
関連イベント 別紙3
2016/7/8時点

募集人数 申込締切

北
海
道

駒ヶ岳・大沼森林ふれ
あい推進センター

8月7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 8月1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
所在地:北海道函館市駒場町2-13

北
海
道

常呂川森林ふれあい推
進センター

7月23日（土）
「こども探険隊」
・森林体験

未定 未定

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
所在地:北海道北見市北斗3丁目11-3

北
海
道

常呂川森林ふれあい推
進センター

8月11日（木）
「森林散策会（山の日記念）」
・登山道で森林散策

未定 未定

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
所在地:北海道北見市北斗3丁目11-3

北
海
道

北海道大学北方生物圏
フィールド科学センタ
－

平成28年8月17日
事業名：北大農場での生活資源を活用したかしこい作物生産
事業概要：有機質資源や化学肥料を利用した場合の野菜の生育
の違い、土地の肥料の分析、エネルギー作物等の紹介

20名 8月8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
URL：kyoryoku@fsc.hokudai.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
－

平成28年7月30日
事業名：体験！ベリー研究の最前線“君も育種家になろう！”
事業概要：ベリー類を見て食べて体験し、品種改良の最新技術
を体験する。花粉管伸張の観察実験などを行う。

20名 7月15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
URL：kyoryoku@fsc.hokudai.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
－
忍路臨界実験所

平成28年7月30日
事業名：海の森調査隊～おしょろの“こんぶ”の将来は!？～
事業概要：海に広がるこんぶからなる海の森を守るための取組
について体験する。

15名 7月15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
URL：kyoryoku@fsc.hokudai.ac.jp

北
海
道

北海道大学
産学・地域協働推進機
構

平成28年7月22日

事業名：「たべもの」×「からだ」ゲーム～北大研究者と考え
る「たべもの」と「からだ」
事業概要：大型スクリーンを使ったゲームとゲームに登場する
先生による「たべもの」や「からだ」に関する授業を行う。

20組
定員に
到達次第
締め切り

部署名:FMI推進本部
TEL:011-706-9602
FAX:011-706-9607
所在地:札幌市北区北21条西11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28年7月24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，明らかにしていく。

15名 7月11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28年7月30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15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28年7月30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”の将来
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15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28年7月31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」臼尻水産実験所の前浜でシュノーケリングによる
観察や採集を体験する。海の生き物を通じ，海洋生物学の重要
性と面白さ，そして海の恵の大切さを伝える。

20名 7月21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28年8月9日

事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
事業概要：「動物の動きを測ってみよう～装着型記録計による
行動計測～」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 7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28年8月17日

事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
事業概要：「北大農場での生物資源を活用したかしこい作物生
産」堆肥や緑肥といった有機質資源や化学肥料を利用した野菜
生育を測定し，土の肥料分も実験室で分析する。資源循環に活
用される家畜糞尿堆肥や乳牛飼育を見学する。

20名 8月8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6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1日（金）
（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

釧路工業高等専門学校 平成28年7月23日,24日 オープンキャンパス

部署名：学生課修学支援係
TEL:0154-57-7222
FAX:0154-57-6256
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28年7月30日 セメントでお面を作ろう

小学1年生
～6年生

(3年生以下は保
護者同伴)

10名

7月8日

部署名：総務課研究協力係
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28年7月30日
テクノアートラボ 2016 part1
～きらきら光る額縁アートを
作ろう～

小学3年生～中
学生

※女子限定
(小学3年生は保
護者同伴）

20名

7月8日

部署名：総務課研究協力係
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28年8月6日 タブレットで二輪走行ロボットを制御しよう！

小学5年生
～中学生

(小学生は保護
者同伴)
10名

7月8日

部署名：総務課研究協力係
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

地
域

機関等名 日程 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
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関連イベント 別紙3
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地
域

機関等名 日程 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

北
海
道

釧路工業高等専門学校 平成28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8日

部署名：総務課研究協力係
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
幌
延
町

国立研究開発法人
日本原子力研究開発機
構
幌延深地層研究セン
ター

平成28年7月24日(日)
センターの概況説明、深度350ｍ調査坑道・ゆめ地創館などの
見学
※ただし、地下施設に入坑するため小学4年生以上を対象。

定員18名とし、
超過した場合に
は午後も開催。
（1日最大36
名）

開催日1週間前
の日曜日までに
お電話にて空き
状況を確認。

部署名:幌延深地層研究センター　総務・共生課
TEL: 01632-5-2022
FAX: 01632-5-2033
所在地:〒098-3224
北海道天塩郡幌延町字北進４３２番地２
URL：http://www.jaea.go.jp/04/horonobe/kengaku_sunday.html

北
海
道
幌
延
町

国立研究開発法人
日本原子力研究開発機
構
幌延深地層研究セン
ター

平成28年8月28日(日)
センターの概況説明、深度350ｍ調査坑道・ゆめ地創館などの
見学
※ただし、地下施設に入坑するため小学4年生以上を対象。

定員18名とし、
超過した場合に
は午後も開催。
（1日最大36
名）

開催日1週間前
の日曜日までに
お電話にて空き
状況を確認。

部署名:幌延深地層研究センター　総務・共生課
TEL: 01632-5-2022
FAX: 01632-5-2033
所在地:〒098-3224
北海道天塩郡幌延町字北進４３２番地２
URL：http://www.jaea.go.jp/05/horonobe/kengaku_sunday.html

青
森
県

東北地方環境事務所西
目屋自然保護官事務所

7月24日～26日

事業名：白神山地子ども自然体験キャンプあかいし
事業概要：白神山地の自然と、地域の人々の暮らしのつながり
を学ぶことをテーマに、マタギの方を講師にトレッキング、水
に親しむ活動等の自然体験を実施

20名程度 7月15日

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:青森県西目屋村
URL：http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/nishimeyakan/

岩
手
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成28年8月20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
研究・教育機構東北区
水産研究所

8月20日（土）
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
所在地:宮城県塩釜市新浜町3-27-5

宮
城
県

東北大学

平成28年
8月5日（金）
8月8日（月）
8月9日（火）

事業名：「夏休み大学探検2016」

事業概要：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
（テーマに沿っ
た適正な人数）

平成28年
6月20日（月）

部署名：仙台市教育委員会
TEL:022-214-8875
FAX:022-214-4437
所在地:仙台市青葉区上杉1-5-12

宮
城
県
仙
台
市

東北大学
平成28年
8月3日（水）

事業名：「計る、測る、量る！いろいろなセンター。
　　　　　体験してみよう。」

事業概要：センター・オブ・イノベーション東北拠点の
　　　　　研究開発施設「疑似日常空間実験室」で使
　　　　　用されるいろいろなセンサーを使って、
　　　　　体の動きや健康状態を測って、近未来の
　　　　　ヘルスケアを体験しよう。

小4～中学生
午前15名
午後15名

平成28年
7月31日（日）
（または申込順
で定員に達した

場合）

部署名:医工学研究科
　　特任講師・佐藤啓壮
TEL＆FAX:022-752-2206
所在地:仙台市青葉区青陵町2-1
URL：http://www.coi.tohoku.ac.jp/

宮
城
県

東北大学

平成28年
7月27日（水）11：00
～
7月27日（水）15：00
～
7月28日（木）11：00
～

事業名：東北大学医学部・医学系研究科オープンキャン
　　　　パス
　　　　東北メディカル・メガバンク機構見学ツアー

事業概要：東北メディカル・メガバンク機構が取り組む
　　　　　最先端のゲノム医科学について、世界でも
　　　　　有数のゲノム解析設備やバイオバンク施設を
　　　　　見学しながら機構教員による解説を行う。

各回15名

各回の10分前ま
でに東北メディ
カル・メガバン
ク棟正面入り口

前に集合

部署名:東北メディカル・メガバンク機構
　　　　広報・企画部
TEL：022-717-7908
FAX：022-717-7923
所在地:仙台市青葉区青陵町2-1
URL：
http://www.megabank.tohoku.ac.jp/

秋
田
県

東北森林管理局
技術普及課

7月25日（月）
「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月中旬

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

東北地方環境事務所藤
里自然保護官事務所

7月29日～30日

事業名：白神山地子ども自然体験キャンプふじさと
事業概要：白神山地の自然と、地域の人々の暮らしのつながり
を学ぶことをテーマに、地域の方々を講師にトレッキング、野
外調理、夜の野外活動等の自然体験を実施

20名程度 7月15日

部署名:藤里自然保護官事務所
TEL:0185-79-3001
FAX:0185-79-3008
所在地:秋田県藤里町
URL：http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/fujisatokan/

秋
田
県

秋田大学 平成28年8月4日

あきたサイエンスクラブ科学講座
「バーチャルな世界に，入り込む！」
概要：県内小学生～高校生対象，理科好きの子ども向けの大学
教員による科学講座

20名 7月1日

秋田県学術振興課（秋田サイエンスクラブ事務局）
TEL:018-860-1223
FAX:018-860-1225
秋田市山王4-1-1
http://common3.pref.akita.lg.jp/asc/

秋
田
県

秋田大学 平成28年8月3日，8日

あきたサイエンスクラブ科学講座
「サファイアはどこからきた？元素で分かる産地判別」
概要：県内小学生～高校生対象，理科好きの子ども向けの大学
教員による科学講座

各10名 7月1日

秋田県学術振興課（秋田サイエンスクラブ事務局）
TEL:018-860-1223
FAX:018-860-1225
秋田市山王4-1-1
http://common3.pref.akita.lg.jp/asc/

秋
田
県

秋田大学 平成28年8月5日

あきたサイエンスクラブ科学講座
「センサで人間の運動を計ってみよう！運動計測・解析入門」
概要：県内小学生～高校生対象，理科好きの子ども向けの大学
教員による科学講座

20名 7月1日

秋田県学術振興課（秋田サイエンスクラブ事務局）
TEL:018-860-1223
FAX:018-860-1225
秋田市山王4-1-1
http://common3.pref.akita.lg.jp/asc/

秋
田
県

秋田大学 平成28年7月16日
ひらめき☆ときめきサイエンス
概要：男鹿半島にみられる火山や地層のでき方のひみつについ
て実験でさぐっていきます。

30名 7月8日
教育文化学部理科教育学研究室
TEL:018-889-2524
秋田市手形学園町1-1

秋
田
県

秋田大学
平成28年7月30日，31
日

鉱業博物館ジュニアサイエンススクール
概要：フィールドにて実地地形の学習と鉱物採集，地質につい
ての講義と採集した鉱物の顕微鏡観察，標本作成

20名程度 7月7日

国際資源学研究科附属鉱業博物館
TEL:018-889-2461
秋田市手形大沢28-2
http://mus.akita-u.ac.jp

秋
田
県

秋田大学 平成28年8月1日

男鹿市児童生徒の秋田大学医学部訪問
「なまはげ学校」
概要：将来医師を目指す，医療関係の仕事に興味・関心がある
男鹿市内の子どもが，シミュレーション教育センターの見学や
体験をする。

約30名
（予定）

6月21日
男鹿市教育委員会学校教育課
TEL:018-824-9101
男鹿市船川港船川字泉台66-1
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秋
田
県

秋田大学 平成28年8月7日

わくわくドキドキ理科実験教室
～秋田大学の一日出張実験室～
概要：さまざまな実験を通じて科学への興味関心を一層深めて
もらう。

70名程度
（予定）

未定
男鹿市教育委員会学校教育課
TEL:018-824-9101
男鹿市船川港船川字泉台66-1

秋
田
県

秋田大学 平成28年7月31日
子どもものづくり教室
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

20名程度 未定

理工学研究科附属ものづくり創造工学センター
TEL:018-889-2806
秋田市手形学園町1-1
http://www.mono.akita-u.ac.jp/

秋
田
県

主催：（一社）あきた
宇宙コンソーシアム
共催：秋田大学

平成28年8月21日

第12回能代宇宙イベント
概要：子どもから大人まで参加のモデルロケット打上げ体験な
ど通して，宇宙教育の普及と宇宙開発を支える人的資源を育成
および航空宇宙技術の交流を通じた地域活性化を目指す

- -

理工学研究科附属ものづくり創造工学センター
TEL:018-889-2806
秋田市手形学園町1-1
http://www.mono.akita-u.ac.jp/

秋
田
県

秋田大学 平成28年8月6日

防災巡検「秋田県で発生した地震の歴史を探る　～防災意識を
高めよう～」
概要：県内小中学生対象，過去に発生した地震の痕跡を辿りな
がら防災意識を高揚させる

40名程度 7月29日

地方創生・研究推進課
TEL:018-889-2844
FAX:018-889-3162
秋田市手形学園町1-1
http:www.akita-u.ac.jp/

茨
城
県

国立研究開発法人森林
総合研究所

7月30日（土） 研究所の一般公開 － －

部署名:企画部広報普及科広報係
TEL:029-829-8372
FAX:029-873-0844
所在地:茨城県つくば市松の里１
URL：https://www.ffpri.affrc.go.jp/

茨
城
県
つ
く
ば
市

国立研究開発法人国立
環境研究所

7/23(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:国立環境研究所企画部広報室
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

茨城大学
2016年8月26日（金）
13：00～16：30

事業名：第11回ものづくり体験・理科工作教室
事業概要：
場所：茨城大学日立キャンパス
参加費：500円（当日徴収）
申込期間：7月1日～8月5日（定員になり次第終了）
申込方法：技術部HPより
内容：電子回路を利用した8音階の手のひらサイズ「電子ピアノ」の
工作

小学4～6年生
30名

8月5日

部署名：工学部技術部
TEL:0294-38-5087
FAX：0294-38-5087
所在地：日立市中成沢町
URL:http://www.gijutsu.ibaraki.ac.jp/

栃
木
県

国立研究開発法人水産
研究・教育機構中央水
産研究所日光庁舎

8月4日（木） さかなと森の観察園無料公開デー（一般公開） － －

部署名:中央水産研究所日光庁舎
TEL:0288-55-0055
FAX:0288-55-0064
所在地:栃木県日光市中宮祠2482－3

栃
木
県

宇都宮大学工学部 7月31日（日）

「ひらめき☆ときめきサイエンス」
（英語を使って光を科学しよう）
光の性質や特徴を実験を通して学ぶ。また同時に、英語を使用
した外国人講師とのコミュニケーション、光用語の紹介を行
う。

20名
（小学5,6年

生）
7月15日(金)

部署名:宇都宮大学先端光工学専攻　大谷研究室
TEL:028-689-7136
FAX:028-689-7136
所在地:宇都宮市陽東7丁目1-2
URL：http://www.opt.utsunomiya-u.ac.jp/~otani/（掲載予定）

栃
木
県

宇都宮大学農学部附属
演習林

7月27日（水）～
7月28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）

7月1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

鹿沢インフォメーショ
ンセンター運営協議会

7月23日（土）

事業名：こども自然観察会「棧敷山でアサギマダラを見よう」
事業概要：棧敷山には、多様な高山植物が生息し、そこには
“旅するチョウ”といわれるアサギマダラが飛来します。ヒラ
ヒラと舞うアサギマダラはとってもかわいいですよ。一緒に観
察してみましょう。

20名程度
７月18日（月・

祝）

部署名:鹿沢インフォメーションセンター
TEL及びFAX:0279-80-9119（受付8:00～17:00）
MAIL:info@kazawa.jp
所在地:群馬県吾妻郡嬬恋村田代鹿沢園地
URL：http://www.kazawa.jp

群
馬
県

鹿沢インフォメーショ
ンセンター運営協議会

8月11日（木・祝）～8
月31日（水）

事業名：森のクラフト体験教室
事業概要：薪割り体験や自然の素材を使った工作（割り箸作り
や巣箱作りなど）を行います。夏休みの自由研究として挑戦し
てみませんか。

１日20名程度 当日受付可能

部署名:鹿沢インフォメーションセンター
TEL及びFAX:0279-80-9119（受付8:00～17:00）
MAIL:info@kazawa.jp
所在地:群馬県吾妻郡嬬恋村田代鹿沢園地
URL：http://www.kazawa.jp

群
馬
県

県立ぐんま天文台 平成28年8月12日(金)
【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28年8月11日(木)
～16日(火)
10時～22時

【火星と土星を見よう】
火星と土星にこだわっての観望会、研究員による最新の天文ト
ピックの解説等を実施。

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

県立図書館
平成28年7月28日(木)
～7月30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、図書館書庫探検や、生涯学
習センターとの連携イベントを実施する。

・100名程度
（書庫探検）
・その他未定

7月上旬

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28年7月21日(木)～
8月7日(日)
9:00～17:00

【児童生徒理科研究作品展】
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28年7月22日(金)～
28日(木)〈25日（月）は除
く〉
9:30～16:00

【夏休みサイエンスウィーク2016】
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

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28年7月22日～28日は毎日実施します（25日は除く）

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/
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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28年7月23日(土)
9:30～12:00

【サイエンスウィーク特別企画】
科学の不思議さやおもしろさを体験できる工作や実験等を行います

60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28年7月24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28年8月9日（火）
19:00～20:30

【天体観察会】
夏の星座を観察します

100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28年8月20日(土)
9:30～12:00

【おもしろ科学教室】
｢不思議な噴水を作ろう！」
はじめに少し水を入れると次々に水が噴き出す噴水を作ります

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28年7月9日(土)～
8月28日(日)(休館日を
除く)
9:30～17:00

【第13回企画展「蝶・Butterflies」】
日本と世界のいろいろなチョウ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28年7月17日
(日)、8月14日(日)
10:00～

【樹液に集まる昆虫観察会】
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28年7月30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。

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

県立近代美術館 平成28年7月23日(土)
～8月28日(日)

【こども＋おとな＋夏の美術館2016　体験活動】
期間中の毎日、こどもから大人まで楽しめる簡単な体験活動を
行います。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28年7月30日(土)

【こども＋おとな＋夏の美術館2016　ワークショップ】
期間中に作家を講師に迎え、ワークショップ（要申込）を開催
します。

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/

群
馬
県

県立近代美術館
平成28年7月24日、8月
7日、21日、28日の各
日曜日。

【こども＋おとな＋夏の美術館2016　造形あそびコーナー】
美術館ならではの工作を短時間で楽しめるコーナーを設けま
す。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28年7月21日､28
日､8月11日､18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28年7月23日
(土)、8月6日(土)
各日10:00～12:00、
　　13:00～15:00

【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「再発
見！ニッポンの立体」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28年8月2日(火)、8
月3日(水)
各日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17日（消印有
効）

①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28年8月13日(土)
①11:00～11:30
②14:00～14:30

【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ホールを会場にして、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28年8月20日(土)
13:00～16:00

【ワークショップ　こねこね！お寿司を作ろう～へいらっしゃい！寿司
処たてび～」
　企画展「再発見！ニッポンの立体」にちなみ、日本の立体造形の
ひとつである食品サンプルをテーマに、お寿司の食品サンプルを身
近な材料で作ります。協力：群馬県立女子大学　奥西ゼミ、申込不
要。

100名
先着順

①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28年7月16日(土)～
8月25日(木)の毎日(休館
日と金曜日を除く)
9:30～17:00

【第８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

県立歴史博物館
平成28年7月23日(土)
～8月31日(水)

【歴史博物館リニューアルオープンイベント】
　来たる7/23に長期休館中だった群馬県立歴史博物館がリ
ニューアルオープンします。展示室も一新し、新しく生まれ変
わりました。オープンを記念して期間中には、様々な体験学習
や各種イベントを実施します。

①県立歴史博物館
②TEL：027-346-5522　FAX：027-346-5534
③群馬県高崎市綿貫町992-1
④http://grekisi.pref.gunma.jp
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関連イベント 別紙3
2016/7/8時点

募集人数 申込締切

地
域

機関等名 日程 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

群
馬
県

県立自然史博物館
毎週土曜日
14時～15時

【サイエンスサタデー(科学体験教室)】
7月：スピノサウルスの歯のレプリカをつくろう
8月：アンモナイト化石の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28年7月3日(日)
平成28年8月7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28年7月23日(土)～
24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28年7月18日(月・
祝)
①10:00～11:30
②13:00～16:00
平成28年8月14日(日)
13:30～15:30

【企画展ワークショップ】
7月：①恐竜の生体復元図に挑戦しよう
　　 ②恐竜の全身復元模型に挑戦しよう
8月：いろいろな爬虫類を観察しよう

7月①40人
　 ②20人
8月　30人

1ヶ月前から電
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28年7月21日(木)
～8月31日(水)（予
定）
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28年7月21日(木)
～8月31日(水)
9:50～、15:00～、
16:00～

【なつやすみミニシアター】
人形劇、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28年8月21日(日)
13:30～16:00（時間は
予定）

【県立文学館紙芝居フェスティバル】
ボランティアが館内の２会場で紙芝居を同時に上演する。
ゲスト（野間成之氏）による紙芝居上演とトーク。
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

群馬大学
平成28年7月17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28年8月6日（土）

         ～9日（火）

第12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
URLは昨年度のもので、今年度はまだアップしていません。

埼
玉
県

関東農政局
7月1日（金）～8月1日
（月）（予定）

「関東農政局『消費者の部屋』7月特別展示」
　米粉利用拡大と米飯学校給食推進の取組について、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:048-740-0362
FAX:048-601-0548
部署名:関東農政局生産部生産振興課
TEL:048-740-0403
FAX:048-601-0533
所在地: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
URL:http://www.maff.go.jp/kanto/

埼
玉
県

関東農政局
8月1日（月）～26日
（金）（予定）

「関東農政局『消費者の部屋』8月特別展示」
　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:048-740-0362
FAX:048-601-0548
部署名:関東農政局農村振興部農村環境課
TEL:048-740-5327
FAX:048-740-0082
所在地: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
URL:http://www.maff.go.jp/kanto/

埼
玉
県
/
東
京
都

関東農政局 8月上旬、下旬 夏休み子供花育教室(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:048-740-0433
FAX:048-601-1431
所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

埼
玉
県

加須げんきプラザ
平成28年7月30日・31
日

事業名：きらきら未来探し体験
　将来の職業や仕事について、実際に体験したり、講話を聴い
たりして考える講座です。

30名 6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

さきたま史跡の博物館 平成28年8月20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（埴輪や土器の拓本を行います）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19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

文書館
平成28年7月22日、27
日、29日、8月4日、10
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 6/28～7/4

