp/

大
分
県

大分工業高等専門学校 平成27年8月上旬

電波の不思議
1.ゲルマニウムダイオードラジオの回路について
２．コイルづくり
３・ラジオづくり
４．増幅回路作り
５．実験

20名
開催日の一週間

前

部署名:総務課企画係
TEL:097-552-6450
FAX:097-552-6106
所在地:大分県大分市大字牧1666番地
URL：http://www.oita-ct.ac.jp/

宮
崎
県

宮崎地方気象台 未定(8月下旬)
事業名:お天気フェア
事業概要:気象台見学会、気象実験・地震・測器体験コーナー
とビデオ放映

部署名:宮崎地方気象台観測予報管理官
TEL:0985-25-4031
FAX:0985-27-9700
所在地:宮崎県宮崎市霧島5-1-4

宮
崎
県

宮崎県企業局
平成27年7月8日（水）
予備日：7月15日（水）

事業名：小学生を対象とした企業局施設見学ツアー（石河内第一発
電所）

事業概要：発電所近くに住んでいる小学生が発電所の施設見学を
行うとともに、鮎の稚魚の放流体験を行う。

部署：企業局工務課
ＴＥＬ：０９８５－２６－９７６３
ＦＡＸ：０９８５－２６－９７８９
所在地：宮崎県宮崎市旭１丁目２－２

宮
崎
県

宮崎県庁 平成27年8月18日

事業名：「こども知事」

事業概要：応募作文で選ばれた宮崎県内に在学する小学５，６年生
３名が知事机で執務体験をしたり、関係課との意見交換をしたり、
記者会見を行ったりする。その後、知事と昼食をとる。

３人
６月上旬から７月
中旬にかけて作

文を募集

部署：こども政策課
ＴＥＬ：０９８５－２６－７０５６
ＦＡＸ：０９８５－２６－３４１６
所在地：宮崎県宮崎市橘通東2丁目10-1

宮
崎
県

宮崎大学

平成27年7月29日（1回
目）
平成27年8月19日（2回
目）

「牛とのふれあい牧場体験」
農学部・住吉フィールド(牧場)で、牛に牧草等のえさを与えた
り、子牛に哺乳を行ったりします。また、乳牛の搾乳体験や乳
製品のバター作りを体験することで、牛や食に対する理解を深
めます。

20名
（各回10名）

7月1日～7月7日
※応募多数の場
合は抽選となり

ます

部署名:研究国際部産学・地域連携課
TEL:0985-58-7188
FAX:0985-58-7793
所在地:宮崎市学園木花台西１－１

宮
崎
県

宮崎大学

平成27年7月29日（1回
目）
平成27年8月19日（2回
目）

「トラクタに乗って、牧場体験してみよう」
見て！乗って！体験して！牧場には、牛たちのエサとなる牧草
を栽培するための大型トラクタや作業機がたくさんあります。
実際に乗って、動かして、牛たちに草やりもして、農業・畜産
にふれてみましょう。

20名
（各回10名）

7月1日～7月7日
※応募多数の場
合は抽選となり

ます

部署名:研究国際部産学・地域連携課
TEL:0985-58-7188
FAX:0985-58-7793
所在地:宮崎市学園木花台西１－１

宮
崎
県

宮崎大学 平成27年8月11日

「親子で学ぶ太陽電池」
太陽電池は何でできているの？どうやって発電するの？小学生
が持つ太陽電池への疑問・質問に応えるため、実験を交えその
原理やメカニズムを詳しく説明します。保護者と一緒にご参加
ください。

8組（小学4年生
～6年生とその

保護者）
8月4日

部署名:研究国際部産学・地域連携課
TEL:0985-58-7188
FAX:0985-58-7793
所在地:宮崎市学園木花台西１－１

宮
崎
県

都城工業高等専門学校

7月22日（水）
   23日（木）
   24日（金） 
   29日（水）
   30日（木）
   31日（金）
（6日間）

事業名：都城高専ランニング教室
事業概要：速く走れるための基礎練習、50ｍ短距離走などの記
録測定、ジャンプ能力の測定などを幅広く行います。走ること
をわかりやすく、ていねいに指導します。

