平成２７年度 科学技術週間行事

４/１９（日）

科学技術週間行事とは・・

10：00～16：30

参加無料

第５６回科学技術週間行事標語「知りたいが

電子工作教室「手作りＬＥＤ信号機」
時間：①１０：００～１１：００ ②１３：００～１４：００
場所：地下１階 Ｂ１０２号室
定員：各回２０名（要 整理券）
対象：小学３年生～中学生
協力：近畿大学 エネルギー研究会「ＮＥＤＥ」
○整理券配布：当日９：４５より地下１階Ｂ１０２会場前で配布
◎整理券は参加されるご本人のみの配布となります。

雲や雨はどうして出来るのだろ
う？お天気の不思議について、
お話と実験で考えよう。ペットボ
トルの中で雲を作ったり、台風や
大雨の危険から身を守るお話を聞
いたりして、お天気についてくわ
しくなっちゃおう！
ゴムの温度による
伸び縮みで動く
『ゴムエンジン』

風やゴムにはふしぎな力
がいっぱい！楽しい実験
で、その力を体験してみ
よう！

実験テーブル「味のひみつ」
時間 ： ①１１：００～ ②１３：００～ ③１５：００～
場所 ： ２階 テクノくん広場
定員 ： 各回４０名 （先着順）
協力 ： 味の素(株)

主催：(一財)大阪科学技術センター

対象：中学生以下
※材料がなくなり次第終了となります。

①よじのぼりテクノくん

実験テーブル「風やゴムのふしぎ」
時間 ：①１０：３０～１１：００ ②１４：３０～１５：００
場所 ： ２階 テクノくんのライブラリー
定員 ： 各回３０名 （先着順）
講師 ： 脇島 修 （大阪科学技術センター）

世界を変える」

工作教室

お話会＆実験「お天気を探ろう！」
時間 ： ①１１：００～１２：００ ②１４：００～１５：００
場所 ：地下１階 Ｂ１０１号室
定員 ：各回 ４２名 （先着順）
対象 ：小学生～中学生
講師 ：飯田 茂隆 氏
協力 ：公益社団法人 大阪技術振興協会

ぼくを変える

おいしさのひみつを
発見しよう！

テクノくん・ＶＩＣＳ－Ｂｅｅくんと遊ぼう！
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。いつ登場するか楽しみにしてね。
会えたら一緒に写真をとったりして遊ぼう！
☆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☆

幼稚園以下のお子さんに、人数限定で
テクノくんが握手をしてわくわくカードに
スタンプを押してくれるよ！くわしくは
・整理券…９:４５から地下１階会場前（Ｂ１０２号室）で配布します。
当日館内で案内します。
・わくわくカード…１０:００から随時１階インフォメーションで配布します。
・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）。

・抽選会カード… １５:５０からわくわくカードと交換で会場（駐車場）で配布します。
※整理券、わくわくカード、抽選会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。

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やサイエ
ンスカフェ、映像祭入選作品の上映を実施しています。

③テクノくんロケットを
とばそう
いろいろな工作を

時間：１０：００～１１：３０
１２：３０～１５：５０
場所：２階 遊具コーナー
せんぼうきょう

時間：１０：００～１３：００
１４：００～１５：５０
場所：１階 入口横

楽しもう！！

②テクノくんびっくり！潜望鏡
時間：１０：００～１２：３０
１３：３０～１５：５０
場所：２階 遊具コーナー

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 ! ! 他にも火事の煙を安全に体験できたり、水
消火器の体験もあったりと、もりだくさんだよ！これで防災対策もバッチ
リ！（雨天の場合、一部変更あり）
うつぼ

靱公園自然観察会
大阪科学技術館横の靱公園には
昆虫や野鳥がすみ、植物などの自然
がいっぱい。当日は普段入れない
「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！

わくわく抽選会
時間：１６：００～１６：３０
場所：大阪科学技術センター 駐車場
（雨天の場合は地下１階 Ｂ１０１号室）
対象：中学生以下（要 抽選カード）

靭公園について、先生にいろいろ聞いてみよう！！

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１Ｆ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。

協力：靱公園自然研究会
まずは1Ｆインフォメーションでわくわくカードをゲットし
てね！
実験や工作に参加してスタンプを押してもらおう！
（参加するイベントによってスタンプの個数が違うよ。
くわしくはわくわくカードを見てね。）
スタンプを３個集めたら、１５時５０分から抽選会場で
カードと交換！抽選でプレゼントが当たるかも！？