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

さいたま市 平成28年8月10日

事業名：夏休み理科実験教室
事業概要：「サーマルリサイクルと水素エネルギー」をテーマ
として、児童とその保護者が暮らしの中の環境とエネルギーの
重要性について理解を深めてもらうことを目的とする。

40名（親子20
組）

7月22日

部署名:東部環境センター
TEL:048-684-3802
FAX:048-686-0466
所在地:さいたま市見沼区大字膝子626-1
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関連イベント 別紙3
2016/7/8時点

募集人数 申込締切

地
域

機関等名 日程 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

埼
玉
県

さいたま市

平成28年8月3日
平成28年8月4日
平成28年8月23日
平成28年8月24日

事業名：夏休みリサイクル施設等バス見学会
事業概要：環境学習を行う小学４年生（市内在住・在学）を対
象にごみ処理施設・リサイクル施設等の施設見学

各回19組38名
(子供1人に対し
保護者1人同伴)
計76組152名

7月上旬

部署名: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
URL:募集開始に合わせて公開予定

埼
玉
県

さいたま市
平成28年7月25日
～7月29日､8月1日

事業名：科学を体験サイエンスラボ
事業概要：身近なテーマから「科学」を体験することにより、
「科学」への関心と興味を啓発する。親子のふれあいや仲間と
協力することの大切さを学ぶことを目的とする。

68名（小学生64
名、中学生4

名）※小学生は
親子2人1組で64

組を募集

6月15日

部署名:さいたま市健康科学研究センター保健科学課
TEL:048-840-2250
FAX:048-840-2267
所在地:さいたま市中央区鈴谷7-5-12
URL：http://www.city.saitama.jp/sciencenavi/taiken/001/p022790.html

埼
玉
県

さいたま市 平成28年8月12日

事業名：夏休み小学生クラブ　図書館おしごと体験
事業概要：図書館のしごとを体験することによって、本や図書
館に対して理解をより深めることで、子どもたちが読書をする
冊数や図書館の利用回数を増やす。

午前・午後
各10名

7月12日

部署名:中央図書館,与野図書館
TEL:048-853-7816
FAX:048-857-1946
所在地:埼玉県さいたま市中央区下落合5-11-11
URL:http://www.lib.city.saitama.jp/contents?3&pid=44

千
葉
県

かずさDNA研究所

7月22日（金）
 13:30～16:00
7月26日（火）
 13:30～16:00

【サイエンススクール】
動物や植物の細胞からDNAを取り出す実験を行います。

小5・6
各30名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

県立現代産業科学館

7月23日（土）
 10:00～12:00
 13:30～15:30
7月24日（日）
 10:00～11:10
 12:50～14:00
 14:50～16:00

【サイエンススクール】
（23日）
太陽光で充電して光るペットボトルエコライトを作ります。
（24日）
電気や環境について学習し、LEDライトを使ってミニライトを
作ります。

（23日）
小5～中3
各24名
（24日）
小1～4
各24名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

県水産総合研究セン
ター

7月25日（月）
 9:00～12:00

【サイエンススクール】
内房の小型定置網でとれた魚を選別します。
普段あまり利用されない魚でかまぼこを作ります。

小4～6
15名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

県産業支援技術研究所
天台庁舎

7月25日（月）
 13:00～16:00

【サイエンススクール】
電池のいらないラジオの工作とその実験

小5・6
10名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

製品評価技術基盤機構
7月27日（水）
 10:00～15:30

【サイエンススクール】
食品にも使われている微生物。顕微鏡で観察し、その実態に迫
ります。

小4～6
20名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

東京大学生産技術研究
所
千葉実験所

7月28日（木）
 10:00～12:00

【サイエンススクール】
車の実物や模型などを使った実験をします。
実験室で模擬する海を体験します。

小5・6
15名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

県立中央博物館
7月29日（金）
 10:00～15:00

【サイエンススクール】
海や川に住む魚を図鑑で調べて標本を作り、保存をする体験を
します。実習後、研究者との交流をします。

小5～高3
20名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

三井化学株式会社
茂原分工場

8月1日（月）
 13:30～15:30

【サイエンススクール】
日常生活に身近な「化学のふしぎ」をテーマに楽しい実験をし
ます。

小4～6
30名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

東京大学宇宙線研究所
8月2日（火）
 10:00～11:30

【サイエンススクール】
霧箱で宇宙線を観察します。

小4～6
35名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

DIC株式会社
総合研究所

8月3日（水）
 10:00～15:00

【サイエンススクール】
「ガリガリ君」の青色を藻から取り出す実験をします。

小4～6
10名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

県畜産総合研究セン
ター

8月5日（金）
 9:50～16:00

【サイエンススクール】
生まれたてのひよこの観察や、牛乳からのバター作りを体験し
ます。

小4～6
20名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

県中央博物館分館海の
博物館

8月1日（月）
 8:30～14:30

【サイエンススクール】
磯で採取した生物を実験室で観察し収蔵庫の見学をします。

中1～高3
20名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

県環境研究センター
8月2日（火）
 10:00～15:00

【サイエンススクール】
音の面白実験、騒音測定体験をします。

中学生
5名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

東京大学宇宙線研究所
8月2日（火）
 13:30～15:30

【サイエンススクール】
ミニ重力波検出装置を作って重力波観測の模擬実験をします。

中1～高3
30名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

県農林総合研究セン
ター

8月3日（水）
 10:00～15:00

【サイエンススクール】
土壌のサンプリングからpH、塩類濃度等の分析をします。

中学生
5名

7月1日

部署名:生涯学習課
TEL:043-223-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町1-1
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千
葉
県

県衛生研究所
食品化学研究室

8月4日（木）
 9:00～17:00

【サイエンススクール】
シロップに含まれている色素を取り出す実験をします。

中1・2
8名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

（1日目）出光興産先
進技術研究所
（2日目）新日鐵住金
技術開発本部

7月21日（木）
7月22日（金）
 10:00～16:00

【科学・先端技術体験キャンプ】
（出光）分析装置の見学と身近な食品の分析を行います。
（新日鐵住金）鉄の歴史を知りその特長や研究成果について学
びます。

中学生
8名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

荏原製作所
7月21日（木）
7月22日（金）
 9:30～16:00

【科学・先端技術体験キャンプ】
コースターの製作をとお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。

中学生
4名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

キャノンマーケティン
グジャパン

7月21日（木）
7月22日（金）
 10:00～16:00

【科学・先端技術体験キャンプ】
デジタルカメラの組立を体験し、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行います。

中学生
5名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

セイコーインスツル
7月25日（月）
7月26日（火）
 9:30～16:00

【科学・先端技術体験キャンプ】
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。

中学生
12名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

ソニーグローバルマ
ニュファクチャリング
＆オペレーションズ株
式会社

7月26日（火）
7月27日（水）
 9:30～14:30

【科学・先端技術体験キャンプ】
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。

中2
6名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

日本IBM
7月27日（水）
7月28日（木）
 9:45～16:00

【科学・先端技術体験キャンプ】
コンピュータルームを見学し、ロボラボ体験（PCを使ったプロ
グラムLEGOの自動車を動かす）を行います。

中学生
10名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

（1日目）かずさDNA研
究所
（2日目）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（木）
7月29日（金）
 10:00～16:00

【科学・先端技術体験キャンプ】
（かずさDNA）食肉のDNA鑑定実験を行います。
（NBRC）微生物顕微鏡観察、施設見学などを行います。

中・高校生
16名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

東京情報大学
7月29日（金）
7月30日（土）
 10:00～16:00

【科学・先端技術体験キャンプ】
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。

中・高校生
10名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

千葉県がんセンター

8月 8日（月）
 10:10～16:00
8月 9日（火）
 9:00～16:00
8月10日（水）
 9:00～15:00

【科学・先端技術体験キャンプ】
・講義①「がんの分子生物学」
・血液のゲノムDNA回収・精製
・留学生、大学院生との交流会
・ゲノムDNAの定量、PCR反応
・次世代シーケンサー等の実験装置の見学
・講義②「血液細胞って何？」
・モデル動物の観察
・蛍光顕微鏡による組織標本の観察
・がんセンター職員との交流会など

中学生
12名
高校生
12名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

さわやかちば県民プラ
ザ

【宿泊コース】
8月17日（水）
8月18日（木）
8月19日（金）

【科学・先端技術体験キャンプ】
（1日目）事業所別に体験活動などを行います。
①（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
②千葉大学環境健康フィールド科学センター
③日本ベルパーツ
（2日目）開講式、研究者との交流会
（3日目）サイエンスカフェ、閉講式

①高校生
6名

②中学生
10名

③中高生
１０名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

（1日目）千葉市民会
館
（2～3日目）株式会社
JALスカイ、東京税関
成田税関支署
（4～5日目）さわやか
ちば県民プラザ

8月2日（火）
8月4日（木）
8月5日（金）
8月6日（土）
８月７日（日）
※６日～７日は宿泊

【しごと体験キャンプ】
（1日目）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
（2～3日目）JALスカイの業務を見学し、空港税関の通関業務
について知ります。
（4日目）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
（5日目）発表会など

高校生
5名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

（1日目）千葉市民会
館
（2～3日目）千葉信用
金庫本店、千葉銀行本
店
（4～5日目）さわやか
ちば県民プラザ

8月2日（火）
8月4日（木）
8月5日（金）
8月6日（土）
8月7日（日）
※6日～7日は宿泊

【しごと体験キャンプ】
（1日目）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
（2～3日目）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
（4日目）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
（5日目）発表会など

中2～高
8名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

（1日目）千葉市民会
館
（2～3日目）ANA株式
会社成田空港支店、東
京税関成田税関支署
（4～5日目）さわやか
ちば県民プラザ

8月2日（火）
8月4日（木）
8月5日（金）
8月6日（土）
8月7日（日）
※6日～7日は宿泊

【しごと体験キャンプ】
（1日目）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
（2～3日目）ANAスカイセンターを見学し、空港税関の通関業
務について知ります。
（4日目）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
（5日目）発表会など

高校生
5名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

（1日目）千葉市民会
館
（2～3日目）野村證券
株式会社千葉支店
（4～5日目）さわやか
ちば県民プラザ

8月2日（火）
8月4日（木）
8月5日（金）
8月6日（土）
8月7日（日）
※6日～7日は宿泊

【しごと体験キャンプ】
（1日目）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
（2～3日目）證券って何？そんな疑問から、経済が見えてく
る。証券会社について学びます。
（4日目）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
（5日目）発表会など

中学生
10名

7月1日

部署名:生涯学習課
TEL:043-223-4069
FAX:043-222-3565
所在地:千葉市中央区市場町1-1
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千
葉
県

（1日目）千葉市民会
館
（2～3日目）ホテル
ニューオータニ幕張
（4～5日目）さわやか
ちば県民プラザ

8月2日（火）
8月4日（木）
8月5日（金）
8月6日（土）
8月7日（日）
※6日～7日は宿泊

【しごと体験キャンプ】
（1日目）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
（2～3日目）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。
（4日目）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
（5日目）発表会など

中学生
10名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

（1日目）千葉市民会
館
（2～3日目）毎日新聞
千葉支局
（4～5日目）さわやか
ちば県民プラザ

8月2日（火）
8月4日（木）
8月5日（金）
8月6日（土）
8月7日（日）
※6日～7日は宿泊

【しごと体験キャンプ】
（1日目）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
（2～3日目）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。
（4日目）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
（5日目）発表会など

中・高生
3名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

（1日目）千葉市民会
館
（2～3日目）日本生命
保険相互会社千葉支社
（4～5日目）さわやか
ちば県民プラザ

8月2日（火）
8月4日（木）
8月5日（金）
8月6日（土）
8月7日（日）
※6日～7日は宿泊

【しごと体験キャンプ】
（1日目）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
（2～3日目）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。
（4日目）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
（5日目）発表会など

中2～高
5名

7月1日

部署名:生涯学習課
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

千葉県立美術館 8月6日(土）

「木暮奈津子さんとワーク、海の不思議ないきもの」(仮）
アート・コレクション「こどものための展覧会　海の不思議な
いきもの～造形作家　木暮奈津子の世界～」開催とあわせ、新
聞を使って海の不思議ないきものを作ります。
開催地：千葉県立美術館
対象：小学生

20名 7月23日

部署名:千葉県立美術館
TEL:043-242-8311
FAX:043-241-7880
所在地:千葉市中央区千葉港1-10-1
URL：http://www.chiba-muse.or.jp/ART/

千
葉
県

千葉県立美術館 8月27日(土）

「美術館でいろいろ作ろう」(仮）
ワークショップを通してさまざまなアートに触れる体験をおこ
ないます。(詳細未定)
開催地：千葉県立美術館
対象：小学生

100名
当日申込
先着順

同上

千
葉
県

関宿城博物館

7月24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7日(日)
事業名:体験教室「河川敷のいきものさがし(小学生向け)」
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

市川市ボランティア・
NPO課

平成28年7月21日～8月
31日

事業名：夏休み体験ボランティア
事業概要：各団体で行う通常業務、作業及びイベント等にボラ
ンティアとして参加していただきます。

各団体

部署名:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO課
TEL:047-326-1284
FAX:047-326-1278
所在地:市川市八幡3-4-1
URL:http://ichikawa.genki365.jp/

千
葉
県

船橋市中央図書館 平成28年7月29日
「ふなばし夏のボランティア体験」における学生ボランティア
の受入

4名
（市内在住・在
学の中学生・高
校生・大学生）

6/17
※申し込みは市
民協働課へ
（047-436-
3201）

部署名:船橋市中央図書館
TEL:047-460-1311
FAX:047-421-3230
所在地:船橋市本町4-38-28

千
葉
県

船橋市東図書館 平成28年7月29日
「ふなばし夏のボランティア体験」における学生ボランティア
の受入

4名（市内在
住・在学の中学
生・高校生・大

学生）

6月17日※申込
みは市民協働課
へ（047-436-

3201）

部署名:東図書館
TEL:047-463-3611
FAX:047-463-9490
所在地:船橋市習志野台5-1-1

千
葉
県

船橋市丸山公民館
平成28年8月24～26日
（予定）

事業名：夏休み子どもサイエンスセミナー～化石発掘体験！～
事業概要：46億年の時の流れの中で、化石という形で残してく
れた生き物について考え、学び、体験する場とする。1日目
は、博物館にて講義及び展示等を見学。2・3日目は、発掘体験
を行い、標本作り等について学ぶ。

未定 未定

部署名:船橋市丸山公民館
TEL:047-439-0118
FAX:047-439-0852
所在地:船橋市丸山5-19-6

千
葉
県

船橋市三田公民館 平成28年8月5日
夏休みに親子で楽しく社会見学しながら、体験し学ぶ。（バス
研修）
行き先：もの知りしょうゆ館（野田工場）

30名
定員になり

次第

部署名:三田公民館
TEL:047-477-2961
FAX:047-477-2899
所在地:船橋市田喜野井2-24-2

千
葉
県

習志野市立大久保図書
館

7月28日（木）、29日
（金）、8月25日
（木）26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

6月16日（木）
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27日（水）、28日
（木）、
8月10日（水）、11日
（木）、8月17日
（水）、18日（木）、
24日（水）、25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

6月16日（木）
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27日（水）28日
（木）、8月24日
（水）25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

6月16日（木）
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22日（金）、23日
（土）、27日（水）、
28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

6月16日（木）
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/
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千
葉
県

習志野市立谷津図書館
7月21日（木）、22日
（金）、27日（水）、
28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

6月16日（木）
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

浦安市教育委員会
平成28年8月17日、22
日、24日

事業名：うらやすこども大学
事業概要：大学と連携しながら、小学4・5年生を対象に日常と
は異なった専門性の高い活動を体験する機会を設け、自ら学
び、体験することによる“気づき”や、トップレベルの知識・
技術に触れることによって知的好奇心の向上を図る。

50名 7月15日

部署名:生涯学習課
TEL:047-351-1111
FAX:047-353-4586
所在地:浦安市猫実1-1-1

千
葉
県

浦安市教育委員会
平成28年8月24日～29
日

事業名：ふるさとうらやす自立塾
事業概要：市とは全く異なる自然や生活、文化に接する研修や
同世代との交流等をとおして、自分自身やふるさと浦安を振り
返り、忍耐力やコミュニケーション能力、自立心等の生きる力
を培う。

34名 公募なし

部署名:指導課
TEL:047-351-1111
FAX:047-353-4586
所在地:浦安市猫実1-1-1

千
葉
県

浦安市教育委員会

平成28年7月2日
8月2日～3日
8月17日～18日
8月30日

事業名：ふるさとうらやす立志塾
事業概要：21世紀のリーダーの育成をめざすとともに、学校の
リーダーとしての資質能力の向上を図る。

27名 公募なし

部署名:指導課
TEL:047-351-1111
FAX:047-353-4586
所在地:浦安市猫実1-1-1

千
葉
県

松戸市立図書館
平成28年7月22日
7月27日
8月2日

事業名：「図書館の仕事を体験してみよう」
事業概要：開館の準備やカウンター業務、図書館の裏側を体験
する講座。（9：00～12：00）

各回3名
7/1受付開始

定員に達するま
で

部署名:松戸市立図書館
TEL:047-365-5115
FAX:047-361-3770
所在地:松戸市松戸2060
URL:http://www.city.matsudo.chiba.jp/library/

千
葉
県

松戸市消費生活課 平成28年7月25日
事業名：消費者学習支援事業
事業概要：きれいな和紙でスタンド照明作り

15組 7月11日

部署名:経済振興部消費生活課
TEL:047-366-7329
FAX:047-365-9606
所在地:松戸市小根本7-8

千
葉
県

松戸市消費生活課 平成28年8月3日
事業名：消費者学習支援事業
事業概要：冷熱実験・-162度の不思議な世界を体験

15組 7月11日

部署名:経済振興部消費生活課
TEL:047-366-7329
FAX:047-365-9606
所在地:松戸市小根本7-8

千
葉
県

松戸市消費生活課 平成28年8月5日
事業名：消費者学習支援事業
事業概要：工場見学（①面白消しゴムの製造過程見学と組み立
て体験 ②煎餅の製造過程見学と手焼き体験）

10組 7月11日

部署名:経済振興部消費生活課
TEL:047-366-7329
FAX:047-365-9606
所在地:松戸市小根本7-8

千
葉
県

松戸市消費生活課 平成28年8月17日
事業名：消費者学習支援事業
事業概要：天然酵母のパン作り体験

10組 7月11日

部署名:経済振興部消費生活課
TEL:047-366-7329
FAX:047-365-9606
所在地:松戸市小根本7-8

千
葉
県

松戸市社会教育課・生
涯学習推進課（青少年
会館）連携講座

平成28年7月27日

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
来のまちづくりについて考える

8組 7月13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
URL:http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyousitu-kouza/kyousitu_syou-chuu.html

千
葉
県

松戸市生涯学習推進課
（青少年会館）

平成28年7月28日

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（講師：下水道維持課職員）

20人 7月13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
URL:http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyousitu-kouza/kyousitu_syou-chuu.html

千
葉
県

松戸市生涯学習推進課
（青少年会館）

平成28年8月6日

事業名：カヌーに乗って江戸川探検

事業概要：身近にある江戸川の水質や生き物等の自然について
考える

40人 7月25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
URL:http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyousitu-kouza/kyousitu_syou-chuu.html

千
葉
県

松戸市生涯学習推進課
（青少年会館）

平成28年8月25日

事業名：徳川アイスを作ろう!