20名 7月1日（水）

部署名:総務課企画係
TEL:0986-47-1306
FAX:0986-38-1508
所在地:宮崎県都城市吉尾町473-1
URL：http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/~techcen/index.html
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関連イベント 別紙3
2015/7/6時点

募集人数 申込締切
取組内容 問い合わせ先
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事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

宮
崎
県

都城工業高等専門学校 7月26日（日）
事業名：おもしろ科学フェスティバル
事業概要：科学のおもしろさを伝え、ものづくりに興味をもっ
てもらう機会をつくります。

無し 無し

部署名:学生課教務係
TEL:0986-47-1134
FAX:0986-47-1143
所在地:宮崎県都城市吉尾町473-1
URL：http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/

宮
崎
県

都城工業高等専門学校 8月 2日（日）

事業名：おりがみ建築
事業概要：身近な材料の「紙」を用い、立体的な建築物などを
「おりがみ」のように作ります。基礎から学び、午後からは応
用編で自分で作ります。

10名 7月13日（月）

部署名:総務課企画係
TEL:0986-47-1306
FAX:0986-38-1508
所在地:宮崎県都城市吉尾町473-1
URL：http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/~techcen/index.html

宮
崎
県

都城工業高等専門学校

第１回
8月 2日（日）
第２回
8月23日（日）

事業名：ロボコン教室
事業概要：用意された部品を組立てて、競技用ロボットを製作
し競技を行います。自作製品を使って競技を行うことで、ロ
ボットをコントロールする楽しさと難しさを体験することがで
きます。 

各12名

第１回
 7月13日（月）

第２回
 8月3日（月）

部署名:総務課企画係
TEL:0986-47-1306
FAX:0986-38-1508
所在地:宮崎県都城市吉尾町473-1
URL：http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/~techcen/index.html

宮
崎
県

都城工業高等専門学校 8月 3日（月）

事業名：クリップモーターを作ろう
事業概要：身近にあるもので簡単なモーターを作製し、乾電池
や太陽電池を使って動作を確認します。また、モーターや太陽
電池の原理などの説明も行います。

30名 7月13日（月）

部署名:総務課企画係
TEL:0986-47-1306
FAX:0986-38-1508
所在地:宮崎県都城市吉尾町473-1
URL：http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/~techcen/index.html

宮
崎
県

都城工業高等専門学校 8月 5日（水）

事業名：楽しい化学実験
事業概要：午前の部・オリジナルの鏡をつくろう、スライムを
つくろう。午後の部・豆腐をつくろう、液体窒素でアイスキャ
ンディー、草木染め。

30名 7月13日（月）

部署名:総務課企画係
TEL:0986-47-1306
FAX:0986-38-1508
所在地:宮崎県都城市吉尾町473-1
URL：http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/~techcen/index.html

宮
崎
県

都城工業高等専門学校
8月22日（土）
1.10：00～12：00
2.13：30～15：30

事業名：夏休み工作教室
事業概要：木材を使って、本だな・マガジンラックなどを作り
ます。

各15名程度 8月3日（月）

部署名:総務課企画係
TEL:0986-47-1306
FAX:0986-38-1508
所在地:宮崎県都城市吉尾町473-1
URL：http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/~techcen/index.html

宮
崎
県

都城工業高等専門学校 8月23日（日）
事業名：親子でログハウス風犬小屋をつくってみよう
事業概要：直径60㎜の杉丸太を使ってログハウス風の犬小屋を
つくります。親子でご参加ください。

10組程度 8月3日（月）

部署名:総務課企画係
TEL:0986-47-1306
FAX:0986-38-1508
所在地:宮崎県都城市吉尾町473-1
URL：http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/~techcen/index.html

鹿
児
島
県

鹿児島地方気象台 8月2日

事業名:防災お天気フェア
事業概要:職場見学（高層、火山、観測予報の現業室）、
露場見学、気象実験（噴火実験等）、
思い出の天気図

部署名:鹿児島地方気象台防災
TEL:099-250-9919
FAX:099-255-4234
所在地:鹿児島県鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第2地方合同庁舎

