
★ 科学技術週間行事 ★ 

  大阪科学技術センターでは、毎年、科学技術に
関し、広く一般の方々の関心と理解を深め、科学
技術の振興を図るため、科学技術週間（４月１８日
（発明の日）を含む１週間）において、文部科学省
を中心に全国展開される諸事業に呼応し、「サイエ
ンス・メイトフェスティバル」という青少年を対象とし
たイベントを実施しています。     

平成２６年度  

* 科学技術週間行事 * 

４月２０日（日） 

時間：「 楽しい科学実験＆体験」終了後 

場所： ４階４０４号室 

対象： 中学生以下 

定員： ８０名（要 ビンゴカード）  

第５５回科学技術週間行事標語「みんながしあわせになるかがくがいいな。」 

参加無料 

時間 ：１５：３０～１６：００ 場所： ４階４０４号室 

講師 ： 脇島 修 （大阪科学技術センター）   

定員 ： ８０名  （先着順） 

時間 ： １３：００～１４：００  

場所：地下１階 Ｂ１０１号室 

講師 ：深田晃二技術士 

定員 ： ３０名  （先着順）  

対象 ：小学１年生～６年生 

   ビンゴ大会  

●魚つり  ●空気砲 ●ミニボウリング 
●風力発電 ●真空実験  

日時：４月２０日（日）１０：００～１６：００ 

場所： 大阪科学技術館 ２階 
サイエンス・メイト写真館 

去年１年間のサイエンス･メイト活動の写真をパソコンから見ることができるよ。気に入った写真は購入すること
もできるよ！ 

①テクノくん風車を作ろう  ! 

 時間 ： １０：００～１２：００ 

     １３：００～１６：００ 

 場所：大阪科学技術館２階 

    テクノくんのライブラリー  

 対象：中学生以下 

 ※材料が無くなり次第終了となります。 

主催：(一財)大阪科学技術センター 

ステキなプレゼントが
当たるよ 

大阪科学技術館となりの靱公園には 
昆虫や野鳥がすみ、いろんな植物など 

の自然がいっぱい。当日は普段は入れ 

ない「いのちの森」にも特別に入ること 

ができるよ。いろんな虫や植物を観察 

しよう。  

 

 時間 ：１３：３０～１５：００  ※雨天決行           

集合時間：１３：３０ 

集合場所：大阪科学技術センター入口 

定員：５０名（先着順、親子で参加頂けます）  
 ※汚れてもよい服、靴でご参加ください。  

              

  

 

 時間 ：①１０：３０～１１：３０ ②１３：３０～１４：３０ 

 場所：地下１階 Ｂ１０２号室 定員：各回２５名（要 整理券） 

 対象：小学２年生以上中学生以下 

 ○整理券配布：当日10時０0分より１Fインフォメーションで配布 

 ◎整理券は参加されるご本人のみの配布となります。 

 

  

わいわい体験ゲーム広場 

工作教室 実験＆体験 

お話実験＆工作 

 時間 ： １０：００～１５：３０ 

 場所：大阪科学技術館 ２階  遊具コーナー  

 ※時間中自由に参加できます。 

大阪科学技術館に集まろう！！ 

消防車がやってくる！ 
時間 ：１０：００～１５：００ 

場所 ： 大阪科学技術センター 駐車場 大阪市消防局よりミニ消防車がやってくるよ！ 
大阪の街を火災から守るヒーロー「セイバーミラ
イ」が乗っているＦＪクルーザーの展示や、震度７
を体感できる車もやってくる！ ！ 

  当館のテクノくんと道路交通情報通信システムセンター 

  のＶＩＣＳ－Ｂｅｅくんが館内に登場するよ。会えるかどうか楽しみ 

  にしてね。会えたら一緒に写真をとったりして遊ぼう！ 

テクノくん、ＶＩＣＳ－Ｂｅｅくんと遊ぼう 

光と電気を使った楽しい科学
実験をするよ。見るだけでなく
いろいろな体験もしてもらう
のでお楽しみにね！ 

日ごろ経験している「音のふしぎ」について
のお話と、ストロー笛を作って音を実際に
出して体験してみよう。たのしく音につい
て学べるよ！ 

また、騒音を小さな音にしてしまう「消音
実験」をするよ。  

自然観察会 

協力：靭公園自然研究会 

②クリップバッタを作ろう！  

 時間 ： １０：００～１３：００ 

     １４：００～１６：００  

 場所：大阪科学技術館２階 

     音羽電機ブース横 

 対象：中学生以下 

 ※材料が無くなり次第終了となります。 

空気砲で風車回しや、電磁石で魚つりゲームに挑戦！風を起こして発電したり、他にもいろんな
道具を使って体験しながら科学を楽しもう！ 

協力：公益社団法人大阪技術振興協会 消音体験をしてみよう！ 

実験テーブル 

電子工作教室 光るマラカス 

 時間 ：①１１：３０～  ②１３：３０～ ③１５：００～  

 場所：大阪科学技術館２階テクノくん広場 

 定員：各回４０名（先着順） 

 協力：味の素㈱ 

他にも火事の煙を安全に疑似体験できたり、 
水消火器の体験もできたりともりだくさんだよ！ 

おいしさのひみつを 

発見しよう！ 

ビンゴカードの配布は、１５：００～
１５：３０ 404号室で開催の実験に
ご参加いただくご本人のみの配布とな
ります。 

http://www.flickr.com/photos/yu-kubo/6829354633/


 