事業概要：徳川　昭武が兄・慶喜に振る舞ったとされるアイス
クリームを作り、戸定邸や松戸の歴史について学習する

20組 8月9日（火）

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
URL:http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyousitu-kouza/kyousitu_syou-chuu.html

千
葉
県

流山市公民館
平成28年8月26日
～
平成28年8月27日

事業名：めだかの学校
事業概要：1泊2日の集団生活をの中で、子どもたちが自ら考え
自ら行動すること、また仲間と協力をしてさまざまな問題を解
決することを通じて、ともに感動を共有する体験をする。さら
に地域の力を活用し、地域とのつながりを感じてもらうことを
目的とする

24 7月16日

部署名:公民館
TEL:04-7158-3462
FAX:04-7158-3442
所在地:流山市加1-16-2

千
葉
県

我孫子市社会福祉課
平成28年8月8日～
22日
平成28年8月13日

・おり鶴展、原爆写真展
・平和祈念式典(8/13)
・戦争や原爆の悲惨さを風化させることなく平和の大切さを次
世代に伝えていく。

部署名:社会福祉課
TEL:04-7185-1111
内線645
FAX:04-7185-3933
所在地:我孫子市
我孫子1858

千
葉
県

我孫子市鳥の博物館 8月の土・日・祝日
「夏の遊びと研究大集合！」と題し、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

先着30名

イベント開始15
分前より受付開
始、材料が無く
なり次第締切

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.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html

千
葉
県

我孫子市健康づくり支
援課

年間随時受付 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
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千
葉
県

我孫子市
我孫子市石けん利用推
進協議会

平成28年7月23日
（土）
①13時～14時30分
②15時～16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-
・生きものにやさしいせっけんを体験しよう！
・プリプリせっけんを作ろう！

親子
各回30名

5年生以上は単
独参加可

往復はがきで申
し込み

各回先着30名ま
で

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

千
葉
県

銚子ジオパーク
①7月23日
②7月26日
③8月6日

平成28年度　親子で夏の自由研究ツアー案
対象：小学3年生以上とその保護者
①目指せ！化石博士！！（化石採取）
②ビーチコーミング（海岸で標本採取、講義）
③海藻押し葉をつくろう！（海藻採取、講義・標本づくり）

各20名
（予定）

部署名：銚子市生涯学習スポーツ課ジオパーク推進室（銚子市青少年文化会
館内）
TEL：0479-24-8911
FAX：0479-21-6622
所在地：〒288-0031 千葉県銚子市前宿町1046

千
葉
県

成田市商工課 7月26日（火）
「親子で学ぶ消費者移動教室」
私たちの暮らしに身近な、自然のエネルギーの不思議や防災に
ついて、楽しく学ぶ。

40
7月1日（金）～
8日（金）土・

日を除く

部署名:経済部　商工課
TEL:0476-20-1622
FAX:0476-24-2185
所在地:成田市花崎町760
URL：shoko@city.narita.chiba.jp

千
葉
県

成田市こどものまち実
行委員会

平成28年8月7日

事業名：成田市こどものまち
事業概要：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作る。
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:もりんぴあこうづ
TEL:0476-27-5252
FAX:0476-27-5353
所在地:成田市公津の杜4-8
URL：http://www.morinpiakozu.jp

千
葉
県

成田市消防本部
赤坂消防署

平成28年8月27日

事業名：赤坂消防フェスタ
事業概要：普段体験出来ない梯子車の体験試乗や煙体験，水消
火器体験，ちびっ子消防車の展示，乗車及び撮影コーナーの設
置等。

部署名:赤坂消防署
TEL:0476-26-3210
FAX:0476-26-3217
所在地:成田市赤坂3-3

千
葉
県

佐倉市教育委員会
根郷公民館

7月28日（木）
午前10時～午前11時

佐倉っ子塾　夏休み社会科見学
佐倉のお菓子の歴史を知ろう！
佐倉銘菓の「蔵六餅」を製造・販売を行っている　株式会社木
村屋の見学（対象　小学生と保護者）

10組
7月1日より
先着順

部署名:根郷公民館
TEL:043-486-3147
FAX:043-486-3686
所在地:佐倉市城343-5
URL：http://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/16-4-0-0-0_1html

千
葉
県

八街市社会福祉協議会
八街市ボランティアセ
ンター

7月下旬～8月上旬

事業名：夏休みボランティア体験教室
事業概要：市内小学4～高校3年生を対象に福祉やボランティア
活動への関心を高めることを目的に開催している。
市内社会福祉施設でのデイサービスの手伝い、児童クラブ支援
員の手伝いなど

各4名 ７月中旬

部署名:八街市社会福祉協議会
TEL:043-443-0748
FAX:043-443-1761
所在地:八街市八街ほ35-29
URL：hukushi@yachimata-shakyo.or.jp

千
葉
県

八街市役所
7月21日～8月31日（夏
季休業中）

・職場体験学習
・生徒が市役所で働くことを通じて、職業や仕事の実際につい
て体験したり、働く人々と接し、望ましい勤労観、職業観を育
成するための事業

10人 6月末日

部署名：学校教育課
TEL:043-443-1446
FAX:043-443-1448
所在地:八街市八街ほ３５－２９
URL:gakkyo@city.yachimata.lg.jp

千
葉
県

印西市市民活動支援センター
平成28年7月20日
～8月31日

事業名：夏休み体験ボランティア
事業概要：夏休み期間の若者向けボランティア体験講座。中学
生以上対象。市民活動支援センターに登録する市民活動団体等
の事業にボランティアとして参加する。

部署名:印西市市民活動支援センター
TEL:0476-48-4500
FAX:0476-48-4510
所在地:印西市中央南1-4-1
URL：http://inzai-cac.org/

千
葉
県

印西市立いんば児童館 平成28年8月4日

事業名「園外学習・成田空港滑走路見学と航空科学博物館」
事業概要：成田空港の施設の見学と、制限区域内滑走路の見
学、その後、航空科学博物館に移動し博物館を見学し、日頃経
験できない経験を通し、創造性、将来への希望を育てる。

66人 7月16日

部署名:いんば児童館
TEL:0476-80-3950
FAX:0476-80-3910
所在地:印西市美瀬１－２５

千
葉
県

印西市立小林公民館
平成28年8月5日
平成28年8月25日

事業名：小林公民館子ども見学デー
事業概要：公民館で行っている子ども事業の一部体験（レクリ
エーション）及び小林公民館の業務説明・館内見学等

各30人
8月4日
8月24日

部署名:小林公民館
TEL:0476-97-0003
FAX:0476-97-0006
所在地:印西市小林北5-1-6

千
葉
県

印西市立そうふけ公民
館・印西市立そうふけ
図書館

平成28年8月4日
10：00～12：00

事業名：科学あそび
事業概要：図書館の本に紹介されている科学の実験や工作。

16名
7月6日(水)～

先着順

部署名:印西市立そうふけ図書館
TEL:0476-45-2566
FAX:0476-45-7174
所在地:印西市原3-4
URL：http://www.library.city.inzai.lg.jp/

千
葉
県

印西市立小倉台図書
館・印西市立中央駅前
地域交流館

平成28年7月28日
10：00～11：45

事業名：科学あそび
事業概要：図書館の本に紹介されている科学の実験や工作。

16名
7月6日(水)～

先着順

部署名:印西市立小倉台図書館
TEL:0476-47-5511
FAX:0476-47-5515
所在地:印西市小倉台4-5
URL：http://www.library.city.inzai.lg.jp/

千
葉
県

匝瑳市各事業所 通年

職業体験として、各小中学校保護者や地域等の職業体験が可能
な職場の協力を得て、小中学生が数日間の体験活動を実施して
いる。実施時期は通年で職場の協力可能な時期に実施してい
る。

匝瑳市教育委員会
学校教育課
千葉県匝瑳市八日市場ハ793-2
電話0479-73-0094
 FAX0479-72-1117

千
葉
県

いすみ市内企業等
平成28年7月～8月
（夏休み期間）

職場体験（市内中学生）

いすみ市教育委員会
生涯学習課　生涯学習班
TEL 0470-62-2811
Fax 0470-62-2836

千
葉
県

大網白里市子ども会育
成連絡協議会

大網白里市社会福祉協
議会白里支部

平成28年7月9日
事業名：第23回ふれあいさわやか運動
事業概要：子どもたちが海岸の美化作業と体験活動を行う。

※平成28年度詳
細は検討中

※平成28年度詳
細は検討中

部署名:大網白里市教育委員会生涯学習課
TEL:0475-70-0380
FAX:0475-72-9115
所在地:大網白里市大網115-2

千
葉
県

大網白里市中央公民館 平成28年8月予定
事業名：中央公民館特別講座「夏休みこども水彩画教室」
事業概要：大網白里市美術会員が講師となり、小学生を対象と
した水彩画教室を行う。

※平成28年度詳
細は検討中

※平成28年度詳
細は検討中

部署名:大網白里市中央公民館
TEL:0475-72-0698
FAX:0475-72-0798
所在地:大網白里市大網121-2

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28年7月30日～31
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。

町内小学
5～6年生
20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
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事前登録が必要な場合

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28年8月27日～28
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。

町内小学
4～6年生
25名

8月上旬
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

千葉大学環境リモート
センシング研究セン
ター

平成28年8月5〜7日

事業名：Science Summer Camp2016
事業概要：SSCの活動は、3日間、自然の中で生活し、体験実験
を通して「どうしてだろう？」、「なぜだろう？」と子供たち
の科学的好奇心を育てることを目的にします。公開実験と食事
や天体観測の行事は、「宇宙と私たちの命」をテーマにして計
画を立てています。SSC終了後、残りの夏休み、ご家庭で「宇
宙と私たちの命」のテーマについて考えて頂くきっかけになれ
ばと考えております。

約20名 6月20日

部署名:千葉大学環境リモートセンシング研究センター本多・梶原研究室
TEL:043-290-3835
FAX:043-290-3835
所在地:千葉市稲毛区弥生町1-33

千
葉
市

千葉大学大学院医学研
究院・千葉市教育委員
会

平成28年8月4日
平成28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

50名 5月16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

千
葉
市

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28年8月4日
平成28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

千
葉
県

千葉大学 平成28年8月4日

事業名：千葉大学薬学部公開講座「夏休み　くすりとの正しい
付き合い方講座　-薬剤師体験を通じて-」
事業概要：小学生ならびにその保護者を対象に、模擬処方せん
に基づいた調剤体験と、人体模型を用いた聴診体験を通じて、
くすりとの正しい付き合い方を理解してもらう。

18名 7月8日
部署名:千葉大学薬学部学務係
TEL:043-226-2941
所在地:千葉市中央区亥鼻1-8-1

千
葉
県

東京大学宇宙線研究所 平成28年8月2日
千葉県夢チャレンジサイエンススクール　事業概要：千葉県教
育委員会と東京大学宇宙線研究所が夏休み限定で実施する科学
教室。小学生対象。

35名 7月1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（千葉県
夢チャレンジ体験スクール事務局）
TEL:043-223-4069
FAX:043-222-3565
所在地:〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1

千
葉
県

東京大学宇宙線研究所 平成28年8月2日
千葉県夢チャレンジサイエンススクール　事業概要：千葉県教
育委員会と東京大学宇宙線研究所が夏休み限定で実施する科学
教室。中高生対象。

30名 7月1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（千葉県
夢チャレンジ体験スクール事務局）
TEL:043-223-4069
FAX:043-222-3565
所在地:〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1

千
葉
県

東京医科歯科大学 平成28年8月3、4日
事業名：子ども自然科学公開講座
概　要：「なぜ？」からはじめる理科の自由研究

30名 未定

部署名:教養部総務係
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/

千
葉
県

東京医科歯科大学 平成28年8月5日
事業名：子ども自然科学公開講座
概　要：親子で楽しい理科教室（身近なものを科学する。）

10組 未定

部署名:教養部総務係
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/

平成28年7月12日～8月
28日
9:30～17:00

事業名：歴博を使った自由研究作品展
事業概要：これまでの「歴博を使った自由研究相談室」を利用
した自由研究作品を展示。

なし なし

平成28年7月18日
10:00～14:30

事業名：歴博をかこうよ
事業概要：当館教員による展示解説を聞いた後に，資料を選
び，色鉛筆を使ってスケッチ。

30
定員に
なり次第

平成28年7月23日～7月
24日、8月6日～8月7日
10:00～16:00
(受付は15:00まで)

事業名：歴博を使った自由研究相談室
事業概要：学校教員（博学連携研究員）が相談に応じる。

なし なし

平成28年7月30日～8月
10日
10:30～12:30
13:30～16:30

事業名：弥生衣装体験
事業概要：弥生時代のアクセサリー、女性の衣装の試着。

なし なし

平成28年8月9日、8月
24日
9:50～11:30

事業名：あさがおをかこうよ
事業概要：「変化朝顔」について解説を聞いた後に、色鉛筆を
使ってスケッチ。

各日10
定員に
なり次第

平成28年8月11日～8月
15日
10:30～11:30
13:00～14:00
14:30～15:30

事業名：鋳造体験
事業概要：「生駒銅鐸」「銅鏡」「銅銭」の鋳型に溶かした低
融点合金を流し込み，ミニチュアを制作。

各回10
定員に
なり次第

東
京
都

国立研究開発法人
情報通信研究機構

7月21日(木）、22日
(金）

「NICT夏休み特別公開」
研究施設見学ツアー、工作教室、
各種体験型展示等

・工作教室
・見学ツアー
に関しては、定
員制事前予約制
（定員未定）

先着順で定員に
なり次第締切り

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

総務省統計局 8月上旬

事業名：子ども統計局見学デー
事業概要：普段見ることができない統計局の職場見学や夏休み
の自由研究の相談等を通じて、統計や統計局を身近に感じても
らうもの

40名
実施約3週間前

を予定

部署名:総務省統計局統計情報システム課統計情報企画室
TEL:03-5273-1023
FAX:03-3204-9361
所在地:東京都新宿区若松町19－１
URL：http://www.stat.go.jp/

東
京
都

関東財務局、日本銀
行、東京都金融広報委
員会、国立印刷局、東
京証券取引所、日本証
券業協会

平成28年7月22日

事業名：「親子で学ぼう！金融学習バスツアー」
事業概要：若年層に対する金融リテラシー向上を目的として、
都内の金融関係施設の見学や講座を通じて、お金の知識や正し
い使い方、株式会社の仕組み等を親子で楽しみながら身につけ
てもらうもの。

先着20組（電話
事前予約制）

定員になり次
第、締め切り

部署名:関東財務局証券監督第1課
TEL:048-613-3952
FAX:048-600-1232
所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎一号館
URL:http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000505.html

千
葉
県

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

部署名:総務課広報サービス室
TEL:043(486)0123(代)
FAX:043(486)4482
所在地:千葉県佐倉市城内町117
URL：http://www.rekihaku.ac.jp/
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東
京
都

国立国会図書館国際子
ども図書館

7月21日、28日、8月4
日、18日、25日（いず
れも木）
各日14時～14時45分

「夏休み親子図書館見学ツアー」
小学生とその保護者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。
※おはなし会参加は小学生のみ。

各日20名 申込受付終了

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:03-3827-2053（代）
所在地:東京都台東区上野公園12-49
URL：http://www.kodomo.go.jp/event/event/event2016-07.html

東
京
都
八
王
子
市

図書館部4図書館
(中央図書館、生涯学
習センター図書館、南
大沢図書館、川口図書
館)

8月17日（水）
　 18日（木）
 の2日間連続参加

事業名：中学生図書館ボランティア体験
事業概要：本の整理、予約、図書探しなど

20名程度
(各館5名)

7月20日

部署名:南大沢図書館
TEL:042-679-2201
FAX:042-679-2211
所在地:南大沢2-27

東
京
都
立
川
市

立川市教育委員会

平成28年
①7月22日
②8月27日
③7月下旬から8月上旬
の1日

事業名：いろんなお仕事のぞいちゃおう！
      ～①動物病院編
　　　～②家を作るお仕事編
　　　～③モデルショップ（仮）編
事業概要：社会を支えるさまざまな仕事の舞台裏をのぞき、講
義や体験をする子ども対象講座。

①15人
②15人
③未定

①6月10日から
申込順

②7月26日から
申込順
③未定

部署名:教育部生涯学習推進センター生涯学習係
TEL:042-528-6872  FAX:042-528-6804
所在地:立川市曙町2-36-2　ファーレ立川センタースクエア1階

東
京
都
世
田
谷
区

東京二十三区清掃一部
事務組合
世田谷清掃工場

8/20(土)
①9:30～11:30
②13:30～15:30

夏休み親子見学会
①ビデオ上映（23区のごみのゆくえ）、②清掃工場内の見学
（ごみクレーンなど）、③化学実験の実演
※事前申込制電話で先着順（7月1日受付開始）

先着50名（小学
生以下は保護者

同伴）

部署名:技術係
TEL:3416-5339
FAX:3416-5387
所在地:世田谷区大蔵1-1-1

東
京
都
世
田
谷
区

東京二十三区清掃一部
事務組合
千歳清掃工場

7/23(土)、8/27(土)
各日共に13:30～15:00

23区のごみがどう処理されるのか、実際に見てみよう！
工場紹介ビデオを上映後、工場内の見学をします。
※事前申込制:電話で先着順

先着50名（小学
生以下は保護者

同伴）

部署名:技術係
TEL:3302-2592
FAX:3302-2591
所在地:世田谷区八幡山2-7-1

東
京
都

国立大学法人東京学芸
大学

平成28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

東京医科歯科大学 平成28年8月予定
医療の世界をのぞいてみよう！
医科歯科大ジュニア医学教室（仮）

30名
（予定）

未定

部署名:広報課企画係
TEL:03-5803-5011
FAX:03-5803-0272
所在地:東京都文京区湯島1-5-45

東
京
都

東京工業大学 平成28年8月30日

事業名：夏休み特別企画「地球とあそぼう2016」〜石の不思議
を調べて地球を知ろう〜
事業概要：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29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

東京農工大学 7月2日(土)

事業名：子供身近な動物教室
事業概要：実際の動物に触れ、親しみを感じ、生きものの大切
さを理解することを目標としています。対象は5歳～中学3年生
（保護者等の参加可）

30名

部署名: 農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター 総務係
TEL: 042-367-5812
FAX: 042-367-5801
E-mail：fssomu@cc.tuat.ac.jp
URL：http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2016/index.html

東
京
都

東京農工大学 7月17日(日)

事業名：実演・実習　高校生のための野生動物学講座
事業概要：野生動物保護活動の紹介や実演･実習を交え、野生
動物学分野へ進学を志す高校生向けにわかりやすく解説しま
す。

30名

部署名: 農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター 総務係
TEL: 042-367-5812
FAX: 042-367-5801
E-mail：fssomu@cc.tuat.ac.jp
URL：http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2016/index.html

東
京
都

東京農工大学 7月23日(土)

事業名：アリと自然環境
事業概要：身近なアリを対象に、その多様性、自然との関わり
をとおして、アリの理解を深めます。対象は小学生（保護者等
の参加可）

20名

部署名: 農学部
TEL: 042-367-5629
FAX: 042-367-5628
E-mail：tsatoh@cc.tuat.ac.jp
URL：http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2016/index.html

東
京
都

東京農工大学 7月30日（土）

事業名：親子のためのｂ-ラーニング講座
事業概要：b-ラーニングは、じぶんのからだ（ボディ）と脳
（ブレイン）を両方向につないでモノゴトの理解度を格段に
アップする新しい科学的学習方法。対象は中高生（保護者同伴
可）

30名

部署名: 工学部 跡見研究室
TEL: 042-388-7539
FAX: 042-388-7539
E-mail：mshmz@cc.tuat.ac.jp
URL：http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2016/index.html

東
京
都

東京農工大学  8月3日(水)

事業名：目の錯覚を利用した不思議な立体を作ろう
事業概要：見る方向によって不思議な見え方をする錯視立体を
工作します。また、様々な錯視を引き起こす画像や立体の例を
通して、人間の眼や脳の機能について学習します。対象は小学
生（3～6年生）および 保護者

30名

部署名: 生物システム応用科学府
TEL: 042-388-7143
FAX: 042-388-7143
Email:txsaito@cc.tuat.ac.jp
URL：http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2016/index.html

東
京
都

東京農工大学
8月23日(火)～
8月28日(日)

事業名：子ども樹木博士
事業概要：府中キャンパス内などで樹木の性質、用途などを歩
きながら学習します。対象は小学生とその保護者

60名

部署名: 農学府
TEL: 042-367-5745
FAX: 042-364-7812
E-mail：todah@cc.tuat.ac.jp
URL：http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2016/index.html

東
京
都

東京農工大学 8月27日（土）

事業名：子供科学教室 「プラスチックで光の性質を調べてみ
よう」
事業概要：洗濯のりなどにも利用されているポリビニルアル
コールから製造される偏光フィルムを用いて、簡単な実験を行
い光の様々な特性を調べます。対象は小学5年生～中学3年生

30名

部署名: 東京農工大学科学博物館係
TEL: 042-388-7163
FAX: 042-388-7598
E-mail：kahaku@cc.tuat.ac.jp
URL： http://www.tuat.ac.jp/social/koukaikouza/2016/index.html

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28年7月16日
事業名：ニホンゴ探検2016
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:広報室
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

自然科学研究機構
国立天文台

平成28年8月16日～
平成28年8月17日

事業名：夏休みジュニア天文教室　2016
事業概要：50cm公開望遠鏡を用いた観望会やデジタル宇宙
ビューワーMitakaの上映、天文学者によるレクチャーやワーク
ショップなどを通じて、天文学への興味・関心に応え、理解す
る手助けとする

各日程50名（小
学生～高校生）

Web申込（7月14
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14日より Web にて開催告知予定

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28年7月27日
（水）
13:30～15:00

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。）

20名程度
※1件の申込に
つき4名まで

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/
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地
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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

東
京
都

国立劇場大劇場

平成28年7月18日
（月・祝）～24日
（日）
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」（歌舞伎俳優による解説）、「卅三
間堂棟由来」を上演します。

各回1,520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

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）
東京都千代田区隼町4-1
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2016/kabuki.html

東
京
都

国立演芸場
平成28年7月23日
（土）
13時30分～

親子で楽しむ演芸会
落語家による「落語と解説」、落語をはじめ、マジック、紙切
り、講談などさまざまな演芸をわかりやすく上演します。

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電話等）
東京都千代田区隼町4-1
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2016/engei.html

東
京
都

国立能楽堂
平成28年8月6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「殺生石」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）

観劇当日まで電
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）
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2016/noh.html

東
京
都

国立能楽堂
平成28年8月27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「雷」・新作狂言「太郎くんの冒険」
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）

観劇当日まで電
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）
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1
http://ticket.ntj.jac.go.jp/oyako2016/kyogen.html

東
京
都

新国立劇場

平成28年7月13日(水)
～
7月24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。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
門本など、子ども向けの劇場関連本をそろえています。自由研
究の題材が見つけられるかもしれません。

- -

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

平成28年7月21日(木)
～
7月24日(日)
10時00分～18時00分

「新国立劇場情報センター夏の親子観劇会」
この夏も、ビデオシアターがお子様も楽しめるシアターになり
ます。新国立劇場の「くるみ割り人形」ほか2作品を毎日3回上
映しますので、気軽に観劇の擬似体験をお楽しみください。閲
覧室では過去公演のダイジェストなど楽しい映像も上映しま
す。

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

平成28年7月21日(木)
～
7月24日(日)
①11時30分～
②15時00分～

「こどものためのバレエ劇場　白鳥の湖」
誰もが知っている『白鳥の湖』の物語が小さなお子さまにもわ
かりやすい構成のバレエになりました。本格的なクラシック・
バレエとして振り付けられているので、大人の方にも十分見ご
たえのある作品となっています。お子さまの”バレエ・デ
ビュー”はぜひ華やかで本格的な新国立劇場で！

各回1,492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-swan/

東
京
都

東京国立近代美術館
平成28年7月16日
平成28年7月17日

【もうすぐ夏休み！こども美術館】
展示室で作品を前に活動する楽しいプログラムです。経験豊か
な「MOMATガイドスタッフ」とともに、ギャラリートークや館
内散策で美術館に親しみます。（小学1年生～4年生対象）

各30名(抽選) 6月26日必着

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
URL:http://www.momat.go.jp/am/

東
京
都

東京国立近代美術館
平成28年8月23日
平成28年8月27日

【夏休みトークラリー】
展示室をめぐり、作品の前で待機している「MOMATガイドス
タッフ」と対話しながら鑑賞するスタイルのギャラリートーク
です。発言が出にくい年頃の子どもたちも楽しんで参加できま
す。（小学5年生～中学生対象）

各150名(先着
順)

応募期間：6月
10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
URL:http://www.momat.go.jp/am/

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

平成28年7月16日～
平成28年9月8日

【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。「こども+おとな工芸館　ナニ
デデキテルノ？」展会期中(7/16-9/8)、先着2000名に実施。

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/cg/

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

平成28年7月16日～
平成28年9月8日

【みんなでつくる図鑑】
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。「こども
+おとな工芸館　ナニデデキテルノ？」展会期中(7/16-9/8)、
先着2000名に実施。

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/cg/

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

平成28年7月16日～
平成28年9月8日の水・
土曜日

【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/cg/

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

平成28年7月24日～
平成28年7月26日

【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4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/cg/