鹿
児
島
県

鹿児島地方気象台 8月23日
事業名:防災お天気フェア
事業概要:気象実験（雨滴実験及び転倒ます型雨量計、竜巻
等）、火山噴火実験

部署名:鹿児島県防災研修センター（姶良市平松６２５２　）
TEL:0995-64-5251
FAX:0995-66-5909

鹿
児
島
県

鹿児島大学自然科学教
育研究支援センター,
アイソトープ実験施設

平成27年8月5日（水）

事業名：夏休み体験学習「放射線ってどんなもの？」
事業概要：子供たちに身の回りにある自然放射線をいろいろな
方法で感じてもらう。放射線測定器を使いキャンパスの自然放
射線地図を作ったり、霧箱の実験等をする。

30名 7月31日（金）

部署名:自然科学教育研究支援センター,アイソトープ実験施設
TEL:099-285-8740
FAX:099-285-3582
所在地:鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号

鹿
児
島
県

鹿児島大学水産学部

平成27年7月19日(日)
平成27年7月26日(日)

（２日間で１回）

発見！体感！本物の海藻を見てさわって食べて、「海の森」図
鑑をつくろう

海藻、生き物の観察
海藻を使った押し葉標本作り
（「かごしま海の森図鑑」づくり）
海藻ゼリーづくり、試食

小学校５、６年
生

　30名
7月10日（金）

部署名:鹿児島大学水産学部総務係
TEL:099-286-4111
FAX:099-286-4015
所在地:鹿児島県鹿児島市下荒田4-50-20
URL:http://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/

鹿
児
島
県

・鹿児島大学理学部
・国立天文台
・鹿児島県薩摩川内市

平成27年8月8日(土)
国立天文台VERA入来局、鹿児島大学理学部１ｍ光赤外線望遠鏡
の施設公開イベント「八重山高原星物語」

1000名

部署名：鹿児島大学理学部
TEL：099-285-8973
FAX：099-285-8011
所在地：鹿児島県鹿児島市郡元１丁目２１番３５号

鹿
児
島
県

・MBC南日本放送
・イオンモール鹿児島
・鹿児島大学理学部　
他　企業等

平成27年8月9日(日)
「イオンモール鹿児島キッズ未来フェスタ」にて、県内の様々
な業種の職業体験が催される中で、研究者の体験（天文学の研
究活動）を実施します。

50名
イオンモール鹿児島
http://kagoshima-aeonmall.com/

鹿
児
島
県

鹿児島大学大学院理工
学研究科技術部

平成27年8月25日(火)

「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI」
小学6年生および中学生を対象に、科研費による研究成果を基
礎とした体験プログラムを実施します。①「社会で使われるマ
イクロカプセルを見て、さわって、作ってみよう」、②「さま
ざまなロボットの役割と仕組みを知ろう！」、③「目の不思議
を体験しよう」の3テーマを実施します。

小学6年生
中学生
計75名

①25名
②20名
③30名

7月6日(月)
～

7月15日(水)

部署名:理工学研究科技術部　中村達哉
TEL:099-285-3263
FAX:099-285-3259
所在地:鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校
鹿児島市立科学館　共
催

平成27年8月9日

8月9日に開催する「鹿児島高専の日2015」は、地域での創造的
人材の育成と、子供たちの理科離れを食い止めるための方策と
して、工作実験教室や科学実験教室及びロボットの動作説明等
を行っています。

未定 未定

部署名:総務課企画係
TEL:0995-42-9038
FAX:0995-43-4271
所在地:鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1

鹿
児
島
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年7月4日
事業名：第23回七夕まつり
事業概要：錦江湾公園6m電波望遠鏡及び宇宙学習室公開

- -

部署名：鹿児島市教育委員会生涯学習課
TEL：099-813-0851
FAX：099-813-0937
所在地：鹿児島県鹿児島市荒田1丁目4-1

鹿
児
島
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年8月8日
事業名：八重山高原星まつり
事業概要：水沢VLBI観測所入来観測局特別公開