科学技術映像祭入選作品の映像上映  
             

   第５５回科学技術映像祭入選作品を放映します。 

   日 時：４／１４（月）～１９日（土）・・１０：００～１７：００    

       ４／２０（日）・・・・・・・・・１０：００～１６：３０ 

   場 所：大阪科学技術館 1階日立造船ブース前、２階テクノくんライブラリー・テクノくん広場           

☆::*:: ☆::*:: ☆::*:: ★::*:: ★::*::★ ::*::☆::*::☆::*::☆::*:: ☆::*:: ★::*:: ★::*::★ ::*::☆::*::☆::*::☆  

映像タイトル（上映予定） 
 ●ホッパーレース～ウンカとイネと人間と～ 

 ●未来の科学者たちへ 

 ●アジアゾウの誕生～東山動植物園～ 

 ●ガリレオＸ 疑似科学！これからの科学との付き合い方は？ 

 ●ノンフィクションＷアカデミーを救った”消えない”映画フィルム 

サイエンスカフェはヨーロッパで始まった活動とされており、飲み物を飲みながら、科学者

と一般の参加者が科学に関するテーマについて気軽に語り合い、理解を深めて頂く事を目的

としております。テーマについて少しでも興味をお持ちであれば、どなたでも参加できます

（子どもから大人まで楽しんでいただけます）。この機会に普段疑問に思っている事を科学

者に聞いてみてはどうでしょうか？ 

＊ 大 阪 会 場 ＊ 

 

日  時：  平成２６年 ４月１９日（土）、２０日（日）  

場  所：  大阪科学技術センタービル地下１階 多目的ホール 

      （科学技術団体連合、一般財団法人大阪科学技術センター 共催事業） 

定  員： 各回３０名 （対象は小学生以上） 

申込み： 電子メール（kan-info@ostec.or.jp）もしくはファックス（06-6443-5310）にて、 

       希望日時、サイエンスカフェのタイトル、参加者全員の氏名（フリガナ）、職業 

       （学年）、緊急連絡先をご記入の上、４月１８日（金）１７時までにお申し込み 

       下さい。なお、親子でご参加の場合は、保護者とお子様両方の氏名をご記入 

       ください。電子メールの件名は「サイエンスカフェ参加希望」とお書きください。 

※ 内容等の詳細については、科学技術週間HP(http://stw.mext.go.jp)をご覧下さい。 

 ☆お問い合わせ先☆ 

（一財）大阪科学技術センター  

 普及事業部 サイエンス・メイトフェスティバル     

 担当 

 Tel 06-6443-5318   fax 06-6443-5310 

 http://www.ostec.or.jp/pop/ 

☆サイエンス・メイトフェスティバル参加に当たってのご注意☆ 

 ・対象…どなたでも参加できます（特に指定があるものを除く）。 

 ・整理券…10:00から１階インフォメーションで配布します。 

 ・ビンゴカード…1５：００～１５：３0から4階404号室で配布します。 

      ※整理券、ビンゴカードは参加されるご本人のみ配布となります。代理は不可。 

 ・定員…特に指定がないものは自由に参加できますが、希望者多数の場合、お待ちいただく、もしくはお断りする 

     ことがあります。 

交通ご案内 

 ※一般来館者用の駐車場はございませんので、お車で  
  お越しの場合は、近隣の駐車場をご利用ください。 

サイエンス・メイトでは、小学校４～６年生を対象に 
科学に関する各種行事を主体とした活動をしています。 
ご近所、学校のお友達をさそって一緒に参加しよう！ 
楽しい行事がいっぱいだよ！！入会ご希望の方は、サイ
エンス・メイト担当（Tel 06-6443-5318 ）まで 
ご連絡下さい。 

開館時間  10:00～17:00（日曜祝日16:30まで） 
開 館 日 平日、土曜、日曜、祝日 
休 館 日 年末年始、夏休み５日間  

入館無料 
HP  http://www.ostec.or.jp/pop/ 
電話 ０６－６４４１－０９１５ 

日程 時間 テーマ・講師 概　要 対　象

13：30～
　14：30

「宇宙のすがた」
「宇宙飛行士の生活」

佐々木一義（ささき かずよ
し）（独）宇宙航空研究開
発機構　広報部

・宇宙の大きさとすがた・無重力における宇宙飛行士
の生活のもよう

小中学生
以上

15：00～
　16：00

電子工学入門～スパコン
「京」からエクサへ！
関口芳弘（せきぐち よしひ
ろ）（独）理化学研究所 計
算科学研究機構運用技術部
門施設運転技術チーム

現代は便利な生活を支えるために、いろいろなところ
でコンピュータが働いています。複雑な計算をしてい
るコンピュータも、単純な電子回路の組み合わせでで
きています。参加者に簡単な回路実験をしてもらいな
がら、コンピュータ技術の面白さを体験してもらいま
す。合わせて、スーパーコンピュータ「京」やこれか
ら開発が始まるエクサマシンの紹介もしたいと思いま
す。

小学生以
上

11：30～
　12：30

たべものについて考えよう
－足りない世界のたべもの
－」
川島和夫（かわしま かず
お）丸和バイオケミカル
（株）開発本部　技術士・
農学博士

日本の食料自給率は約40%であり、先進国の中でもっ
とも低いのが実情です。世界人口62億人の中で飢えの
状態が9億人もいます。世界的な人口増加や異常気象が
増える中、どのように安全で安心なたべものを生産す
れば良いのか一緒に考えます。

小学生以
上

13：30～
　14：30

太陽ってどうやってかがや
いているの？　かくゆうご
うってなあに？
坂本宜照（さかもと よして
る）(独)日本原子力研究開
発機構 核融合研究開発部門

太陽はどうしてあんなに光かがやいているのでしょう
か？それは「かくゆうごう」って現象でエネルギーが
生み出されているからなんです。そのエネルギーを地
上で作れたらいいと思いませんか？太陽と「かくゆう
ごう」のエネルギーについてわかりやすく話をしま
す！

小学生以
上

１９日
（土）

2０日
（日）