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

平成28年8月5日
【キュレーターに挑戦！】
美術館の仕事を、作品研究をもとに、トークやミニ展示プラン
に挑戦することから体感するプログラム。

9名 7月4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/cg/

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

平成28年8月8日
【陶芸ワークショップ】
練り込み模様のやきもの作りに取り組む。素材の豊かさを味わ
いながら磁器の器をつくる。

20名 7月4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/cg/

東
京
都

東京国立近代美術館工
芸館

平成28年8月14日
【五感！交歓！名探偵！】
五感をフル活用して親子で作品を鑑賞を楽しむプログラム。

10組 7月4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/cg/

東
京
都

東京国立近代美術館
フィルムセンター

平成28年7月29日、30
日
平成28年8月5日、6日

【こども映画館】
上映内容（予定）
7/29 アニメーション作品
7/30 特撮
8/5,6　無声映画（活弁付き）

各回150名
各上映日の一週

間前迄

部署名:事業推進室
TEL:03-5579-9502
FAX:03-3561-0830
所在地: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。

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/
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事前登録が必要な場合

東
京
都

国立西洋美術館
平成28年7月9日～
平成28年9月19日

【「聖なるもの、俗なるもの　メッケネムとドイツ初期銅版
画」ジュニア・パスポート】
企画展「聖なるもの、俗なるもの　メッケネムとドイツ初期銅
版画」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2016】
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/

東
京
都

東京国立博物館
平成28年7月3日
13時30分～15時30分

事業名：こどもたちのアートスタジオ
事業概要：平成館考古展示室にある古代の勾玉を見学した後
に、滑石(かっせき)を加工してオリジナルの勾玉を制作しま
す。完成作品はお持ち帰りいただけます。

20名程度 6月6日必着

部署名:博物館教育課
TEL:03-3822-1111（代表）
FAX:03-3822-3010
所在地:台東区上野公園13-9
URL：
http://www.tnm.jp/modules/r_event/index.php?controller=list&cid=10

東
京
都

東京国立博物館
平成28年7月23日～24
日
13時00分～17時00分

事業名：ファミリーワークショップ「からだが動くエビを作っ
てみよう」
事業概要：からだが本物のように動く金属の置物「自在置物」
は、とても高い技術がなければ作れません。どうやって作った
のかを探るプログラムです。力を合わせ、家族でひとつ、エビ
の自在置物を作ってみましょう！

各回10組 7月7日必着

部署名:博物館教育課
TEL:03-3822-1111（代表）
FAX:03-3822-3010
所在地:台東区上野公園13-9
URL：
http://www.tnm.jp/modules/r_event/index.php?controller=list&cid=10

東
京
都

東京国立博物館
平成28年7月25日
10時00分～15時00分

事業名：古代ギリシャ展キッズデー
事業概要：子どものための特別な古代ギリシャ展鑑賞日。キッ
ズデー限定のギャラリートーク、ワークショップのほか記念撮
影コーナーも設置。

部署名:ハローダイヤル
TEL:03-5777-8600
所在地:台東区上野公園13-9
URL：http://www.tnm.jp/

東
京
都

東京国立博物館
平成28年8月7日
13時30分～15時30分

事業名：こどもたちのアートスタジオ　根付作り
事業概要：本館10室と高円宮コレクションの根付を見学した後
に、焼くとかたまる樹脂でできた粘土で根付を制作します。完
成品はお持ち帰りいただけます。

20名程度 7月11日必着

部署名:博物館教育課
TEL:03-3822-1111（代表）
FAX:03-3822-3010
所在地:台東区上野公園13-9
URL：
http://www.tnm.jp/modules/r_event/index.php?controller=list&cid=10

東
京
都

東京国立博物館
平成28年8月15日
10時00分～16時00分

事業名：総合文化展キッズデー
事業概要：子供向けの総合文化展ギャラリートーク、ワーク
ショップ、子どものためのミニコンサートなどを開催

部署名:博物館教育課
TEL:03-3822-1111（代表）
FAX:03-3822-3010
所在地:台東区上野公園13-9
URL：http://www.tnm.jp/

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

平成28年8月1日

・真鍮のキーホルダー製作
・住宅模型づくり
・LEDの工作
・レジン液でオリジナルアクセサリーを作ろう

開催校にお問い
合わせくださ

い。
7月19日

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」

県立小田原城北工業高
等学校

平成28年8月2日

・キーフォルダー、しおり
・間伐材を活用した木工製品の制作
・光と音の電子工作（4年生以上）
・シルクスクリーン

開催校にお問い
合わせくださ

い。
7月15日

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」

県立磯子工業高等学校

平成28年8月3日

・ペーパーウエイト
・電気工作
・かわいいプランターＢＯＸづくり
・楽しいコップづくり
・オリジナルハンカチづくり
・アクセサリーを作ろう

開催校にお問い
合わせくださ

い。
7月11日

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

平成28年8月4日
・試験管の中で雪を降らしてみよう
・金属加工でペーパーウェイトをつくろう

開催校にお問い
合わせくださ

い。
7月13日

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」

県立川崎工科高等学校

平成28年8月5日
・ライントレースロボのプログラミング
・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15日

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

平成28年8月5日
・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13日

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

平成28年8月5日

・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15日

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

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

平成28年8月9日

・幅が変えられるブックスタンド
・ワイヤークラフト
・ビーチグラスを使ったエコランプ作り
・簡単な電子工作（小学生向け）
・万華鏡を作ろう
・建築製図体験
・刻印プレート
・リサイクル植木鉢作り
・簡単な電子工作（中学生向け）
・シルクスクリーン印刷体験
・橋梁模型

開催校にお問い
合わせくださ

い。
7月18日

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」

県立向の岡工業高等学
校

平成28年8月19日
・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15日

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

神
奈
川
県

川崎市立高津図書館 平成28年8月17日

事業名：夏休み「子ども一日文化体験」図書館体験
事業概要：図書館見学で本の調べ方や図書の分類について学ん
だ後、貸出カウンター体験、おはなし会での読み聞かせ体験な
ど、図書館の仕事を体験する。（主催は高津区文化協会、共
催：川崎市、川崎市教育委員会、後援：高津区PTA協議会）

6名 未定 未定
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神
奈
川
県

広島商船高等専門学校

主催：（社）日本船主
協会

7月18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

締め切り

（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/

新
潟
県

環境省妙高高原自然保
護管事務所、妙高高原
ビジターセンター

8月8日（月）～
8月18日（木）
（計11日間）

事業名：夏休み自然教室
事業概要：おはようウォッチング、ガイドウォーク、工作教
室、スライド上映等を行います。

ー 当日受付可能

部署名：妙高高原ビジターセンター
TEL･FAXとも：0255－86－4599（9:00-17:00）
所在地:新潟県妙高市関川2248-4
URL：http://www.myoko.tv/mvc/

新
潟
県

新潟市教育委員会
中央公民館

平成28年8月
（詳細未定）

事業名：宿泊体験事業
事業概要：小学生を対象に新潟市文化財または市施設に宿泊
し、地域を知るきっかけづくりと異学校児童との交流を図る

小学4年生20人
程度

未定

部署名:新潟市教育委員会   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

新潟市立中央図書館 平成28年7月～8月

事業名：子ども司書講座
事業概要：司書の仕事を学ぶことで，図書館の仕事を理解して
もらい，本に興味を持ってもらう。

未定 未定

部署名:新潟市立中央図書館
TEL:025-246-7700
FAX:025-240-7722
所在地:新潟県新潟市中央区明石2-1-10
URL:http://www.niigatacitylib.jp/

新
潟
県

新潟市立豊栄図書館 平成28年7月

事業名：わくわく体験夏まつり
事業概要：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

未定 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：新潟市北区東栄町1-1-35

新
潟
県

新潟市立豊栄図書館 平成28年7～8月
事業名：一日子ども図書館員
事業概要：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：新潟市北区東栄町1-1-35

新
潟
県

新潟市立松浜図書館 平成28年7～8月
事業名：一日子ども図書館員
事業概要：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

未定 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

新潟市立亀田図書館
平成28年7月26日(火）
①午前9時30分～11時
②午後1時30分～3時

事業名：体験しよう！図書館のしごと
事業概要：図書館業務を体験し，図書館や本との繋がりを深め
てもらう。カウンターの仕事，本の整理，本の修理体験等
参加対象：小学校4年生～6年生

4名
（各回2名）

7月5日から受付
開始

定員になり次第
締切

部署名:新潟市立亀田図書館
TEL:025-382-4696
FAX:025-381-8003
所在地:新潟市江南区茅野山3-1-14 江南区文化会館(1・2階)

新
潟
県

新潟市立白根図書館 平成28年8月(未定）
事業名：図書館員になってみる日
事業概要：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

小学生8名 未定

部署名:新潟市立白根図書館
TEL:025-372-5510
FAX:025-372-5540
所在地:新潟市南区田中383

新
潟
県

新潟市立坂井輪図書館 平成28年8月1日（月）
事業名：書架整理ボランティアデビュー
事業概要：図書館の書架整理・配架についての説明と体験

先着20名 なし

部署名:新潟市立坂井輪図書館
TEL:025-260-3242
FAX:同上
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 平成28年8月2日（火）
事業名：本気で職場体験
事業概要：図書館の仕事を体験

未定 未定 同上

新
潟
県

新潟市立西川図書館 平成28年8月(未定）
事業名：夏休み一日子ども図書館員
事業概要：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

2日実施
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 平成28年7月30日(土)
事業名：一日子ども図書館員
事業概要：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

新
潟
県

新潟市立潟東図書館 平成28年7月(未定）
事業名：一日子ども図書館員
事業概要：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

2日実施
各日小学生2名

未定

部署名:新潟市立潟東図書館
TEL:0256-70-5141
FAX:0256-70-5141
所在地:新潟市西蒲区三方10（潟東ゆう学館1階）

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月6日（土）
8月7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（木）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
所在地:〒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6日（土）
8月7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（木）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
所在地:〒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6日（土）
8月7日（日）

ものづくりコンテスト　卵を守れ！ 各回20名 7月7日（木）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
所在地:〒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6日（土）
8月7日（日）

3Dプリンターでものづくり体験 各回30名 7月7日（木）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
所在地:〒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6日（土）
8月7日（日）

歩けぇっ！人型二足歩行ロボット！！ 各回15名 7月7日（木）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
所在地:〒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6日（土）
8月7日（日）

この世界はコンピュータにどう映る？
～コンピュータの目の世界へようこそ！～

各回15名 7月7日（木）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
所在地:〒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6日（土）
8月7日（日）

雷センサーを作ろう 各回15名 7月7日（木）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
所在地:〒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6日（土）
8月7日（日）

炭を使って水をきれいにしてみよう！ 毎回16名 7月7日（木）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
所在地:〒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6日（土）
8月7日（日）

描ける導線 ～化学と電気の世界をつなぐ～ 毎回16名 7月7日（木）

部署名：学務課
TEL:076-493-5498
FAX:076-493-5488
所在地:〒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10日（水）
8月11日（木祝）
8月12日（金）

『スマホアプリって自分で作れるの？』 各回15名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月10日（水）
8月11日（木祝）
8月12日（金）

ロボットの頭脳とは　～LEGOを使ったプログラミング実験～ 毎回16名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月10日（水）
8月11日（木祝）
8月12日（金）

はじめての電子工作 各回10名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月10日（水）
8月11日（木祝）
8月12日（金）

モバイル端末で遠隔操作しよう 各回10名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月10日（水）
8月11日（木祝）
8月12日（金）

異文化について学ぼう 各回20名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月10日（水）
8月11日（木祝）
8月12日（金）

若潮丸体験航海（航海士・機関士の仕事） 各回40名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月10日（水） English at Kosen 40名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月11日（木祝） 映画で学ぶ英語リスニング攻略法 25名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

富
山
県

富山高等専門学校
射水キャンパス

8月12日（金） すぐに使える簡単な中国語会話！ 10名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

富
山
県

富山高等専門学校
本郷キャンパス

8月22日（月）
8月23日（火）

LEGOで相撲ロボットを作ろう 各回16名 7月24日（金）

部署名:総務課企画室
TEL:076(493)5486
FAX:076(492)3859
所在地:〒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26日（金） コンピュータを組み立てよう 12名 7月7日（木）

部署名：学生課
TEL:0766-86-5145
FAX:0766-86-5130
所在地:〒933-0293富山県射水市海老江練合1番2

石
川
県

北陸農政局
1回目 8月 3日（水）
2回目 8月17日（水）
3回目 8月24日（水）

小学生を対象とした園芸作物、牛乳・乳製品に関する体験学習
会

小学生及び
保護者20組

1回目6月30日
（木)

2回目、3日目未
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
部署名：北陸農政局生産部畜産課
TEL:076-232-4317
FAX:076-232-5824
所在地:石川県金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）

石
川
県

石川工業高等専門学校 8月7日（日） まなぼう！おもしろ★ものづくり＠石川高専
親子
180組

調整中

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
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石
川
県

石川工業高等専門学校 7月28日（木） コンクリートで模型を造ろう！
小学生
中学生
10名

7月14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29日（金） みんなでデザイン，みんなでものづくり
小学生
15名

7月15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（月） PICマイコンボードの製作とC言語によるプログラミング
中学生
10名

7月15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2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19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5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22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5日（金） 化学であそぼう
小学生
親子
18組

7月22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23日（火） だれでもできるパソコン組み立て教室
中学生
10名

8月9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24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9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

福井工業高等専門学校 平成28年7月23日
公開講座
「オリジナル栞をつくろう2016」

10名 7月14日

福
井
県

福井工業高等専門学校 平成28年7月31日
公開講座
「小中学生夏休み科学教室（小学生コース）」

15組 7月21日

福
井
県

福井工業高等専門学校 平成28年7月31日
公開講座
「小中学生夏休み科学教室（中学生コース）」

8名 7月21日

福
井
県

福井工業高等専門学校 平成28年8月7日
公開講座
「作って飛ばそう紙コプタ」

20名 7月28日

福
井
県

福井工業高等専門学校 平成28年8月7日
公開講座
「簡単！マイコンでプログラミング」

8名 7月28日

福
井
県

福井工業高等専門学校 平成28年8月7日
公開講座
「多面体を作ろう」

10名 7月28日

福
井
県

福井工業高等専門学校
平成28年8月7日
平成28年8月8日

公開講座
「中学生のための社会講座—高専の入試問題で学ぼう－」

30名 7月28日

福
井
県

福井工業高等専門学校 平成28年8月11日
公開講座
「中学生のための作文講座」

15名 8月3日

福
井
県

福井工業高等専門学校 平成28年8月20日
公開講座
「ふしぎなでんき～電気実験の自由研究」

10名 7月25日

福
井
県

福井工業高等専門学校
平成28年8月20日
平成28年8月21日

公開講座
「レーザーカッターを用いたアクリル時計のデザイン作成と製
作」

6名 8月9日

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
URL：http://www.fukui-nct.ac.jp/~kikaku/lecture/

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
URL：http://www.fukui-nct.ac.jp/~kikaku/lecture/
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福
井
県

福井工業高等専門学校
平成28年8月27日
平成28年8月28日

公開講座
「カワイイ、カッコイイ、Ｗｅｂアプリケーションを作ってみ
よう！～Ｗｅｂブラウザ、スマートフォンで動くゲーム開発
～」

12名 8月18日

福
井

福井工業高等専門学校 平成28年8月6日

「福井高専キャンパスツアー2016」
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350人）

7月12日
（火・予定）

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

山
梨
県

（公財）山梨県青少年
協会全施設
・山梨県立愛宕山少年
自然の家
・山梨県立青少年セン
ター
・山梨県立八ヶ岳少年
自然の家
・山梨県立科学館

8月16日（火）
～20日（土）

小学校5，6年生を対象に4泊5日の長期にわたる協働生活の中で
様々な体験を通して、協調性や主体性を育む。

60名
有り

（7月8日予定）

部署名:事業課
TEL:055-237-5311
FAX:055-237-5312
所在地:甲府市川田町517
URL:http://youthcenter.yya.or.jp/

長
野
県

中部山岳国立公園上高
地地区パークボラン
ティア

8月12日（金）～
8月15日（月）

事業名：クラフト教室
事業概要：森の恵み（枝や木の実）を使って、楽しくもの作り
をしてみませんか。

当日受付

部署名:上高地インフォメーションセンター
TEL ： 0263-95-2433（※冬期 0263-94-2537）
FAX ： 0263-95-2651（受付8:00～17:00）
所在地:長野県松本市安曇4468
U R L：　http://www.bes.or.jp/

長
野
県

中部山岳国立公園上高
地地区パークボラン
ティア

8月12日（金）
8月13日（土）

事業名：人形劇
事業概要：人形劇を通して、国立公園の約束などを楽しくを知
ることができます。

当日受付

部署名:上高地インフォメーションセンター
TEL ： 0263-95-2433（※冬期 0263-94-2537）
FAX ： 0263-95-2651（受付8:00～17:00）
所在地:長野県松本市安曇4469
U R L：　http://www.bes.or.jp/

長
野
県

県立歴史館
平成28年
8月6日、7日

事業名：歴史館で夏休み
事業概要：「石のアクセサリー作り」「バックヤード探検」
「縄文人になって遊ぼう」等の体験

― ―

部署名:長野県立歴史館
TEL:026-274-2000
FAX:026-274-3996
所在地:千曲市屋代２６０－６
URL：http://npmh.net/

長
野
県

長野県埋蔵文化財セン
ター

平成28年
7月29日、30日

事業名：夏休み考古学チャレンジ2016
事業概要：埋蔵文化財センターの仕事体験(土器の実測等)、展
示室・図書室公開、探検ツアー等

― ―

部署名:（一財）長野県文化事業振興団
長野県埋蔵文化財センター
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

長野県信濃美術館

平成28年
7月9日～8月28日
（水曜休館※ただし8
月10日は開館）

事業名：コレクションでふりかえる信美50年　山の日制定記念
信州の山岳風景
事業概要：今年新たに国民の祝日「山の日」が制定されたこと
を記念して、信濃美術館が収蔵する山岳風景がを展示

― ―

部署名:（一財）長野県文化事業振興団
長野県埋蔵文化財センター
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

千曲川流域下水道事務
所
下流処理区終末処理場
「クリーンピア千曲」

平成28年8月9日
事業名：夏休み　水の研究室
事業概要：汚れた水をきれいにする微生物の観察、下水処理場
の見学等

小学4～6年生と
その兄弟
20名

7月29日

部署名:千曲川流域下水道事務所上流処理区終末処理場「アクアパル千曲」
TEL:026-283-4170
FAX:026-283-4175
所在地:長野市真島町川合1060-1
URL:http://www.pref.nagano.lg.jp/chikumagawaryuiki/index.html

長
野
県

千曲川流域下水道事務
所
上流処理区終末処理場
「アクアパル千曲」

平成28年8月2日
事業名：夏休み　水の研究室
事業概要：汚れた水をきれいにする微生物の観察、下水処理場
の見学等

小学4～6年生と
その兄弟
20名

7月29日

部署名:千曲川流域下水道事務所下流処理区終末処理場「クリーンピア千曲」
TEL:026-257-4000
FAX:026-257-4428
所在地:長野市赤沼申高2455
URL:http://www.pref.nagano.lg.jp/chikumagawaryuiki/index.html

長
野
県

諏訪湖流域下水道事務
所
「クリーンレイク諏
訪」

平成28年8月5日
事業名：夏休み・子供の実験教室
事業概要：水の実験、下水の生き物観察

20名 7月27日

部署名:諏訪湖流域下水道事務所「クリーンレイク諏訪」
TEL:0266-58-2955
FAX:0266-58-2958
所在地:諏訪市大字豊田字湖畔1866-1
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/suwakoryuiki/

長
野
県

犀川安曇野流域下水道
事務所
「アクアピア安曇野」

平成28年8月2日
事業名：夏休み　水の研究室
事業概要：下水処理の見学体験、顕微鏡での微生物観察

20名程度 7月22日

部署名:犀川安曇野流域下水道事務所「アクアピア安曇野」
TEL:0263-73-6571
FAX:0263-73-6572
所在地:安曇野市豊科田沢6709
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/azuminoryuiki/index.html

長
野
県

農業試験場 平成28年8月9日
事業名：夏休みは、イネとムギについて学ぼう！
事業概要：長野県のお米の話と長野県産の小麦を使った体験学
習

15名 7月29日

部署名:農業試験場
TEL:026-246-2411
FAX:026-251-2357
所在地:須坂市大字小河原492
URL:http://www.pref.nagano.lg.jp/nogyoshiken/index.html

長
野
県

果樹試験場 平成28年8月9日
事業名：くだものについて学ぼう！
事業概要：ほ場の見学、果物の試食

午前・午後
各15名

8月1日

部署名:果樹試験場
TEL:026-246-2415
FAX:026-251-2357
所在地:須坂市大字小河原492
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/kajushiken/

長
野
県

野菜花き試験場佐久支
場

平成28年8月3日
事業名：夏休み特別公開
事業概要：ジャガイモ収穫体験、レタスの種まき体験　等

小学生以下20名 7月29日

部署名:野菜花き試験場佐久支場
TEL:0267-25-3080
FAX:0267-26-6011
所在地:小諸市大字山浦4857-1
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/yasaikaki-saku/index.html

長
野
県

南信農業試験場 平成28年8月9日
事業名：なし、かきについて学ぼう！
事業概要：なし、かきの試験ほ場見学、なしの試食、果物の糖
度測定実験

― 8月8日

部署名:南信農業試験場
TEL:0265-35-2240
FAX:0265-35-4887
所在地:下伊那郡高森町下市田２４７６
URL:http://www.pref.nagano.lg.jp/nannoshiken/

長
野
県

水産試験場 平成28年7月29日
事業名：お魚にさわって、見て、食べてみよう！！
事業概要：魚のつかみ取り、ニジマスの塩焼きづくり、魚の解
剖体験

20名 定員になり次第

部署名:水産試験場
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

水産試験場佐久支場 平成28年7月28日
事業名：夏休み釣り体験教室』
事業概要：釣りの仕掛け作りとニジマス、ウグイの釣り体験

午前・午後
各20名

7月28日

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：（設置している場合）

18 / 36 ページ



関連イベント 別紙3
2016/7/8時点

募集人数 申込締切

地
域

機関等名 日程 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

長
野
県

水産試験場諏訪支場 平成28年8月5日
事業名：諏訪湖の生き物大集合』
事業概要：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:下諏訪町6188-10