- -

部署名：国立天文台水沢VLBI観測所庶務係
TEL：0197-22-7111
FAX：0197-22-7120
所在地：岩手県奥州市水沢区星ガ丘町2-12
URL：http://www.miz.nao.ac.jp/
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事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

沖
縄
県

やんばる自然体験活動
協議会
環境省やんばる野生生
物保護センター

7月4日
事業名：夏の渡り鳥アジサシ
事業概要：夏の渡り鳥アジサシの観察を通し、これまでの繁殖
の状況や生息環境について学びます。

20名程度 定員になり次第

部署名:環境省やんばる自然保護官事務所
TEL:0980-50-1025
FAX:0980-50-1026
所在地:沖縄県国頭郡国頭村比地263-1
URL：http://www.ufugi-yambaru.com/

沖
縄
県

やんばる自然体験活動
協議会
環境省やんばる野生生
物保護センター

7月27日

事業名：夏休み体験教室「やんばるの生きものを作ってみよ
う」
事業概要：紙粘土で、自分だけの「やんばるの生きもの小物」
を作成します。

20名程度 定員になり次第

部署名:環境省やんばる自然保護官事務所
TEL:0980-50-1025
FAX:0980-50-1026
所在地:沖縄県国頭郡国頭村比地263-1
URL：http://www.ufugi-yambaru.com/

沖
縄
県

やんばる自然体験活動
協議会
環境省やんばる野生生
物保護センター

8月8日

事業名：チョウの観察会、研究発表
事業概要：身近な場所で見ることのできるチョウの種類や生態
を野外で観察します。さらに、昨年沖縄県教育長賞を受賞した
小学生によるチョウに関する研究発表も行います。

20名程度 定員になり次第

部署名:環境省やんばる自然保護官事務所
TEL:0980-50-1025
FAX:0980-50-1026
所在地:沖縄県国頭郡国頭村比地263-1
URL：http://www.ufugi-yambaru.com/

沖
縄
県

沖縄気象台
調整中
(8月予定)

事業名:親と子とのお天気教室
事業概要:調整中

部署名:沖縄気象台
TEL:098-833-4283
FAX:098-836-8081
所在地:沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎

沖
縄
県

宮古島地方気象台 8月1日
事業名:お天気教室
事業概要:竜巻発生実験、雨粒発生実験、液状化実験、お天気
相談等

部署名:宮古島地方気象台防災管理官
TEL:0980-72-3054
FAX:0980-72-9252
所在地:沖縄県宮古島市平良字下里1020-7

沖
縄
県

石垣島地方気象台 7月5日
事業名:石垣島ダムまつり
事業概要:竜巻発生実験、雨量計実験、DVD上映等

部署名:石垣島地方気象台
TEL:0980-82-2170
FAX:
所在地:沖縄県石垣市字登野城428

沖
縄
県

石垣島地方気象台
調整中
(7月予定)

事業名:お天気教室
事業概要:調整中

部署名:石垣島地方気象台
TEL:0980-82-2170
FAX:
所在地:沖縄県石垣市字登野城428

沖
縄
県

石垣島地方気象台
8月16日
（予定）

事業名:親と子とのお天気教室
事業概要:竜巻発生実験、雨粒発生実験、液状化実験、大気圧
実験、ミニ露場展示、高層観測気球展示、お天気相談等

部署名:石垣島地方気象台
TEL:0980-82-2170
FAX:
所在地:沖縄県石垣市字登野城428

沖
縄
県

南大東島地方気象台 8月末
事業名:お天気教室
事業概要:竜巻発生実験、雨粒発生実験、パネル展示、高層観
測機器（気球・ゾンデ）

部署名:南大東島地方気象台
TEL:09802-2-2006
FAX:09802-2-2486
所在地:沖縄県島尻郡南大東村字在所306

沖
縄
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年8月16日
事業名：南の島の星まつり
事業概要：水沢VLBI観測所石垣島局特別公開