長
野
県

水産試験場木曽試験地 平成28年7月28日
事業名：木曽の高原で魚にふれてみよう！
事業概要：イワナやニジマスへの餌やり体験、魚とのふれあ
い、川の中の生き物観察他

― ―

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

長
野
県

畜産試験場 平成28年8月3日
事業名：畜産について知ろう！
事業概要：牛舎の見学、子牛とのふれあい、大型トラクター体
験

15名 8月1日

部署名:畜産試験場
TEL:0263-52-1188
FAX:0263-51-1316
所在地:塩尻市片丘10931-1
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/chikusanshiken/

長
野
県

上田食肉衛生検査所
平成28年
7月29日、8月5日

各2組4名
各開放日の２週

間前まで

部署名:上田食肉衛生検査所
TEL:0268-24-7521
FAX:0268-28-0304
所在地:上田市常磐城3-3-59
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/ueshokueiseiken/index.html

長
野
県

松本食肉衛生検査所 平成28年7月27日 5組10名 7月13日

部署名:松本食肉衛生検査所
TEL:0263-47-0470
FAX:0263-40-1523
所在地:松本市大字島内9839
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/matsushokueiseiken/index.html

長
野
県

長野食肉衛生検査所 平成28年8月3日 5組11名 7月20日

部署名:長野食肉衛生検査所
TEL:026-227-6209
FAX:026-291-6300
所在地:長野市差出南3丁目2-29
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/nagashokueiseiken/index.html

長
野
県

事業名：2016年夏の施設公開　～来て・見て・触れて“感じ
る”夏の研究所体験～
事業概要：リサイクル実験、感染症クイズ、研究所探検　　な
ど

― ―

長
野
県

事業名：夏休み親子環境講座
事業概要：
①身近なものを使って水の酸性・アルカリ性を調べよう！
②蚊取り線香を作ってみよう！！
③気体を感じてみよう
④プラスチック(発泡スチロール)をリサイクルしてみよう
⑤食品着色料をしらべてみよう！

講座ごと15～20
名

要申込み

長
野
県

事業名：2016年夏の施設公開　～来て・見て・触れて“感じ
る”夏の研究所体験～
事業概要：デジタル地球儀“触れる地球”の展示・解説、オリ
ジナル缶バッチ、ムササビグライダー作り、研究所ガイドツ
アー、昆虫標本特別展示　他

― ―

長
野
県

事業名：夏休み親子環境講座
事業概要：①ホネからわかる生きもの情報　手羽先で“骨格標
本”づくり
②山の成り立ちを感じる　“飯縄山の簡易立体模型”をつくろ
う
③動物・野鳥の落とし物を使って“毛針”をつくろう
④夏を涼しく！切り絵・型抜きで“雪の結晶”

各回10組 ―

長
野
県

工業技術総合センター
精密・電子技術部門

平成28年
8月2日～5日

事業名：Tech-Café、施設見学
事業概要：「めっきの世界」の紹介、施設見学、精密・電子技
術部門の紹介、機器の見学　等

Tech-Caféは10
名まで

―

部署名:工業技術総合センター精密・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
URL：http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/

長
野
県

工業技術総合センター
環境・情報技術部

平成28年
8月2日～4日

事業名：Tech-Café、親子ものづくり教室
事業概要：パラソルラジオの作成、３Ｄプリンタの体験、施設
見学　等

Tech-Caféは10
名まで

ものづくり教室
は12組まで

―

部署名:工業技術総合センター環境・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
URL：http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/

長
野
県

工業技術総合センター
材料技術部門

平成28年
8月3日～5日

事業名：Tech-Café、親子ものづくり教室
事業概要：パラソルラジオの作成、３Ｄプリンタの体験、施設
見学　等

体験教室は20組
まで

ものづくり教室
は12組まで

―

部署名: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
URL：http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/

長
野
県

工業技術総合センター
食品技術部門

平成28年
8月3日、4日

事業名：親子たべもの教室、Tech-Café
事業概要：野菜・果物チップスづくり、ヨーグルト作り体験、
信州の醤油の紹介

たべもの教室は
10組まで

―

部署名:工業技術総合センター食品技術部門
TEL:026-227-3131
FAX:026-227-3130
所在地:長野市栗田205-1
URL：http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/

長
野
県

県営ダム見学会 平成28年7月23日
事業名：県営ダム見学会（古谷ダム）
事業概要：「森と湖に親しむ旬間」にあわせ、県営ダムの見学
会及びダムに関するパネルの展示を開催

― ―

部署名:佐久建設事務所
TEL:0267-82-8271
FAX:
所在地:佐久市臼田2015
URL：

長
野
県

県営ダム見学会
平成28年
7月25日～7月29日

事業名：県営ダム見学会（湯川ダム）
事業概要：「森と湖に親しむ旬間」にあわせ、県営ダムの見学
会及びダムに関するパネルの展示を開催

― ―

部署名:佐久建設事務所佐久北部事務所
TEL:0267-63-3172
FAX:
所在地:佐久市跡部65-1
URL：

長
野
県

県営ダム見学会 平成28年7月28日
事業名：県営ダム見学会（内川ダム）
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

― ―

環境保全研究所
飯綱庁舎

平成28年7月23日

部署名:環境保全研究所
飯綱庁舎
TEL:026-239-1031
FAX:026-239-2929
所在地:長野市北郷2054-120
URL：http://www.pref.nagano.lg.jp/kanken/

部署名:上田建設事務所
TEL:0268-25-7164
FAX:

事業名：夏休み食品衛生親子体験事業『お肉について学ぼう』

事業概要：食肉衛生検査所の業務紹介と施設内見学、試験室で
の検査業務体験、「ブタさん命をありがとう（食肉ができるま
でを紹介したDVD）」の鑑賞

環境保全研究所
安茂里庁舎

平成28年7月23日

部署名:環境保全研究所
安茂里庁舎
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/
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長
野
県

県営ダム見学会 平成28年7月30日
事業名：県営ダム見学会（金原ダム）
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

― ―

長
野
県

県営ダム見学会 平成28年7月29日
事業名：県営ダム見学会（横川ダム）
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

― ―

長
野
県

県営ダム見学会 平成28年7月30日
事業名：県営ダム見学会（箕輪ダム）
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

― ―

長
野
県

県営ダム見学会
平成28年
7月25日～7月29日

事業名：県営ダム見学会（松川ダム）
事業概要：「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、県営ダム施
設、洪水バイパスの見学会を開催

― ―

長
野
県

県営ダム見学会 平成28年7月31日
事業名：県営ダム見学会（片桐ダム）
事業概要：「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、県営ダム施
設、洪水バイパスの見学会を開催

― ―

長
野
県

県営ダム見学会 平成28年7月26日
事業名：県営ダム見学会（奈良井ダム）
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

― ―

長
野
県

県営ダム見学会 平成28年7月23日
事業名：県営ダム見学会（北山ダム）
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

― ―

長
野
県

県営ダム見学会
平成28年
7月29日、30日

事業名：県営ダム見学会（裾花ダム）
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、発電所見学、パネル展示を開催。

― ―

部署名:裾花ダム管理事務所
TEL:026-233-4361
FAX:
所在地:長野市大字小鍋字神白沖3479-23
URL：

長
野
県

県営ダム見学会 平成28年7月24日
事業名：県営ダム見学会（豊丘ダム）、ダムまつり
事業概要：県営ダムの見学、ダム探検、建設機械展示、水質検
査体験　等

― ―

部署名:須坂建設事務所
TEL:026-245-1671
FAX:
所在地:須坂市大字須坂字中縄手1699-11
URL：

長
野
県

長野県山岳総合セン
ター

平成28年8月6日
わくわくチャレンジ教室『クライミングに挑戦だ！』
山岳総合センター人工岩場（大町市運動公園内）で、スポーツ
クライミング体験

30名 7月22日

部署名:長野県山岳総合センター
TEL:0261-22-2773
FAX:
所在地:大町市大町8056-1
URL：http://www.sangakusogocenter.com/

長
野
県

平成28年
7月30日、31日
8月6日、7日

事業名：霧ヶ峰自然保護センター おはなし会
事業概要：霧ヶ峰に棲む動物についての絵本の読み聞かせ、紙
芝居

― ―

長
野
県

平成28年
7月30日
8月6日、9日

事業名：ナイトウォーク
事業概要：まちの夜とは異なる霧ヶ峰の夜に、楽しさと静け
さ、ちょっぴりの怖さを体験

10名程度 前日の17時まで

長
野
県

信州大学教育学部
平成28年8月
6日～11日

事業名：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28年
6月17日

部署名:教育学部
TEL:026-238-4014
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/2016/05/1667813.html

長
野
県

信州大学教育学部
平成28年8月
13日～16日

事業名：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28年
6月17日

部署名:教育学部
TEL:026-238-4014
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/2016/05/1667847.html

長
野
県

信州大学医学部附属病
院

平成28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

自然科学研究機構
国立天文台

平成28年8月27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/

長
野
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成28年7月25日～
平成28年7月29日

事業名：教育団体のための施設案内週間2016
事業概要：期間内における構内の施設見学案内

15名以上、50名
以下

案内日の1週間
前

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

岐阜県庁 平成28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
URL：　－

部署名:松川ダム管理事務所
TEL:0265-23-0622
FAX:
所在地:飯田市上飯田8181-27
URL：

FAX:
所在地:上田市材木町1-2-6
URL：

部署名:伊那建設事務所
TEL:0265-76-6847
FAX:
所在地:伊那市荒井3497
URL：

部署名:奈良井川改良事務所
TEL:0263-40-1982
FAX:
所在地:松本市大字島立1020
URL：

霧ヶ峰自然保護セン
ター

部署名:長野県霧ヶ峰自然保護センター
TEL:0266-53-6456
FAX:0266-53-6456
所在地:諏訪市四賀霧ヶ峰7718-9
URL：http://www.lcv.ne.jp/~kirivc/kirigamine.htm
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岐
阜
県

岐阜県美術館

平成28年7月 3日

平成28年7月 9日

平成28年7月30日

平成28年8月 6日

平成28年8月 7日

平成28年8月13日

平成28年8月21日

事業名：ナンヤローネワークショップ
事業概要：ケンビの水辺の生き物について調査しワークショッ
プを行う。
事業名：ナンヤローネアートツアー７月号
事業概要：企画展ナンヤローネNo,1を中心に鑑賞プログラムを
実施する。
事業名：親子で組紐
事業概要：組紐作家所鳳弘氏による親子向けの伝統的な組紐の
制作を行う。
事業名：ナンヤローネワークショップ
事業概要：清流文化プラザで“綿”を素材にしたワークショッ
プを実施する。
事業名：ゆるり日本画絵の中の旅
事業概要：日本画家長谷川喜久氏による子ども向け日本画ワー
クショップを行う。
事業名：ナンヤローネアートツアー８月号
事業概要：アートまるケット“ながれミながら”を中心に鑑賞
プログラムを実施する。
事業名：じっくりワークショップ
事業概要：和紙を美しく染めて、それらを使った楽しい制作を
行う。

制限なし

制限なし

32名

制限なし

25名

制限なし

32名

当日

当日

7月10日

当日

7月17日

当日

7月31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

岐阜県現代陶芸美術館
平成28年8月20日
14:00-

事業名：こどもワークショップ「ふしぎいきものポヨポヨ」
事業概要：風船に石膏を流し込んで、不思議な形のいきものを
作ります。

20名

電話申込
開催日の１か月
前から定員に達

するまで

部署名：岐阜県陶芸美術館
TEL:0572-28-3100
FAX:0572-28-3101
所在地:岐阜県多治見市東町4-2-5
URL：http://www.cpm-gifu.jp/museum/

岐
阜
県

岐阜県現代陶芸美術館
平成28年8月27日
14:00-

事業名：詩の朗読会「here and there」 制限なし

電話申込
開催日の１か月
前から定員に達

するまで

部署名:学芸部教育普及係
TEL:0572-28-3100
FAX:0572-28-3101
所在地:岐阜県多治見市東町4-2-5
URL：http://www.cpm-gifu.jp/museum/

岐
阜
県

岐阜県図書館
平成28年7月20日
平成28年7月21日

事業名：夏休み　わくわく地図教室
事業概要：ゲームやクイズを楽しみながら地図のことを知り、
夏休みの地図作品づくりのヒントを学ぶ

各日30名程度 7月1日消印有効

部署名:岐阜県図書館
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/index.html

岐
阜
県

岐阜県博物館

平成28年7月3日
平成28年7月10日
平成28年7月17日

平成28年7月30日

平成28年7月30日

平成28年8月6日

平成28年8月14日

平成28年8月21日

わくわく体験
（化石クリーニングや化石レプリカづくりなどを体験）

特別展ワークショップ「恐竜を描こう」（小田隆先生による描
き方講座）

ナイトミュージアム（博物館探検と観察会）

特別展ワークショップ「恐竜を造ろう」（徳川広和先生による
つくりかた講座）

けんぱく教室「切折り紙で動物や恐竜をつくろう」

けんぱく教室「まゆ玉で『かわいい動物たち』をつくろう

30名

40名

25名

50名

30名

当日受付

7月29日

7月8日

8月5日

当日受付

8月20日

部署名:岐阜県博物館
TEL:0575－28－3111
FAX:0575－28－3110
所在地:関市小屋名1989
URL：http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐
阜
県

岐阜県文化財保護セン
ター

平成28年7月21日
事業名：タイムスリップ探検隊飛騨
事業概要：飛騨地域において親子で遺跡の発掘調査体験や遺跡
見学を行う活動。

20名 6月24日

部署名:岐阜県文化財保護センター飛騨駐在事務所
TEL:0577－78－2212
FAX:0577－78－2213
所在地:高山市丹生川町坊方2109

岐
阜
県

岐阜県文化財保護セン
ター

平成28年7月27日
事業名：タイムスリップ探検隊美濃
事業概要：美濃地域において親子で遺跡の発掘調査体験や遺跡
見学を行う活動。

20名 6月24日

部署名:岐阜県文化財保護センター
TEL:058－237-8550
FAX:058－237-8551
所在地:岐阜市三田洞東1－26－1

岐
阜
県

岐阜大学 平成28年7月9日

事業名：公開講座　「昆虫教室」

事業内容：岐阜大学周辺に生息する昆虫探し、観察、採集を行
い、生態を学ぶ。子どもたちの自然体験活動、自然観察活動を
通じて、自然や科学に対する興味や関心を高める。

20組
人数に達し次第

終了

部署名:岐阜大学　教育学部
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/index201601.html

岐
阜
県

岐阜大学 平成28年7月10日

事業名：公開講座「自然の材料を使った造形教室」

事業内容：自然材料である土粘土を使って手や体を動かしなが
ら発想することを通して、自然材料のすば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。

24名 7月7日

部署名:岐阜大学　教育学部
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28年8月5日

事業名：「平成28年度　第27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：科学への関心を高め、科学的な才能を一層伸ばすた
めに、岐阜大学生命科学総合研究支援センター機器分析分野が
所有する研究施設の見学及び実技体験を通して、先端科学の楽
しさを実感する機会を提供する。

30名 7月26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28年8月7日

事業名：公開講座　「親子天文教室」

事業内容：自分で作った天体望遠鏡で天体観測を行うことによ
り，星空の世界，ひいては天文学への興味・関心を高める。

20組
人数に達し次第

終了

部署名:岐阜大学　教育学部
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28年8月7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。この講座では藍染め技法の説明、抜染による作
品制作を行います。
(※子どもたちの他に現職教員の方も受講されます)

15名
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28年8月8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鑑定を行う。

20名 7月15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/
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事前登録が必要な場合

岐
阜
県

岐阜大学 平成28年8月11日

・事業名：公開講座
　視る・考える・創る「形と数」の教室
・事業内容：小学校の先に見える数学・サイエンスや文化・歴
史を提供し、数理的記述によるものづくりや22世紀に向けての
社会デザインを描ける基礎作りを行う。（高山市で開催）

40名 7月11日

部署名:岐阜大学　教育学部
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/2016kouza/2016kouza.html

岐
阜
県

岐阜大学 平成28年8月20日

事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
　数学的モデリングチャレンジ岐阜－データから考えよう！
データでつくるモノ作りのヒント－

事業内容：1枚の紙から様々な容器を作ることを課題とし、実
際に参加者がモノ作りをしながら、数学がどのように関わって
いくのかを体験する。

35名 6月27日

部署名:岐阜大学　教育学部
TEL:058-293-2351
FAX:058-293-2207
所在地:岐阜市柳戸１－１
URL：https://www.jsps.go.jp/hirameki/02_jisshi_program.html

岐
阜
県

岐阜大学 平成28年8月21日

事業名：「中学生・高校生のための美術講座」（デッサン基礎
講座）
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。今回の講座では、デッサンのポイント、鉛筆の
削り方、練り消しゴムの使い方、いろいろな線、かたちの取り
方、調子（トーン）の作り方、等を行います。

15名
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28年8月21日

事業名：「中学生・高校生のための美術講座」（自画像鉛筆
デッサン）

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。今回の講座では、自画像鉛筆デッサンを行いま
す。

15名
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28年8月21日

事業名：公開講座　子ども金属の造形教室「へら押しレリーフ
つくり」

事業内容：小・中学生を対象に銅板による彫金を行う。金属を
押さえる、丸める、刻む活動を通して、ものづくりのおもしろ
さを体験する。

24名 8月18日

部署名:岐阜大学　教育学部
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

東京大学宇宙線研究所
附属神岡宇宙素粒子研
究施設

平成28年7月16、17日

事業名：ジオスペースアドベンチャー（GSA）
事業概要：GSA実行委員会主催の神岡鉱山見学イベント。神岡
鉱山内にあるスーパーカミオカンデでは研究者による説明が行
われる。

各日400名 5月21日

部署名:GSA実行委員会
TEL:0578-82-4020
FAX:
所在地:岐阜県飛騨市神岡町東町３７８神岡振興事務所
URL：http://gsa-hida.jp

岐
阜
県

東京大学宇宙線研究所
附属神岡宇宙素粒子研
究施設

平成28年8月1、5日
事業名：ひらめきときめきサイエンス
事業概要：日本学術振興会支援の企画。中高生を対象に講義、
スーパーカミオカンデの見学、霧箱製作体験などを行う

各日20名 7月11日

部署名:広報担当
TEL:0578-85-9704
FAX:0578-85-2121
所在地:岐阜県飛騨市神岡町東茂住４５６
URL：http://www-sk.icrr.u-
tokyo.ac.jp/pr/event/2016/05/hiratoki2016.html

岐
阜
県

東京大学宇宙線研究所
附属重力波観測研究施
設
飛騨市

平成28年7月24日

事業名：KAGRA見学会
事業概要：重力波天文学の創成を目指し現在建設中の大型低温
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。

200名程度
（予定）

6月下旬予定

部署名:宇宙線研究所重力波観測研究施設
TEL:0578-85-2343
FAX:0578-85-2346
所在地:岐阜県飛騨市東茂住238

岐
阜
県

京都大学大学院理学研
究科附属飛騨天文台

平成28年7月30日
（土）～8月1日（月）

事業名：第10回 子ども飛騨天文台天体観測教室
事業概要：大自然に囲まれた京大飛騨天文台を訪ね、星空観察
やアジア最大の屈折望遠鏡での天体観測、自作小型望遠鏡や
ドームレス太陽望遠鏡での太陽の観測を行ないます。最終日に
は乗鞍岳での高山植物の観察も予定しています。

　25名
(先着順: 保護
者は4名まで)

後日ホームペー
ジ上で公開

部署名:特定非営利活動法人花山星空ネットワーク事務局
TEL:075-581-1461
e-mail:hosizora@kwasan.kyoto-u.ac.jp
所在地:京都市山科区北花山大峰町 花山天文台内
URL：http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/hosizora/

岐
阜
県

岐阜工業高等専門学校 平成28年8月3日

事業名：はじめての七宝焼き
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。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 平成28年8月7日

事業名：弦のないギターを作ろう
事業概要：マイコン・距離センサ・赤外線LED・フォトトラン
ジスタ・圧電ブザーを用いてハードウェアの組み立てとプログ
ラミングを行い、弦のない弦楽器を作成する。楽器は手の位置
で音の高低を変え、手の動きで音を鳴らす。

20名 同上 同上

岐
阜
県

岐阜工業高等専門学校 平成28年8月18日

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・計画の側面からの講義より、具体的に「すま
い」を考える視点を学ぶ。これを活かし演習では、全員が協力
し「理想のすまい」の計画を図面に表現する。

20名 同上 同上

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（木）
【開催時間】
10：30-12：00

■　静岡県庁見学
～静岡県議会本議会場や110番センターへいってみよう！～

【対象】
小学４～高校生
親子
定員 16名

各10組20名

2016年7月13日
（水）応募ハガ
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/

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/
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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

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/

静
岡
県

浜松市天竜協働セン
ター

平成28年
8月9日，10日

事業名：子ども講座事業（中日新聞社見学）
事業概要：地域にある新聞社という貴重な社会資源を活用した
施設見学を実施し、学習体験活動の場と機会を地域の子どもた
ちに提供する。

各20名
（予定）

未定

部署名:浜松市天竜協働センター
TEL:053-421-0379
FAX:
所在地:浜松市東区薬新町99
URL：http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/maps/h-tenryu_sc.html

静
岡
県

浜松市天竜協働セン
ター

平成28年
8月17日，18日

事業名：子ども講座事業（金原明善生家見学）
事業概要：天竜川の治水・植林に功績を残した金原明善生家
（記念館）の遺品や資料を見学することにより、地域の貴重な
社会資源を次世代に継承していくとともに、子どもたちの豊か
な人間性を育むことを目的とする。

各20名
（予定）

未定

部署名:浜松市天竜協働センター
TEL:053-421-0379
FAX:
所在地:浜松市東区薬新町99
URL：http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/maps/h-tenryu_sc.html

静
岡
県

浜松市立中央図書館

平成28年7月23日
から
平成28年8月6日の期間
に20回
【流通元町・水窪・龍
山・駅前分室を除く20
館】

事業名：「夏休み調べ学習講座」
事業概要：小学生3年生～6年生を対象に手引きにそって図書館
を使って調べ学習の基礎を学ぶ講座。

各図書館
15名

7月16日～
（先着順）

部署名:浜松市立中央図書館
TEL:053-456-0234
FAX:053-453-2324
所在地:浜松市中区松城町214番地の21
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

浜松市立中央図書館

平成28年7月22日～8月
28日の期間に全14回開
催、13会場【城北（2
回開催）、細江、都
田、中央、北、浜北、
舞阪、はまゆう、積
志、東、可新、流通元
町、雄踏】

事業名：キャンドルの会
事業概要：小学生以上を対象としたストーリーテリングによる
おはなし会

定員なし
予約不要
当日参加

部署名:浜松市立中央図書館
TEL:053-456-0234
FAX:053-456-2324
所在地:静岡県浜松市中区松城町214番地の21
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

浜松市立中央図書館 平成28年8月20日
事業名：「親子新聞講座」
事業概要：小学生とその保護者を対象に、新聞記者を招き「新
聞」の特性を知ってもらう。

20組
7月15日～
（先着順）

部署名:浜松市立中央図書館
TEL:053-456-0234
FAX:053-453-2324
所在地:浜松市中区松城町214-21
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

浜松市立城北図書館 平成28年8月4日
城北図書館開館10周年記念・楽器博物館連携講座｢スーホの白
い馬」の馬頭琴って、どんな楽器？～たのしい楽器のお話とス
トロー笛工作～

40名
開催日（定員に
達し次第締切）

部署名:城北図書館
TEL:053-474-1725
FAX:053-474-7530
所在地:静岡県浜松市中区和地山二丁目37番2号
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

浜松市立都田図書館 平成28年7月18日
事業名：新聞のしくみと読み方講座
事業内容：新聞社の講座担当者を招き「新聞」の特性を知って
もらう。

15名

部署名:浜松市立都田図書館
TEL:053-428-0011
FAX:053-428-0021
所在地:静岡県浜松市北区都田町8751番地の2
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

浜松市立舞阪図書館
平成28年7月23日
から
平成28年9月4日

事業名：『ＭＭＬＱ2016』に参加しよう！
事業概要：夏休みに例年行われている小学生以下のお子さん向
きのマイ舞ライブラリークイズラリーを実施し、図書館に親し
んでいただく。

定員なし
予約不要
当日参加

部署名:浜松市立舞阪図書館
TEL:053-592-7000
FAX:053-592-8425
所在地:浜松市西区舞阪町舞阪2668-56
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

浜松市立舞阪図書館

第1回
平成28年7月26日
第2回
平成28年8月5日
または8月9日

事業名：夏休み 読書感想文教室
事業概要：小学生を対象に読書感想文教室を開き、積極的に図
書館を利用していただく。

10名

定員になり次第
締切

最終受付
7月25日

部署名:浜松市立舞阪図書館
TEL:053-592-7000
FAX:053-592-8425
所在地:浜松市西区舞阪町舞阪2668-56
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)
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静
岡
県

浜松市立舞阪図書館 平成28年7月30日
事業名：夏のこわいおはなし会
事業概要：小学3年生以下と4年生以上の2回に分け、夏向けの
怖いお話の読み聞かせを実施。

定員なし
予約不要
当日参加

部署名:浜松市立舞阪図書館
TEL:053-592-7000
FAX:053-592-8425
所在地:浜松市西区舞阪町舞阪2668-56
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

浜松市立舞阪図書館
平成28年7月31日
から
平成28年8月7日

事業名：七夕を楽しもう。
事業概要：地域旧暦行事に合わせ、七夕を開催。飾りつけを体
験してもらう。また、関連資料を展示し貸出を促す。

定員なし
予約不要
当日参加

部署名:浜松市立舞阪図書館
TEL:053-592-7000
FAX:053-592-8425
所在地:浜松市西区舞阪町舞阪2668-56
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

浜松市立舞阪図書館

第1回
平成28年8月5日
第2回
平成28年8月19日

事業名：舞阪図書館からヤングの君に挑戦状！　君は図書館か
ら脱出できるか ?!
事業概要：小学5年生～高校生までを対象に謎解きによる脱出
ゲームの開催。延長開館を実施している金曜日の閉館1時間前
（18：00～19：00）に実施し、普段図書館に来ない中高生にも
来館の機会を促す。

定員なし
予約不要
当日参加

部署名:浜松市立舞阪図書館
TEL:053-592-7000
FAX:053-592-8425
所在地:浜松市西区舞阪町舞阪2668-56
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

浜松市立春野図書館 平成28年7月23日
事業名：「科学あそび」
事業概要：小学生を対象に、身近な物や現象をテーマに科学実
験を行う。

15名
7月8日～
（先着順）

部署名:浜松市立春野図書館
TEL:053-989-1119
FAX:053-983-0022
所在地:浜松市天竜区春野町宮川1327番地の1
URL:http://www.lib-city-hamamatsu.jp/(全市共通)

静
岡
県

静岡大学 平成28年7月31日

事業名：静新SBSチャレンジクラブ2016
事業概要：小学生親子向けの科学体験事業。電子工学研究所教
員が講師として実験指導をします。
この事業を通して、電子工学研究所で行っている最先端の研究
を一般の人たちに身近に感じていただくことを願っています。

原則とし
て親子で50組。
(静岡県西部在
住の小学3～6年

生)

7月15日（金）

受付等は主催である、静岡新聞社、静岡放送(SBS)により行うため、下記は協
力する大学組織。
部署名:静岡大学電子工学研究所
TEL:053-478-1301
FAX:053-478-1651
所在地:静岡県浜松市中区城北3-5-1
URL：http://www.at-s.com/event/article/kids/121729.html
（上記URLは昨年度事業のもの）

静
岡
県

静岡大学

第1回　8月3日（水）
10：00～17：00
「爪や髪の毛からDNA
を抽出する」
第２回　8月4日（木）
10：00～15：00
「光る大腸菌を観察す
る」

自分の爪や髪の毛からDNAを抽出して観察したり、光る大腸菌
を作り出すといった、簡単な実験を体験してもらうことによ
り、遺伝子組換え技術に関する正しい知識と考え方を身につけ
てもらうことを目的としています。

20名
※静岡県内高校

生に限る

6月13日（月）
～7月8日（金）

部署名:グリーン科学技術研究所　研究支援室　ゲノム機能解析部
TEL:054-238-4926
FAX:054-238-4926
所在地:静岡大学静岡キャンパスグリーン科学技術研究所遺伝子実験棟

静
岡
県

静岡大学

第１回　8月20日
（土）10：00～16：00
「金属イオンの分析実
験」
第２回　8月21日
（日）10：00～16：00
「ルミノールの合成と
発光実験」

中学や高校では行われていない化学実験を、実際に体験できる
場を設けます。中学生、高校生に当大学の研究教育活動に触れ
る機会を設け、科学への興味を喚起することを目的とします。

30名
※中学生・高校
生（父兄の同伴

可能）

6月1日（水）～
7月31日（日）

部署名:グリーン科学技術研究所　研究支援室　分子構造解析部
TEL:054-238-4763
FAX:054-238-3045
所在地:静岡大学静岡キャンパス　総合研究棟

愛
知
県

東海農政局 7月27日（水）
「消費者の部屋」夏休み親子体験セミナー
会場：名古屋植物防疫所会議室
内容：今後決定

親子10組(予定) 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
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2

愛
知
県

東海農政局 8月25日（木）
「消費者の部屋」夏休み親子体験セミナー
会場：中部森林管理局名古屋事務所
内容：講座と木工作業体験

親子10組(予定) ８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
所在地:愛知県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20日（土）

親子体験セミナー「夏休み！花市場に出かけよう！」
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
ト体験など(予定)

子供（小中学生
等）約40名

8月10日(水)

部署名：東海農政局生産部園芸特産課
TEL:052-223-4624
FAX:052-218-2793
所在地:愛知県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23日（火）

親子体験セミナー「夏休み！花市場に出かけよう！」
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、寄せ植え体験など(予
定)

子供（小中学生
等）約60名

8月10日(水)

部署名：東海農政局生産部園芸特産課
TEL:052-223-4624
FAX:052-218-2793
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2

愛
知
県

国立大学法人豊橋技術
科学大学

平成28年8月27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/opencampus2016/

愛
知
県

名古屋工業大学 平成28年7月23日

事業名：公開講座「世界の遊びと文化（4）」
事業概要：世界中には国により異なる遊びもあればよく似た遊
びもあります。各国の文化の中で受け継がれてきた遊びの説明
を聞き、実際に体験することで、将来、国際社会で活躍する学
生にとっての生きた国際交流の場とします。

20名
7月18日

（先着順）

部署名:学務課学部係
TEL:052-735-5066
FAX:052-735-5072
所在地:名古屋市昭和区御器所町
URL：http://www.nitech.ac.jp/course/kouza/chugaku/07.html

愛
知
県

名古屋工業大学
平成28年8月3日～
平成28年8月5日

事業名：公開講座「名工大テクノチャレンジ」
事業概要：大学内の施設・設備で、日常では体験できない「つ
くることや、はかることの面白さ」、「実験やプログラミング
を行うことの楽しさ」を体験し、工学技術に親しんでいただき
ます。

100名

WEB:
7月20日17:00
はがき：
7月15日

(当日消印有
効）

（抽選）

部署名:学務課学部係
TEL:052-735-5066
FAX:052-735-5072
所在地:名古屋市昭和区御器所町
URL：http://www.nitech.ac.jp/course/kouza/shogaku/12.html

愛
知
県

名古屋工業大学 平成28年8月20日

事業名：公開講座「電気で遊ぼう! 電池とモーターの楽しい工
作」
事業概要：小学生高学年の児童に対し、ものづくりの楽しさを
体験する講座として手作り電池とコンデンサを使用した充電式
模型電気自動車の製作をします。親子でのものづくりを通し、
電気に親しむことを目的にしています。

40名
8月15日

（先着順）

部署名:学務課学部係
TEL:052-735-5066
FAX:052-735-5072
所在地:名古屋市昭和区御器所町
URL：http://www.nitech.ac.jp/course/kouza/shogaku/16.html

愛
知
県

豊田工業高等専門学校 平成28年7月31日

事業名：ものづくり体験記～オリジナル鍋敷きの作成・歯車の
作成・空気圧で働く機械の組み立て～お父さんお母さんも一緒
に見学大歓迎
事業概要：耐熱温度が比較的高い樹脂材を用いたオリジナル鍋
敷きの作成、歯車の作成、空気圧で動くロボットの組み立て・
操作を体験する。

小学5年生～中
学生
18名

7月15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28年8月1日

事業名：レーザー加工機を使ってオリジナルデザイングッズを
作ってみよう
事業概要：建築CADソフト等で設計を行い、レーザー加工機を
用いて建築・家具模型、ネームプレートやキーホルダーなどオ
リジナルデザイングッズを作成する。

中学生10名 7月18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
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愛
知
県

豊田工業高等専門学校 平成28年8月2日
事業名：マイコンでMyオルゴールを作ろう！
事業概要：簡単な電子工作およびプログラミングを行い、マイ
コンを用いて電子オルゴールの製作する。

小学6年生～中
学生
10名

7月19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28年8月3日,4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
事業概要：LEGOブロックに、光センサやモータを取り付け、コ
ンピュータを使って命令を実行するLEGO社製知能ブロック
MindstormsNXTを使い、ロボットを開発する。

中学生
30名（2人1組）
1人での参加も

可

7月20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28年8月8日

事業名：女子中学生のための女子学生による講座（切り粉スト
ラップの製作）
事業概要：本校機械工学科女子学生が講師となり、ストラップ
土台を製作し、その加工により出た切り粉を使ってストラップ
を製作する。
また、講座時間内には機械工学科女子学生による相談コーナー
を用意する。

女子中学生
10名

7月25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28年8月24日

事業名：ウルトラマイクロ水力発電モデルの製作コンテスト
（自然のエネルギーを活用しよう）
事業概要：机の上に乗せることのできる超小型水力発電模型を
製作し、水野持つ運動エネルギーと位置エネルギーを電気に変
換することを学び、自然の持つエネルギーについて理解を深め
てもらう。

中学生
10名

8月3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28年8月26日

事業名：本当に初めてのプログラミング
事業概要：プログラミング未経験者を対象に「スクラッチ」と
いうビジュアルなプログラミング言語を用いて、プログラミン
グを体験してもらい、プログラム作りを通して「アイデアを形
にする」楽しさを伝える。

中学生
15名

8月12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28年11月26日

事業名：電波送信・受信に挑戦しよう！（とよた高専おもしろ
科学教室）
事業概要：電波について学び、電波を発生させその電波を受信
する電波送受信機を作成する。

小学5年生～中
学生
60名

11月4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

三
重
県

国立研究開発法人水産
研究・教育機構増養殖
研究所玉城庁舎

7月30日（土）
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
所在地:三重県度会郡南伊勢町中津浜浦422-1

三
重
県

三重大学 平成28年8月20日

事業名:リフレッシュ理科教室 
事業概要:三重大学において、「LEDで楽しい工作 part2!」 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:ゆらして発電☆ふみきりシグナル 
工作B:蛍光導波路☆ルミネサーベル
工作C:振って光る☆LEDドラム

小学3年生〜
中学生

各工作60名

7月29日

部署名:三重大学大学院工学研究科　藤原裕司
TEL:059-231-9406
FAX:059-231-9726
所在地:津市栗真町屋町1577
URL：http://www.ne.phen.mie-u.ac.jp/user/RefreshRika/

滋
賀
県

京都大学生態学研究セ
ンター（開催場所は、
龍谷大学瀬田キャンパ
ス７号館）

平成28年8月7日（日）

事業名：森川湖の生きものから学ぶ：つなぐ・つながる生物多
様性「琵琶湖の生きものをささえる小さないのち」
事業概要：琵琶湖の植物・動物プランクトンおよび細菌を顕微
鏡観察することにより、琵琶湖の生物多様性を実感する。

30名 7月15日

部署名:京都大学生態学研究センター
TEL:077-549-8200
FAX:077-549-8201
所在地:大津市平野2-509-3
URL：http://goo.gl/forms/UM1H2giWFO

京
都
府

国立研究開発法人水産
研究・教育機構日本海
区水産研究所宮津庁舎

7月下旬
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番地

京
都
府

京都工芸繊維大学
平成28年7月16日
～平成28年8月10日

事業名：オープンユニバーシティウィーク2016
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

342人
※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:企画課広報室
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

平成28年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28年8月1日（月）
～2日(火）

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26日

部署名: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（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

舞鶴工業高等専門学校 平成28年7月24日

事業名：公開講座「第1回ナノテクノロジー体験教室」
事業概要：身の回りの電子機器で使われているナノテクノロジーについて、
普段はみることのできないナノの世界を専門的な装置を使って実際に観察
し、たのしく体験しながら学習する機会を提供する。

小学生（3年以
上）10名
中学生10名

7月15日

部署名:総務課総務係
TEL:0773-62-8862
FAX:0773-62-5558
所在地:舞鶴市白屋234
URL:http://www.maizuru-ct.ac.jp/04school-visit/open-class.html

京
都
府

舞鶴工業高等専門学校
平成28年7月30日
平成28年7月31日

事業名：オープンキャンパス
事業概要：学校概要説明、学科展示、クラブ展示・実演、学寮見学、寮食体
験、体験学習など多くの催しを実施。また舞鶴高専の教育について理解を深
め、進路選択の一助となるべく開催。

中学生
（人数制限な

し）
7月22日

部署名:学生課教務係
TEL:0773-62-8881
FAX:0773-62-8889
所在地:舞鶴市白屋234
URL：http://www.maizuru-ct.ac.jp/04school-visit/open-campus2016.html

京
都
府

舞鶴工業高等専門学校 平成28年8月28日

事業名：公開講座「つくってみよう！移動ロボット小学生の部」
事業概要：今年度の小学生の部の競技は「活火山停止大作戦」であり、内容
は６足歩行ロボットを用いて、資材（キッチンスポンジとエッグマラカス）
を運び出し、斜面を登って火口に埋め込む競技を行う。

小学生（４年生
以上）20名

7月29日（応募
者多数の場合は
事前に締切抽

選）

部署名:総務課総務係
TEL:0773-62-8862
FAX:0773-62-5558
所在地:舞鶴市白屋234
URL:http://www.maizuru-ct.ac.jp/04school-visit/open-class.html

京
都
府

舞鶴工業高等専門学校 平成28年8月28日

事業名：公開講座「つくってみよう！移動ロボット中学生の部」
事業概要：今年度の中学生の部の競技は「ブロックタワー建設作戦！」であ
り、コートの建設エリアに発泡スチロールブロックを高く積み上げた方が勝
ちとなる競技を行う。

中学生20名

7月29日（応募
者多数の場合は
事前に締切抽

選）

部署名:総務課総務係
TEL:0773-62-8862
FAX:0773-62-5558
所在地:舞鶴市白屋234
URL:http://www.maizuru-ct.ac.jp/04school-visit/open-class.html

京
都
府

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28年8月5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、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:企画連携課総務企画係
TEL:075-707-2115
FAX:075-707-2128
所在地:京都市北区上賀茂457-4
URL：（7月上旬に特設予定）
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京
都
府

京都国立博物館

平成28年6月14日～10
月2日のうち、開館日
の毎日
10:15～16:15

事業名：さわって発見！ミュージアム・カート
事業概要：文化財の複製や材料に触りながら、京博ナビゲー
ターさんとたくさんおしゃべりしよう。

部署名:教育室
TEL:075-531-7514
FAX:075-531-7719
所在地:京都市東山区茶屋町527
URL：http://www.kyohaku.go.jp/jp/

大
阪
府

大阪大学大学院歯学研
究科

平成27年8月20日，21
日

「第26回 青少年のための科学の祭典 大阪大会 2016サイエン
ス・フェスタ」への出展．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
（一般社団法人ナレッ
ジキャピタル、株式会
社KMOとの共催）

平成28年8月23日
14:00〜15:30

事業名：液晶を楽しもう！
事業概要：スマホやパソコンなど身近にある液晶ディスプレイ
の中に、トロトロの液状物質が詰まっているとご存知でした
か？液体と結晶の中間状態である液晶とはいったいどのような
物質なのか、簡単な実験を交えて解説します。

女子中高生35名
申込先着順

申込開始日は未
定

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
（ディスカバリージャ
パン株式会社、JAXAと
の共催）

平成28年8月27日
14:00～16:00（13:30
開場）
平成28年8月28日
・10:00～12:00（9:30
開場）
・14:00～16:00
（13:30開場）

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2016
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8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）

未定

■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

大阪大学消化器外科 8/1-8/15
事業名：子供参観”外科医の仕事って？”
事業概要：子供達に親の仕事である外科医療の現場を見学して
いただき、その内容を理解してもらう。

部署名:大阪大学消化器外科
TEL:06-6879-3251
FAX:06-6879-3259
所在地:大阪府吹田市山田丘2-2 E2
URL：https://www2.med.osaka-u.ac.jp/gesurg/index.html

平成28年8月1日
～平成28年8月31日

事業名：無料観覧日
事業概要：8月1日～8月31日の小学生・中学生・高校生の観覧
料を無料とする。

なし なし

部署名:企画課博物館事業係
TEL:06-6876-2151
FAX:06-6878-8242
所在地:大阪府吹田市千里万博公園10-1
URL：http://www.minpaku.ac.jp/

平成28年7月21日
～平成28年8月23日

事業名：展示場クイズ『みんぱＱ』中央・北アジア編
事業概要：新しくなった中央・北アジア展示を、楽しみながら
観覧してもらい、かつ知識や興味を広げてもらうことを目的と
した事業。参加者には記念品を贈呈する。

なし なし

部署名:企画課博物館事業係
TEL:06-6878-8210
FAX:06-6878-8242
所在地:大阪府吹田市千里万博公園10-1
URL：http://www.minpaku.ac.jp/

平成28年7月23日

事業名：夏休み子どもワークショップ「カザフのひつじ ウズ
ベクのひつじ－フィールドワークに挑戦！」
事業概要：子どもたちが1人の研究者として、展示場でひつじ
に関わる資料を探して、観察、比較及び分類などを行うワーク
ショップ。当日作成した研究報告書は成果発表として展示を行
う。

12名
6月中旬受付開
始、定員になり

次第締切

部署名:企画課博物館事業係
TEL:06-6878-8532
FAX:06-6878-8242
所在地:大阪府吹田市千里万博公園10-1
URL：http://www.minpaku.ac.jp/

大
阪
府

国立国際美術館

平成28年7月16日～
平成28年7月19日
平成28年8月23日、24
日、27日、28日

【特別展「始皇帝と大兵馬俑」キッズ・デー関連イベント　オ
リジナルワークシートの配布】
クイズなどに答えて、自分のワークシートを完成させる。ぬり
え付き。なくなり次第終了。

部署名:総務課
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28年7月17日
平成28年7月18日

【特別展「始皇帝と大兵馬俑」　キッズ・デー関連イベント　
ワークショップ「1万個の紙コップで作ろう！中国・兵馬俑の
世界」】
1万個の紙コップを積み上げたり並べたり、自由に兵馬俑や万
里の長城などを作ってみる。
対象：3歳以上の未就学児（要保護者同伴）、小学生

各回先着子ども
20名と同伴の保

護者

事前登録不要、
ただし当日各回
の1時間前から
整理券配布

部署名:総務課
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28年7月16日
、19日
平成28年8月23日、24
日

【特別展「始皇帝と大兵馬俑」キッズ・デー関連イベント　親
子向けミニ・レクチャー】
兵馬俑にまつわる歴史の話に加え、展覧会を見るにあたって注
目すべきポイントをわかりやすく解説する。
対象：小学生以上

各回先着130名
事前登録不要、
ただし当日先着

部署名:総務課
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28年7月23日
【こどもびじゅつあー】
午前は小学1年生～4年生、午後は小学5年生～中学3年生を対象
とした作品鑑賞ツアー

午前・午後
各10名

7月13日

部署名:総務課
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28年8月27日
平成28年8月28日

【特別展「始皇帝と大兵馬俑」キッズ・デー関連イベント　な
つやすみびじゅつあー「あなただけのちっちゃなおまもりをつ
くろう」】
特製シートで展覧会を鑑賞したあとに、小さなおまもりを作
る。
対象：小学生とその保護者

未定 8月17日

部署名:総務課
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

国立文楽劇場

平成28年7月23日(土)
～8月9日(火)
11時00分～
（7月29日(金)・8月6
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「五条橋」
「新編西遊記 GO WEST! 玉うさぎの涙」を上演します。