- -

部署名：国立天文台水沢VLBI観測所庶務係
TEL：0197-22-7111
FAX：0197-22-7120
所在地：岩手県奥州市水沢区星ガ丘町2-12
URL：http://www.miz.nao.ac.jp/

沖
縄
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年8月16日～
平成27年8月23日

事業名：星まつりウィーク天体観望会
事業概要：石垣島天文台施設公開

予約制 -

部署名：石垣島天文台
TEL：0980-88-0013
FAX：0980-88-0014
所在地：沖縄県石垣市新川1024-1
URL：http://www.miz.nao.ac.jp/ishigaki/

沖
縄
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年8月15日～
平成27年8月23日

事業名：宇宙の立体映像４Ｄ２Ｕの上映等
事業概要：石垣島天文台施設公開

- -

部署名：石垣島天文台
TEL：0980-88-0013
FAX：0980-88-0014
所在地：沖縄県石垣市新川1024-1
URL：http://www.miz.nao.ac.jp/ishigaki/

沖
縄
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成27年8月20日～
平成27年8月23日

事業名：移動プラネタリウム上映（4mドーム）
事業概要：石垣島天文台施設公開

- -

部署名：石垣島天文台
TEL：0980-88-0013
FAX：0980-88-0014
所在地：沖縄県石垣市新川1024-1
URL：http://www.miz.nao.ac.jp/ishigaki/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年7月26日(日)
9:00～16:00

公開講座：ロボットをつくろう

モーターで動くロボットを製作し、ゲームをします。基本プロ
グラムの変更により、ロボットの動き方を変えることができま
す。どのような「ロボット」を作るかはあなた次第です！

中学生10名
6月15日～7月17

日

部署名:生涯学習教育研究センター
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：ttp://www.ercll.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年7月26日(日)
12:30～17:00

事業名：電子工作教室「ミニ四駆とＬＥＤを題材に」

模型工作および電子工作を通して、ものづくりの楽しさを体感
することを目的にしています。電子工作用道具を実際に利用
し、工作後、実際にミニ四駆サーキットにて試走させることが
できます。

小学5、6年生12
名

6月15日～7月17
日

部署名:生涯学習教育研究センター
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：ttp://www.ercll.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年7月26日(日)
13:00～16:00

公開講座：おもちゃ作りを通して学ぶ地球温暖化防止親子講座

身近な材料を用いた模型風力発電機及び模型電気自動車の工
作・実験を通して、再生可能エネルギーやエネルギーの変換な
どについて学ぶとともに、地球温暖化防止について親子で考え
てみましょう。

１０組
（２０名）

6月8日～
7月17日

部署名:生涯学習教育研究センター
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URLhttp://www.ercll.u-ryukyu.ac.jp/
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事前登録が必要な場合
地
域

機関等名 日程

沖
縄
県

琉球大学
平成27年7月29日(水)
14:00～16:00

公開講座：おもちゃ作りを通して沖縄のエネルギーの未来を考
えよう 

身近な材料を用いた模型風力発電機及び模型電気自動車の工
作・実験を通して、再生可能エネルギーやエネルギーの変換な
どについて学ぶとともに、地球温暖化防止について親子で考え
てみましょう。

２０組
（４０名）

6月8日～
7月17日

部署名:生涯学習教育研究センター
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：ttp://www.ercll.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年8月1日（土）
13:00～17:00

事業名：夏休み工作教室「固定燃料で走る船」

もの作りの楽しさや、不思議さ等の体験を通して、子供たちが
科学技術に親しみを持つことを目的にしています。
熱機関を利用したポンポン船を製作しながら、動作原理や金属
加工などを学びます。

小学5、6年生12
名

6月以降受付開
始予定

部署名:生涯学習教育研究センター、工学部
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：http://www-tech.tec.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年8月1日（土）
13:00～17:00

事業名：夏休み工作教室「折り紙教室」

もの作りの楽しさや、不思議さ等の体験を通して、子供たちが
科学技術に親しみを持つことを目的にしています。
ケント紙を使って、飛び出す絵本の様な「折り紙建築」（世界
遺産を中心に）を製作します。