各回731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

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/oyako2016/bunraku.html

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年7月3日 公開講座「ダイアローグカフェin建築学科」 20名 6月24日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年7月16日 公開講座「モデルロケット講座」 12名 6月24日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年7月16日 公開講座　小学生限定『トラスブリッジ・コンテスト』 20名 7月1日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

大
阪
府

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立民族学博物館
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兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年7月24日
公開講座「折り紙建築：世界遺産を折り紙でつくってみましょ
う」

50名 7月11日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年7月24日 公開講座「ユニバーサルデザインとは何か？」 20名 7月11日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年8月5日 公開講座「セメントアートに挑戦」 20名 7月11日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年8月9日 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11日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年8月11日 公開講座【低温の世界】 15名 7月11日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年8月22・23日　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11日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年8月25・26日　
公開講座「プログラミング専用こどもパソコンIchigo Jamを
使ってロボットを作ろう」

15名 7月6日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年8月27日 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11日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

明石工業高等専門学校 平成28年8月27日 公開講座「体験しよう！地盤（土）の液状化 20名 7月11日

部署名: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
URL：http://www.akashi.ac.jp/technologycenter/openlecture

兵
庫
県

広島商船高等専門学校

主催：（社）日本船主
協会

7月23日(土)

「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/

奈
良
県

近畿農政局
南近畿土地改良調査管
理事務所

8月5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
所在地：奈良県吉野郡大淀町下渕388-1

奈
良
県

奈良工業高等専門学校 7月24日(日)

小学4年生～中学3年生、その保護者対象公開講座
「親子で学ぶプログラミング(初級・中級)」
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

初級：20組40名
中級：10組20名

7月6日(水)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校 8月 2日(火)

小学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8日(金)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校 8月 6日(土)

小学5年生～中学3年生対象公開講座
「夏休みの大実験！君だけのスーパースライムをつくろう　～
「よろず科学研究所」1日研究員大募集！！～」
ペアによるスライム作成
1日間講座

25名 7月12日(火)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校
8月1日(月)
8月2日(火)

小学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12日(火)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校 8月23日(火)

小学校4～6年生対象公開講座
「からくりをつくろう　－連理返り人形の工作－」
からり人形の一種である「連理返り人形」の簡単な工作を行
い、そのしくみを学習する
1日間講座

20名 7月29日(金)

奈
良
県

奈良工業高等専門学校
7月28日(木)
8月 3日(水)
8月 4日(木)

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20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/

奈
良
県

奈良国立博物館

平成28年7月30日
（土）
①10:30～12:00（予
定）
②13:30～15:00（予
定）

事業名：ワークショップ「文殊菩薩の透き写しと表具フレーム
作り」（仮題）
事業概要：特別展「忍性」期間中の子供無料日にあわせて親子
向けのワークショップを実施。列品室長から忍性についての解
説を行った後、子供たちに透き写しと表具作りを体験してもら
う。

小中学生とその
保護者

1回あたり
約20名

6月23日から応
募開始、先着
順、定員に達し

次第終了

部署名:総務課企画推進係
TEL:0742-22-4450
FAX:0742-26-7218
所在地:奈良市登大路町50

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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奈
良
県

奈良国立博物館

平成28年7月31日
（日）
①10:00～12:00（予
定）
②13:30～15:30（予
定）

事業名：『忍性展』子ども無料日イベント「きく！　みる！　
ふれる！　東征伝絵巻（とうせいでんえまき）」（仮称）
事業概要：唐招提寺僧侶によるiPadの映像を用いた講話、精巧
な複製絵巻に触れるという体験を通じて、忍性展に出陳される
東征伝絵巻の魅力を子供たちに体感してもらう。

小中学生とその
保護者
各回40組
80名

6月23日から応
募開始、先着
順、定員に達し

次第終了

部署名:学芸部教育室
TEL:0742-22-4464
FAX:0742-22-7221
所在地:奈良市登大路町50

奈
良
県

奈良文化財研究所
平城宮跡資料館

平成28年7月23日～8月
31日

平成28年度夏期こども展示　
『ナント！おいしい!?平城京!!－奈良の都の食事情－』

平城京に暮らした人々の食について、発掘調査成果を元にした
トピック展示を行います。現代の生活にも共通する「食」を取
り上げることで、平城京に親しみをもち、理解を深めてもらう
ことが狙いです。

部署名:研究支援推進部連携推進課広報企画係
TEL:0742-30-6753
FAX:0742-30-6750
所在地:奈良市佐紀町247-1
URL：https://www.nabunken.go.jp/heijo/museum/index.html

和
歌
山
県

和歌山県立自然博物館 平成28年7月2日
事業名：魚にエサをやろう
事業概要：魚のエサやりなど飼育業務の体験を行います。

20名
当日受付
先着順

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/

和
歌
山
県

和歌山県立自然博物館
平成28年8月18日
～19日

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 8月4日

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/

和
歌
山
県

京都大学フィールド科
学教育研究センター瀬
戸臨海実験所（白浜水
族館）

平成28年7月16日(土)
～平成28年8月31日
(水)
（③については、月・
火・水のみ）

①研究者と飼育係のこだわり解説ツアー
②バックヤードツアー
③大水槽エサやり体験

大人子供
あわせて
各10名

当日窓口で希望
者先着順

部署名:京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所事務掛
TEL:0739-42-3515
FAX:0739-42-4518
所在地:和歌山県西牟婁郡白浜町459
URL：http://www.seto.kyoto-u.ac.jp/aquarium/index.html

鳥
取
県

鳥取県庁 平成28年8月予定

事業名：土木遺産ツアー
事業概要：昔と現在の土木施設に直接触れることで、多くの子
どもたちにも土木の仕事について興味・関心をもってもらうこ
とを目的とする。

40名
（予定）

未定

部署名:県土総務課
TEL:0857-26-7676
FAX:0857-26-8190
所在地:鳥取市東町１丁目220

倉吉市立図書館

平成28年8月9日
（火）、10日（水）
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28年8月4日（木)
午前10時から11時

2人

鳥
取
県

北栄町図書館
平成28年7月下旬～8月
下旬の長期休暇

中学生の図書館ボランティアとして、書架整理や本の配架、資
料のスクラップ等の職場体験を行う。

10名 未定

部署名:北栄町図書館
TEL:0858-37-5515
FAX:0858-37-5514
所在地:北栄町由良宿803-1

鳥
取
県

鳥取大学
平成28年7月30日
（土）

■事 業 名：きみもなろう！「砂漠博士」
■事業概要：小学生向けの体験型イベントとして実験体験等を
実施する。また「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

平成28年7月29
日(金)

予定人数に達し
た場合は締め切
る場合がありま

す。

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

鳥
取
県

鳥取大学
平成28年8月10日
（水）

■事業名：ふれてみる不思議な電気の世界2016
■事業概要：科学を身近なものと認識するため，小中高生を対
象にした電気・情報に関係する体験講座を実施する。

小学生
30～40名

未定

部署名:工学部電気情報系学科
TEL:0857-31-5247
FAX:0857-31-0880
所在地:鳥取市湖山町南4丁目101
URL:http://eecs.tottori-u.ac.jp/

鳥
取
県

鳥取大学
平成28年7月23日
（土）（仮）

■事業名：第14回鳥大ものづくり教室
■事業概要：工作機械体験を含む親子参加型の工作教室

小学校高学年
15組

未定

部署名:工学部ものづくり教育実践センター
TEL:0857-31-5909
FAX:0857-31-5909
所在地:鳥取市湖山町南4丁目101

鳥
取
県

鳥取大学
平成28年8月19日
（金）

■事業名：ひらめき☆ときめきサイエンス
■事業概要：「小学生集まれ！英語、科学、ものづくりから創
造的コミュニケーションにチャレンジ！」という国際的な環境
の中で科学や「ものづくり」の発想や創造する楽しみを体験す
るイベントを実施する。

小学5,6年生
20名

平成28年
8月9日（火）

部署名:技術部
TEL:090-1180-2746
FAX:0857-28-7899
所在地:鳥取市湖山町南4丁目101

鳥
取
県

鳥取大学

2日コース
平成28年8月9日
（火）、10日（水）

1日コース
平成28年8月10日
（水）

■事業名：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！－

■事業概要：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る。
当日は、三朝温泉の温泉水の放射の測定、自作の霧箱で放射線
の飛跡の観察を行う。

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28年
7月29日
（金）

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

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
7/25（月）
～8/5（金）

「消費者の部屋」において子ども向け展示を実施
（内容は確定次第HP上で告知）

ー ー

部署名:中国四国農政局　消費・安全部　消費生活課
TEL:086-224-9428
FAX:086-224-4530
所在地:岡山県岡山市北区下石井１－４－１

岡
山
県

中国四国農政局 8/10（水）
「夏休み子ども消費者の部屋」
（内容は確定次第HP上で告知）

未定 未定

部署名:中国四国農政局　消費・安全部　消費生活課
TEL:086-224-9428
FAX:086-224-4530
所在地:岡山県岡山市北区下石井１－４－１

岡
山
県

国立研究開発法人 森
林総合研究所 林木育
種センター 関西育種
場

8月7日(日)

森林とのふれあい2016（一般公開）
育種場のPR及び樹木に親しんでもらうことを目的として、展示
コーナー、木工クラフト、リース作り、森の迷路、漢字クイ
ズ、丸太切りを予定。

－ －

部署名：連絡調整課
TEL：0868-38-5138
FAX：0868-38-5139
所在地：岡山県勝田郡勝央町植月中1043
URL：http://www.ffpri.affrc.go.jp/kaniku/index.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（本にブックコートをかける）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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地
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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

岡
山
県

岡山県庁 平成28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22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

岡山大学 平成28年8月10日(水)
事業名：小学生のための工学実験教室2016
事業概要：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。

56名 7月12日

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:岡山県岡山市北区津島中3-1-1
URL：http://tech.eng.okayama-u.ac.jp/jikken/

岡
山
県

岡山大学
平成28年8月20日(土)
～
平成28年8月22日(月)

事業名：岡山大学工学部展・日本化学会中国四国支部ミニ化学展
合同フェア(仮称)

事業概要：小中高生とその保護者に，工学や化学に興味を持っても
らうことを目的として，岡山大学工学部と日本化学会中国四国支部
が共同で，工学や化学に関する体験型のデモや展示を行う．

部署名:自然系研究科等総務課
TEL:086-251-8004
FAX:086-251-8021
所在地:岡山県岡山市北区津島中3-1-1

岡
山
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成28年8月
(日程調整中)

事業名：国立天文台岡山天体物理観測所特別観望会
事業概要：188cm望遠鏡を使用した天体観望会

80 名 未定

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
URL：http://www.oao.nao.ac.jp/

広
島
県

国立研究開発法人水産
研究・教育機構瀬戸内
海区水産研究所

7月30日（土）
研究所の一般公開
タッチプール、海藻押し葉、ロープワーク、講演など。

－ －

部署名:瀬戸内海区水産研究所
TEL:0829-55-0666
FAX:0829-54-1216
所在地:広島県廿日市市丸石2-17-5

広
島
県

呉工業高等専門学校
7/2（土）
13：00～15：00

事業名：公開講座
事業概要：夏目漱石とロマンチシズム─「幻影の盾」「夢十
夜」を読む─

30名 6月22日

部署名:総務課企画広報係
TEL:0823-73-8202
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
7/10（日）
10：00～11：30

事業名：公開講座
事業概要：海外旅行で役立つ英語～これだけは知っておきたい
～

20名 6月29日

部署名:総務課企画広報係
TEL:0823-73-8202
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

7/30（土）
9：30～12：00（午前
の部）
13：30～16：00（午後
の部）

事業名：公開講座
事業概要：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

各20名 7月20日

部署名:総務課企画広報係
TEL:0823-73-8202
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 平成28年7月31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22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
8/6(土）
10：30～12：30

事業名：公開講座
事業概要：模型で考える地震につよい木造住宅

20名

部署名:総務課企画広報係
TEL:0823-73-8202
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
8/7（日）
13：00～16：30

事業名：公開講座
事業概要：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27日

部署名:総務課企画広報係
TEL:0823-73-8202
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
8/20（土）
13：00～15：00

事業名：公開講座
事業概要：環境都市シリーズ第３回
水をキレイに簡単な装置を作ってみよう

20名 8月10日

部署名:総務課企画広報係
TEL:0823-73-8202
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
8/25（木）
13：00～16：00

事業名：公開講座
事業概要：3Dプリンタでキーホルダーを作ってみよう！

15名 8月15日

部署名:総務課企画広報係
TEL:0823-73-8202
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

8/27（土）
9：30～12：00（午前
の部）
13：30～16：00（午後
の部）

事業名：公開講座
事業概要：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

各20名 8月17日

部署名:総務課企画広報係
TEL:0823-73-8202
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

広島商船高等専門学校

主催：（社）日本船主
協会

6月18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5日(火)

「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

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23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4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：三原市
7月23日(土)【予定】

「浜辺の環境学習教室」
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を目的として，海
に生きるプランクトンを小型高速艇での採取、顕微鏡での観察
会、環境教室等を行う。

- -

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/
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広
島
県

広島商船高等専門学校 7月30日(土)

「商船学科公開講座～あつまれ船長・機関長！2016～」　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20日～7月13
日【予定】

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6日(土),7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/

山
口
県

国立研究開発法人
水産研究･教育機構
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】
7/09-7/17　ロープの結び方
7/18-7/26　エビ・カニ
7/27-8/04　いろいろな魚の食べ物
8/05-8/13　海藻おしばアート
8/14-8/22　熱の伝わり方を調べてみよう
8/23-8/31　不思議な生き物イカ

－ －

部署名:国立研究開発法人水産研究･教育機構
       水産大学校業務推進課
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

山口大学
①2016/8/2
②2016/8/3

夏休みジュニア科学教室
①40人
②50人

未定

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

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、下水道施設の見学会を
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

徳島県立中央テクノス
クール

7月28日（木）
午前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
30人

7月21日（木）
徳島県立中央テクノスクール
088-678-4690

徳
島
県

とくしま県民活動プラザ
（県民環境政策課分室）

7月24日（日）

子どもが生き生きとはたらくまち「うずっこタウン」
・小学校3年生～6年生及び中学生、高校生を対象に、県内の社会
貢献活動を行っている団体（NPOやボランティア団体、企業等）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
門家と共に活動する体験を通して、社会貢献活動の内容やその重
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、
中学生及び高校

生
計100人

申込期間
6月19日（日）～
7月10日（日）

（特非）とくしま県民活動プラザ
088-664-8211

徳
島
県

徳島県政策創造部
地方創生局地域振興課

未定
「子どもプログラミング体験講座」
・小学3年生以上の子どもを対象に徳島市・県南部・県西部の会場
でプログラミング体験講座を実施する。

15名程度
（各会場共通）

7月中旬
徳島県政策創造部
地方創生局地域振興課
088－621－2725

徳
島
県

動物愛護管理センター
7/23(土),7/31(日),
8/3(水)
9:00～15:00

「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、動物の餌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(金)から
郵便ハガキにて

申し込み

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10日(水)
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
申し込み

徳島県動物愛護管理センター
088-636-6122
（8:30～17:15）

徳
島
県

徳島県企業局
経営企画戦略課

8月21日（日）・28日（日）

「とくしま自然エネルギー探検隊」
徳島県企業局では、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「とくしま自然エネルギー探
検隊」バスツアーを開催します。
この事業は、企業局の事業や取組を県民の方々に広く知っていた
だくとともに、「地球にやさしいエネルギー」として今後更に活躍する
「太陽光発電」や「水力発電」の仕組みを見て、エネルギーや環境
問題について関心の芽を育んでいただくことを目的として実施する
ものです。
（見学施設：エコみらいとくしま、マリンピア沖洲太陽光発電所、川口
ダム、川口発電所、小型風力発電設備）

小・中学生と付
添者

定員　
各40名程度

（申込多数の場
合は抽選）

7月中旬頃
（7月中に募集

開始予定）

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
建設管理課
建設業振興指導室

未定
「インフラツーリズム」
・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
学生は高学年が
対象で保護者同

伴）20名程度

未定
徳島県県土整備部建設管理課建設振興指導室
088－621－2523

徳
島
県

徳島県教育委員会学校
教育課

7月28日（木）
8:00～17:00

「ALTとともに徳島を学ぶディキャンプ事業」
県央部
外国語指導助手（ALT）とともに英語によるコミュニケーションの楽し
さを実感しながら，徳島の歴史，文化等を体験する

県内の公立小学
校に通う5，6年

生児童30名

はがきで応募
6月22日（水）当

日消印有効

徳島県教育委員会学校教育課
088－621－3206

徳
島
県

徳島県教育委員会学校
教育課

8月3日（水）
8:00～17:00

「ALTとともに徳島を学ぶディキャンプ事業」
県南部
外国語指導助手（ALT）とともに英語によるコミュニケーションの楽し
さを実感しながら，徳島の歴史，文化等を体験する

県内の公立小学
校に通う5，6年

生児童30名

はがきで応募
6月22日（水）当

日消印有効

徳島県教育委員会学校教育課
088－621－3206

徳
島
県

徳島県教育委員会学校
教育課

8月5日（金）
8:00～17:00

「ALTとともに徳島を学ぶディキャンプ事業」
県西部
外国語指導助手（ALT）とともに英語によるコミュニケーションの楽し
さを実感しながら，徳島の歴史，文化等を体験する

県内の公立小学
校に通う5，6年

生児童30名

はがきで応募
6月22日（水）当

日消印有効

徳島県教育委員会学校教育課
088－621－3206

徳
島
県

徳島県立総合教育セン
ター
生涯学習支援課

7月24日（日）
8月7日（日）
8月27日（土）
～28日（日）

「『父親力』ルネサンス推進講座」 
　
　・小学3年生から5年生の子どもと男性の保護者を対象に、「親子
でのワークショップ」、「佐那河内いきものふれあいの里での自然観
察」、「牟岐少年自然の家での体験活動（1泊2日）」を実施する。

小学校3年生～
5年生の子どもと
男性の保護者定

員30組

7月13日
（募集〆切）

徳島県立総合教育センター
生涯学習支援課 
088－672－5400
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徳
島
県

徳島県立総合教育セン
ター
生涯学習支援課

8月中 「ファミリー体験プロジェクト出張講座」にて科学体験を実施
小学生・保護者

（定員未定）
未定

徳島県立総合教育センター
生涯学習支援課 
088－672－5400

徳
島
県

徳島大学理工学部 平成28年8月6日，7日

事業名：科学体験フェスティバル in 徳島
事業概要：理工学部の各コース等，後援団体，企業等が各々
ブース（約50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/

香
川
県

香川高等専門学校
詫間キャンパス

平成28年8月7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

香
川
県

香川高等専門学校
高松キャンパス

8月20日(土)
午前

高松キャンパス　オープンキャンパス 制限なし
申込不要
自由参加

部署名:学務課入試係
TEL:087-869-3866
FAX:087-869-3839
所在地:香川県高松市勅使町355

香
川
県

三豊市少年少女発明クラブ 7月2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2日(土）
事業名：未来の科学絵画教室(2)
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

香
川
県

三豊市少年少女発明クラブ 7月16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 7月16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 8月6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6日(土）
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7日(日）
事業名：みとよロボコン2016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27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6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27日(土）
事業名：みとよロボコン2016事前説明会(2)
事業概要：三豊市主催のみとよﾛﾎﾞｺﾝ2016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28日(日）
事業名：みとよﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ2016
事業概要：三豊市主催のみとよﾛﾎﾞｺﾝ2016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

愛
媛
県

愛媛県庁 平成28年7月25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・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

愛媛大学 及び 大学間
連携共同教育推進事業
「西日本から世界に翔
たく異文化交流型リー
ダーシッププログラム
（UNGL）」

平成28年
8月17日
8月18日

事業名：やりたい仕事創造学校
事業概要：実社会の第一線で働くプロフェッショナルを講師に
迎え、中学生と大学生が共にキャリアについて考える研修企
画。

現在企画中 現在企画中

部署名:教育企画室
TEL:089-927-8900
FAX:089-927-8922
所在地:松山市文京町３

愛
媛
県

愛媛大学
平成28年
8月6日～8月10日

事業名：昆虫展2016
事業概要：昆虫を通じ自然や環境、生物について理解を深める
催し。愛媛大学生および附属高校生主体で企画・運営し、普段
は非公開の標本収蔵室も一般公開することから、大学や博物館
について知る機会にもなる。

－ －

部署名:愛媛大学ミュージアム
TEL:089-927-8293 FAX:なし
所在地:愛媛県松山市文京町3　愛媛大学　城北キャンパス
URL：https://www.ehime-u.ac.jp/overview/facilities/museum/

愛
媛
県

愛媛大学
平成28年
7月30日
8月6日

事業名：えひめ特別科学授業
事業概要：将来、教師を目指す愛媛大学の大学院生や大学生が
先生となって、小学生・中学生を対象に、科学特別授業を行い
ます

30名 実施2週間前

部署名:教育学部
TEL:089-927-9434
所在地:愛媛県松山市文京町3番
URL：https://www.ehime-u.ac.jp
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愛
媛
県

愛媛大学
平成28年
8月20日
8月21日

事業名：親子で楽しむ科学実験

小学校4・5・6
年の児童とその
保護者　※両日
とも約90組

7月19日（火）
正午より受付開
始（先着順）

部署名:愛媛大学理学部
所在地：〒790-8577　松山市文京町2番5号
URL:http://www.sci.ehime-u.ac.jp/other/event.html
E-mail: oyako2016ehimeu@gmail.com

8月10日（水）
 ～11日（木）
 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1,000人

6月24日
（金）

部署名:学生課
TEL:0897-37-7724,7725
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/

1．8月26日（金）
2．8月27日（土）　
 9：30～12：00
13：30～16：00

「ものづくりフェスタin松山2016」
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220人

7月22日
（金）

部署名:学生課
TEL:0897-37-7724,7725
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（水）～
8月31日（水）

夏休み木工教室
特に制限なし
（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

とさっ子タウン実行委
員会事務局

平成28年
8月20日・21日

○子どもが市民となり架空のまちを運営する。市役所、税務
署、銀行、ハローワーク、新聞社や飲食関係の仕事、創作関係
や娯楽関係の仕事があり、専門家から仕事を教わりながら体験
をする。

400名 7月22日

部署名:認定NPO法人NPO高知市民会議
TEL:088-820-1540
FAX:088-820-1665
所在地:高知県高知市鷹匠町2-1-43
URL：http://tosacco-town.com/

福
岡
県

FUKUOKAみらいフェス
タ2016実行委員会

平成28年7月下旬～9月
下旬

事業名：第8回FUKUOKAみらいフェスタ2016～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。

7月15日

AIE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
E-mail：sya@aie-kyushu.com

福
岡
県

九州工業大学 7月18日

【事業名】
　高大連携課題研究発表会　in　北九州2016
【事業概要】
　高校生の研究発表会や高校生・大学生と一緒に楽しく科学実験
やロボット操作など様々な科学技術体験ができます。

部署名：理数教育支援センター
TEL：093-884-3696
FAX：093-884-3697
URL：https://www.sec.kyutech.ac.jp/evnt.html

福
岡
県

九州工業大学 7月23日

【事業名】
　第11回九工大わくわく科学教室「手作りカメラで夏やすみの思い
出を撮ろう！」
【事業概要】
　オリジナル箱カメラを作ってカメラの仕組みや原理を勉強しよう！

20名 7月4日
部署名：理数教育支援センター
TEL：0948-29-7527
FAX：0948-29-7519

福
岡
県

九州工業大学 8月4日

【事業名】
　第85回九州工業大学ジュニア・サイエンス・スクール「見て触れて
楽しもう！北九州工学体験工房」
【事業概要】
　複数の実験を通じて、ものづくりの基礎やエネルギー技術の基礎
となる機械工学の世界を体感できます。

40名 7月24日

部署名：理数教育支援センター
TEL：093-884-3696
FAX：093-884-3697
URL：https://www.sec.kyutech.ac.jp/evnt.html

福
岡
県

有明工業高等専門学校 8月21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2016」

小学校5・6年生
及び中学生2～4
名×30チーム

（6月16日
（木）～）7月4
日（月）

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20日（土）～21日
（日）

オープンカレッジ2016 － －

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

九州国立博物館

平成28年7月23日
（土）
平成28年7月24日
（日）
両日とも11：00～15：
00

「いこうよ！あじっぱ夏祭り」
アジアやヨーロッパの国々の文化を身近に感じることができる
体験プログラムを用意しています。

部署名:交流課
TEL:092-929-3294
FAX:092-929-3980
所在地:福岡県太宰府市石坂4-7-2
URL：http://www.kyuhaku.jp

佐
賀
県

共同利用・共同研究拠
点
佐賀大学海洋エネル
ギー研究センター

平成28年7月16日

事業名：海洋エネルギー研究センター2016オープンラボ（施設
見学会）
事業概要：海の温度差、波や潮流などから発電を行う仕組みや
研究設備の紹介、海洋エネルギーに関する公開講座、全国の小
中学生が応募した海エネ絵葉書コンテスト作品展示、燃料電池
車の展示・試乗などを行います。

部署名:佐賀大学海洋エネルギー研究センター
TEL:0955-20-2190
FAX:0955-20-2191
所在地:佐賀県伊万里市山代町久原字平尾1-48
URL：https://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/

長
崎
県

長崎大学 平成28年8月1日

事業名：「世界モスキートディ ～蚊と蚊がもたらす病気を知
ろう～ 蚊学入門」
事業概要：蚊の専門家による授業型のイベント。蚊のこと、蚊
がもたらす病気のこと、蚊のもたらす病気に苦しむ人たちのこ
と…そして、そのような病気のない健康な暮らしのためにでき
ることは？みんなで楽しく学びます。

部署名:長崎大学熱帯医学研究所フィラリアNTD室(担当：馬場)
TEL:095-819-8589
所在地:長崎市坂本1-12-4
URL：http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/lf-ntd/index.html

長
崎
県

長崎大学 平成28年8月5日

事業名：「世界モスキートディ ～蚊と蚊がもたらす病気を知
ろう～ 蚊学教室」
事業概要：蚊について学ぶ実習型のイベント。キャンパスを歩
いて蚊の生息地を探したり、顕微鏡で生きている蚊の観察し
て、蚊のことを学んでみませんか？蚊と蚊が運ぶ病気のことを
学んで、蚊博士になろう！

小中学生30名程
度

7月15日

部署名:長崎大学熱帯医学研究所フィラリアNTD室(担当：馬場)
TEL:095-819-8589
所在地:長崎市坂本1-12-4
URL：http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/lf-ntd/index.html

長
崎
県

長崎大学病院 平成28年8月8日

事業名：長崎大学病院キッズセミナー
事業概要：医師や看護師からの講話と質疑、シミュレーター実
習（心音・呼吸音診察、骨折処置、救命処置、手術）を体験し
てもらい、子どもたちに医療への興味啓発を行う。

50名
平成28年
6月1日
～7月3日

部署名:医療教育開発センター
TEL:095-819-7881
FAX:095-819-7882
所在地:長崎県長崎市坂本１－７－１

長
崎
県

佐世保工業高等専門学校

平成28年7月23日

　　　から

平成28年8月26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

各講座により募
集人数が異なる

全講座
 計 192名

実施講座により
異なる

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/

熊
本
県

熊本大学医学部附属病院

8月末開催を目指し、
震災に遭った益城町の
中学校と日程調整を行
います。

事業名：“熊大版医療職体感ツアー2016”

事業概要：今回の熊本地震で特に被害が大きかった益城町の中
学生に、臨床工学技士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学
療法士等の医療職業務の体感を通じて、震災による将来への不
安の解消と職業選択の動機付けを行うもの。

益城町の益城中
学校と木山中学
校より、それぞ
れ20名。計40名

を予定。

7月末
部署名:医療技術部　ＭＥ機器センター
副センター長　芦村浩一
TEL:096-373-7127

愛
媛
県

新居浜工業高等専門学
校
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事前登録が必要な場合

大
分
県

大分県教育庁

6月25日（土）～2月19
日（日）9:30-～17:00
※休館日等の詳細につ
いてはHP参照

【子ども科学体験推進事業】
1 大分市ガレリア竹町にある「少年少女科学体験スペースO-
Labo」における科学体験講座
2 県内各地で実施するO-Labo出前講座
3 企業・大学等を会場とした訪問講座
4 その他、O-Labo施設内の常設展示企画展及び科学関係図書の
設置

1講座16名
※HP参照

※HP参照

部署名:社会教育課
TEL:097-506-5526
FAX:097-506-1798
所在地:〒870-8503 大分市府内町3-10-1
URL：http://www.o-labo.jp

大
分
県

大分工業高等専門学校 平成28年7月31日
事 業 名：「ラジオを作って電波の不思議を体験しよう」
事業概要：音が小さいけど電池を使わないラジオと，電池を
使ってとってもよく聞こえるラジオを作ります。

20人 7月24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28年8月22日
事 業 名：「ラジオを作ろう」
事業概要：簡単な工作でラジオを作成します。

15人 8月15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28年8月23日
～
平成28年8月29日

事 業 名：「アイディア対決ブリッジコンテスト」
事業概要：バルサ材を使用して，アイディアを生かした橋の模
型を制作し，橋の強度・デザイン・美しさを競います。

20人 8月16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28年8月27日
～
平成28年8月28日

事 業 名：「スマホスタンドを製作しよう！」
事業概要：スマホを置くスタンドを自由製作します。
3DCADを用いデザインし，加工は3Dプリンタやウォータジェッ
ト加工機で製作します。

10人 8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28年8月29日
事 業 名：「GPS時計を作ろう」
事業概要：GPSを利用したデジタル時計を製作します。

10人 8月22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28年8月30日

事 業 名：「世界に一つだけの雑貨～コンクリートの不思議
～」
事業概要：コンクリートの不思議を学びながら，カラフルセメ
ントで世界に一つだけのオリジナル雑貨をつくります。

15人 8月23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28年8月下旬
事 業 名：「LEDで光る看板を作ろう」
事業概要：アクリル板やLEDを使って任意の絵が光る看板を製
作します。

10人 8月24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/

宮
崎
県

宮崎大学

平成28年7月27日（1回
目）
平成28年8月24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28年8月5日

「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28年8月4日

「小学生のための太陽電池講座」
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）
7月22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

宮崎大学 平成28年8月5日

「いまさら聞けない太陽電池」
　クリーンエネルギーである太陽電池について、種類や原理は
もちろんのこと、導入についてもわかりやすく説明します。さ
らに、新しいCIS太陽電池や集光型太陽電池についてご紹介し
ます。
　太陽電池の仕組みについて知りたい方、これから導入を考え
ている方など幅広い知識が得られる講座となっております。

中学生以上・一
般　50名程度

7月22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

宮崎大学 平成28年8月6日

「親子で学ぶ太陽電池」
　太陽電池のしくみについて学びます。実験（工作）では、身
近なものを使って光を分解させる道具を作り、光に含まれてい
る色を調べます。
　また、大学内にある集光型太陽電池等の施設見学も予定して
おります。夏休みに親子での思い出作りや自由研究にも活用し
てもらえるような内容となっております。

小学4年生以上
の子どもとその
保護者20名程度

7月22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
平成28年
7月24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

平成28年
7月26日（火）、
7月27日（水）、
7月28日（木）、
8月 1日（月）、
8月 2日（火）、
8月 3日（水）
（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。「足が速
くなりたい」・「運動会などに向けて速く走るコツをまなびた
い」など、走ることをわかりやすく、ていねいに指導します。

20名
（小学校3～6年

生）

6月1日～
7月12日

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
平成28年
7月31日（日）
第2回
平成28年
8月21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。簡単な道具を使って作品を製作することに
より、機械工作の楽しさを体験することができます。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
さと難しさを体験しませんか！

各15名
（中学生）

第1回
6月13日～
7月15日
第2回

6月13日～
8月5日

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
平成28年
8月3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
（中学生）

6月1日～
7月19日

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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宮
崎
県

都城工業高等専門学校
平成28年
8月4日（木）

事業名：クリップモーターをつくろう
事業概要：モーターや自然エネルギーについて学びませんか？
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
（小学校4年生
～中学生）

6月13日～
7月21日

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

平成28年
8月20日（土）
午前の部　午前10時～
12時
午後の部　午後1時30
分～3時30分

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。ものづくりの楽しさを体験しませんか？

各15名程度
（小学生・中学

生）

7月1日～
8月5日

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
平成28年
8月21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。ものづくりの楽しさや達成感を体験しませんか？
親子でご参加ください。

10組程度
（小学生・中学

生）

7月1日～
8月5日

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
平成28年
8月24日（水）

事業名：どうしてルールを守らなくてはならないのか　中学生
のための法学入門
事業概要：ガクモンの最前線で活躍する研究者による中学生の
ためのプログラム。「世の中のルールが気になる」、「法律や
憲法をもっと知りたい」中学生の疑問に答えます。夏休みの自
由研究にも。
（独立行政法人日本学術振興会　平成28年度ひらめき☆ときめ
きサイエンス採択事業）

25名
（中学生）

7月1日～
8月1日

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28年8月3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、霧箱の実験等を行う。

30名 7月29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

・鹿児島大学理学部
・国立天文台
・鹿児島県薩摩川内市

平成28年8月7日(日)

鹿児島大学入来牧場内に設置された国立天文台VERA望遠鏡と鹿
児島大学1m光赤外線望遠鏡、牧場の施設公開。主催は薩摩川内
市,国立天文台、鹿児島大学が中心となった八重山高原星物語
実行委員会。

1,000名

部署名:鹿児島大学理学部
TEL:099-285-8973
FAX:099-285-8011
所在地:鹿児島市郡元一丁目21番35号

鹿
児
島
県

鹿児島大学水産学部 平成28年7月30日(土)

普段はなかなか体験できない、鹿児島の海へ親子でご招待しま
す。練習船南星丸で錦江湾へ繰り出し、水産学部で行っている
フィールド調査を体験していただきます。錦江湾の不思議を科
学の目で確認しましょう！

24名 6月30日(木)

部署名:水産学部総務係
TEL:099-286-4111
FAX:099-286-4015
所在地:鹿児島市下荒田四丁目50番20号
URL:http://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/

鹿
児
島
県

鹿児島大学大学院理工
学研究科技術部

平成28年7月12日(火) 犬迫小学校出前授業

部署名:理工学研究科技術部
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40号

鹿
児
島
県

鹿児島大学大学院理工
学研究科技術部

平成28年8月9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」
中学生・高校生を対象に、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」（中学生及び高校生
を対象）、②「リハビリロボットについて学ぼう！～ロボット
プログラミング体験～」（中学生のみ対象）、③「光って何？
～ブラックライトを作って遊ぼう～」（中学生のみ対象）の3
テーマを実施します。

中学生
高校生
計75名

①25名
②21名
③30名

6月28(火)
～

7月8(金)

部署名:理工学研究科技術部
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40号
URL:http://www-tech.eng.kagoshima-u.ac.jp/?H280809_Hirameki

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

７月下旬
モノが削れるふしぎをスーパースローで見てみよう
―高速度カメラで覗く「削り」のメカニズム―

5 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

７月下旬
ロボット制御を体験しよう
－レゴブロックによるロボットづくりとコンピュータ制御－

8 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

7月下旬～9月
ミクロの世界をのぞこう！！
～さわれる？！見えない世界～

6 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

7月下旬～8月
リモコン戦車（バトルタイタン）
を組み立てて電子制御を知ろう

8 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

土日あるいは中学校の
夏休み期間の平日

女子限定！小学生・中学生のための
テクノ手芸・デザイン教室
（鹿児島会場：ソフトプラザ鹿児島）

12 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

土日あるいは中学校の
夏休み期間の平日

女子限定！小学生・中学生のための
テクノ手芸・デザイン教室
（霧島会場：本校）

12 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

夏休み期間の平日
離島小中学生への電力教室
（会場：西之表市立種子島中学校）

8 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

8月
「スターリングエンジンの製作講座」
  －ビー玉や空き缶でエンジンを作ろう－

5 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1
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鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

夏休み期間の平日
いろんな電気素子を使ってLEDをいろんなふうに光らせてみよ
う

15 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1

鹿
児
島
県

鹿児島工業高等専門学
校

8月 プログラミングに挑戦！ 5 未定

部署名:学生課教務係
TEL:0995-42-9014
FAX:0995-43-2584
所在地:霧島市隼人町真孝1460-1

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28年8月29日

8月29日に開催する「鹿児島高専の日2016」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、科学実験体験やロボット等の展示及び学校紹介を行っ
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28年7月17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28年8月
(日程調整中)

事業名：八重山高原星物語
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/

沖
縄
県
豊
見
城
市

漫湖水鳥・湿地セン
ター管理運営協議会

平成28年8月6日

事業名：セミ博士の部屋
事業概要：知っているようで意外と知らないセミの生態につい
て研究する研究室。実際にセミや抜け殻を採取してきて、虫眼
鏡などを使って研究します。

30名 定員になり次第

部署名:漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121
FAX:098-840-5118
所在地:沖縄県豊見城市字豊見城982
URL：http://www.manko-mizudori.net/

沖
縄
県
豊
見
城
市

漫湖水鳥・湿地セン
ター管理運営協議会

平成28年8月7日

事業名：カメ博士の部屋
事業概要：漫湖でも問題になっている外来種のミドリガメ。で
も、ミドリガメって本当に悪者なの？沖縄在来種のカメと比較
しながらカメの生態について話します。

30名 定員になり次第

部署名:漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121
FAX:098-840-5118
所在地:沖縄県豊見城市字豊見城982
URL：http://www.manko-mizudori.net/

沖
縄
県
豊
見
城
市

漫湖水鳥・湿地セン
ター管理運営協議会

平成28年8月13日
事業名：漫湖のカニ探検隊
事業概要：漫湖に生息するカニの生態を探る観察会。干潟に降
りてシオマネキの仲間や貝などを実際に採取し観察します。

20名 定員になり次第

部署名:漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121
FAX:098-840-5118
所在地:沖縄県豊見城市字豊見城982
URL：http://www.manko-mizudori.net/

沖
縄
県
豊
見
城
市

漫湖水鳥・湿地セン
ター管理運営協議会

平成28年8月14日

事業名：泥の中のいきものたち
事業概要：普段見ることの出来ない泥の中の生きもの生態を探
る観察会。干潮時に出現する広大な泥干潟の上をガタスキーを
使って移動し、泥の生きものの採取や観察を行います。

20名 定員になり次第

部署名:漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121
FAX:098-840-5118
所在地:沖縄県豊見城市字豊見城982
URL：http://www.manko-mizudori.net/

沖
縄
県
豊
見
城
市

漫湖水鳥・湿地セン
ター管理運営協議会

平成28年8月19日

事業名：月夜とカニの観察会
事業概要：満月の夜、満潮に合わせて産卵するオカガニの様子
を探る観察会。オカガニの産卵をそっと見守り、一緒に満月の
観察も行います。

20名 定員になり次第

部署名:漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121
FAX:098-840-5118
所在地:沖縄県豊見城市字豊見城982
URL：http://www.manko-mizudori.net/

沖
縄
県
豊
見
城
市

漫湖水鳥・湿地セン
ター管理運営協議会

平成28年8月20日

事業名：マングローブ染め工房
事業概要：汽水域という限られた環境に生えるマングローブの
樹皮を使った、染めものの実験を行う研究室。マングローブを
使って、色々なものを染めて研究します。

30名 定員になり次第

部署名:漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121
FAX:098-840-5118
所在地:沖縄県豊見城市字豊見城982
URL：http://www.manko-mizudori.net/

沖
縄
県
豊
見
城
市

漫湖水鳥・湿地セン
ター管理運営協議会

平成28年8月21日

事業名：カニＤＥロボコン部
事業概要：漫湖で一番人気のカニ。よく見るとカニの動きには
たくさんの秘密が詰まっています。オリジナルロボットで再現
しながらカニの体のつくりを学びます。

親子10組 定員になり次第

部署名:漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121
FAX:098-840-5118
所在地:沖縄県豊見城市字豊見城982
URL：http://www.manko-mizudori.net/

沖
縄
県
豊
見
城
市

漫湖水鳥・湿地セン
ター管理運営協議会

平成28年8月27日

事業名：ナイトウォーク
事業概要：漫湖の生き物たちの夜の活動の様子を探る観察会。
夜行性のカニや豊見城城址から飛んでくるコウモリなどに出会
えます。

20名 定員になり次第

部署名:漫湖水鳥・湿地センター
TEL:098-840-5121
FAX:098-840-5118
所在地:沖縄県豊見城市字豊見城982
URL：http://www.manko-mizudori.net/

沖
縄
県

琉球大学 7月開催予定

公開講座：水素のチカラ～水素を作る、貯める、使うを体験し
よう～

子供から大人まで幅広い年齢層に「水素教育」なるものを提供
することを趣旨とする。

30名
市民一般、小中

高校生

6月以降受付開
始

部署名:地域連携推進機構　生涯学習推進部門
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 7月～8月開催予定

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:地域連携推進機構　生涯学習推進部門
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28年7月24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）

5月27日～
7月15日

部署名:地域連携推進機構　生涯学習推進部門
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28年7月30日(土)
 9:00～16:00

公開講座：敵か味方か！利用し合う動物と植物

この講座では、目に見えない植物と動物の攻防をいろいろな方
法で見てみましょう。

15名
市民一般（小中
高校生も可）

6月6日～
7月25日

部署名:地域連携推進機構　生涯学習推進部門
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28年8月6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:地域連携推進機構　生涯学習推進部門、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/
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地
域

機関等名 日程 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

沖
縄
県

琉球大学
平成28年8月6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:地域連携推進機構　生涯学習推進部門、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28年8月6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:地域連携推進機構　生涯学習推進部門、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28年8月12日(金)
 9:30～13:00

公開講座：3歳児からの子どもシェフクラブ（中学生：第2期
生）
ラクラク簡単栄養満点! 部活動生徒のお弁当づくり!

中学生にあったお弁当づくりを身近な学校給食から紹介しま
す。

中学生
8名

6月17日～8月5
日

部署名:地域連携推進機構　生涯学習推進部門
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.ercll.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成28年8月13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:地域連携推進機構　生涯学習推進部門、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28年8月13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:地域連携推進機構　生涯学習推進部門、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28年8月13日
（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:地域連携推進機構　生涯学習推進部門、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28年8月20日
（土）10：30～16：00

公開講座：身近な海を楽しもう～サンゴ礁の生物塾

理学部生物系教員による海の生物や環境にまつわる座学形式の
講義と実地での磯歩き観察を組み合わせた講座を通して、沖縄
の身近なサンゴ礁について、より深く、楽しく学ぶ機会を提供
します

12名
移動手段（自家
用車）があり、
終日参加が可能
な方、未成年者
の場合は小学生
以上とし原則保
護者同伴での参
加が可能な方

6月27日～8月15
日

部署名:地域連携推進機構　生涯学習推進部門
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.ercll.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

琉球大学
平成28年8月28日(日)
13:00～17:00

公開講座：琉大物理公開講座10周年〜物理の魅力を教えます〜　

対象は中学生以上としていますが、講座の後半の実験実演パー
トは、それ以下のこどもでも楽しめます（途中参加も可）。

50名
事前申し込み不

要

部署名:地域連携推進機構　生涯学習推進部門、理学部
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.ercll.u-ryukyu.ac.jp/

沖
縄
県

自然科学研究機構
国立天文台

平成28年8月7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28年8月7日～
平成28年8月14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28年8月6日～
平成28年8月14日

事業名：4D2U上映
事業概要：宇宙の立体映像4D2Uの上映等

- -

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28年8月11日～
平成28年8月14日

事業名：移動プラネタリウム
事業概要：移動プラネタリウム上映（4mドーム）

- -

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28年8月
(日程調整中)

事業名：親子映画会
事業概要：「おかえり、はやぶさ」上映

- -

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28年7月3日
事業名：お天気教室
事業概要：空と星のお話、工作など

- -

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

国立劇場おきなわ
平成28年8月6日(土)
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
「万歳敵討」を上演します。

578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=daysearch&ID
=1551

沖
縄
県

国立劇場おきなわ

平成28年7月30日(土)
～
7月31日(日)
9時30分～12時30分

「劇場バックステージツアー」
舞台設備の見学や体験、組踊の実演家を講師とした組踊ワーク
ショップでの組踊体験等ができます。

各日80名
（無料）※ただ
し、「親子のた
めの組踊鑑賞教
室」ほか指定公
演のチケット購

入が必要

7月15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/
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