小学5、6年生8
名

6月以降受付開
始予定

部署名:生涯学習教育研究センター、工学部
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:
URL：http://www-tech.tec.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年8月1日（土）
13:00～17:00

事業名：夏休み工作教室「紙コップで作るポータブルスピー
カー」

工作体験を通して子供たちの科学技術に対する関心を高め，学
習意欲の向上を図り，創造性，知的好奇心，探究心の育成を促
すことを目的にしています。紙コップを使用したアンプ内蔵ス
ピーカーを製作します。

中学生10名
6月以降受付開

始予定

部署名:生涯学習教育研究センター、工学部
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：http://www-tech.tec.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
8月6日(木)
9：00～12：00

事業名：Kid's Sim
 小学５～６年生を対象の体験型学習。医療シミュレーター等を使用
しブースに分かれ小学校の授業を補完する学習内容になっていま
す。

小学生と保護者
（人数：未定）

7月24日

部署名:おきなわクリニカルシミュレーションセンター
TEL:098-895-1220
FAX:098-895-1229
所在地:沖縄県中頭郡西原町字上原207
URL：http://okinawa-clinical-sim.org/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年8月8日（土）
13:00～17:00

事業名：夏休み工作教室「まわりつづけるコマ」

もの作りの楽しさや，不思議さ等の体験を通して，子供たちが
科学技術に親しみを持つことを目的にしています。エナメル線
を巻いた電磁石と磁石を用い，まわりつづけるコマを作りま
しょう。

小学5、6年生20
名

6月以降受付開
始予定

部署名:生涯学習教育研究センター、工学部
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：http://www-tech.tec.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年8月8日（土）
13:00～17:00

事業名：夏休み工作教室「電子回路の製作」

ブレッドボードという配線器具を使って、電子回路の実験装置
を作ります。
装置はマイクロコンピュータを使用したテレビゲームまたはラ
ジオを予定しています。

小学5、6年生14
名

6月以降受付開
始予定

部署名:生涯学習教育研究センター、工学部
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：http://www-tech.tec.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年8月8（土）
13:00～17:00

事業名：夏休み工作教室「合金を溶かして風鈴づくり」

もの作りの楽しさや、不思議さ等の体験を通して、子供たちが
科学技術に親しみを持つことを目的にしています。鋳物砂で
作った型の中に、溶けた合金（比較的低融点の金属）を流し込
み風鈴を作ります。

小学5、6年生8
名

6月以降受付開
始

部署名:生涯学習教育研究センター、工学部
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：http://www-tech.tec.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年8月9日（日）
13:00～17:00

公開講座：最先端物理学の世界～時空と光　

現代物理における「時空」と「光」の謎について解説する講演
と、関連する実験実演などを行います。

中学生以上50名
事前申し込み不

要

部署名:生涯学習教育研究センター
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：http://www.phys.u-ryukyu.ac.jp/koza2015/

沖
縄
県

琉球大学
平成27年8月22日(土)
15:00～17:00

公開講座：基礎生物学と人とのかかわり

基礎生物学分野の中で特に人とのかかわりの深いものについて
やさしく解説します。具体的には、小型のチョウ（ヤマトシジ
ミ）を用いた原発事故モニタリングをとりあげます。

100名
一般市民対象

7月6日～
8月14日

部署名:生涯学習教育研究センター
TEL:098-895-8019
FAX:098-895-8185
所在地:沖縄県中頭郡西原町千原１
URL：ttp://www.ercll.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

沖縄工業高等専門学校
平成27年8月17日
平成27年8月20日

わくわくチャレンジ実験教室
学校説明会を兼ねて実験教室を石垣島（17日）・宮古島（20
日）で行う。実験内容は、ロボットの作成等を行う体験学習で
ある。

部署名:総務課　研究連携推進室　
TEL:0980-55-4070
FAX:0980-55-4012
所在地:名護市辺野古905
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