※スケジュール・内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

科学技術映像祭 入選作品の映像上映

第５６回科学技術週間 サイエンスカフェ
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。
この機会に普段ふしぎに思っていることを科学者に聞いてみませんか？

第５６回 科学技術映像祭 入選作品を上映します。
日時

：4月13日（月）～19日（日）随時上映

場所

：１階 日立造船ブース前、2階 特別展示コーナー、２階 テクノくん広場、

２階 テクノくんライブラリー 他

＊ 大阪会場 ＊
日

時： 平成２７年４月１８日（土）、１９日（日）

上映作品（予定）

場

所：

大阪科学技術センタービル地下１階 多目的ホール

定

員：

各回３０名 （対象は小学生以上、先着順で受付）

＜内閣総理大臣賞＞
●「鳥の道を越えて」 （科学技術教養部門 ９３分）
＜文部科学大臣賞＞
●ＮＨＫスペシャル「巨大災害 メガディザスタ－地球大変動の衝撃」
第４集火山大噴火 ～迫り来る地球規模の異変～（自然・くらし部門 ４９分）
●新宿に生きた縄文人 市谷加賀町二丁目遺跡の発掘（科学技術教養部門 ２３分）
●Sex Change 沖縄ベニハゼの社会と性転換（研究開発・教育部門 ２８分） 等

※参加証は発行いたしません。定員を超えて受付できない場合はご連絡いたします。

主

催：

科学技術団体連合、一般財団法人大阪科学技術センター

申込方法： メール（kan-info@ostec.or.jp）もしくはＦＡＸ（06-6443-5310）へ、
希望日時、サイエンスカフェのテーマ、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１７日（金）１７時までに
お申込下さい。なお、親子参加の場合は保護者とお子様両方の氏名を
ご記入下さい。メールの件名は「サイエンスカフェ参加希望」とお書き
下さい。
※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。
日程

時間

13:30
～14:30
１８
（土）

15:00
～16:00

11:30
～12:30
１９
（日）

テーマ・講師

概

～お知らせ～

毎年科学技術週間に合わせて作成される
“一家に１枚”シリーズの２０１５年版
「くすりの形」の配布を下記にて実施しております。

●期間：２０１５年４月１３日（月）から先着順
●場所：１階インフォメーションにお申し付けください。
※配布枚数がなくなり次第終了とさせていただきます。（お一人様１枚）

要

海のひみつをさぐろう！ 最近問題になっている地球温暖
～今起こっている変化～ 化の海への影響と、二酸化炭素
川上 創 氏
（海洋研究開発機構）

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、
館内設置のパンフレットでお申込下さい。

が増えるために起こる海の酸性
化について、実験を行いながら
分かりやすく解説します。

「きぼう」や航空機を利用し、
無重力環境を利用する実験が
無重力だと何が起きる？ いろいろ行われています。
科学的な研究だけでなく、
小学生や中学生から
木暮 和美 氏
提案された面白い実験も
（日本宇宙フォーラム）
行われており、それらについて
分かりやすくお話します。
兵庫県西播磨に世界最高性能の
Ｘ線レーザーの発振に成功した
光が生まれるひみつ
～小学校理科で分かる 実験施設SACLAがあります。
SACLAはどういう仕組みで
最先端技術～
光を生み出すのか、
小学校で習う理科の知識を使い、
関口 芳弘 氏
簡単な実験を通しながら
（理化学研究所）
楽しくお話しします。

交通ご案内

☆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

©JAXA

Tel 06-6443-5318

http://www.ostec.or.jp/pop/
※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。

太陽がずっと明るく輝き続けている

13:30
～14:30

かくゆうごうエネルギー のは「かくゆうごう」でエネルギーが
～太陽はどうやって
生み出され続けているからです。
もえているの？～ どうすれば、地上にミニ太陽を
作り出してその「かくゆうごう」
エネルギーを利用できるのか、
（日本原子力研究開発機構） 分かりやすくお話しします！
星野 一生 氏

fax 06-6443-5310

入館無料
開館時間 10:00～17:00（日曜祝日16:30まで）
休 館 日 夏期休館、冬期休館、

７／１７（金）
リニューアルオープン

http://www.ostec.or.jp/pop/
電話06-6441-0915
※ビルメンテナンスのため、４／２９（水）、５／２（土）～５／６（水）は臨時休館いたします。
※展示場改装につき、７／１（水）～７／１６（木）まで臨時休館いたします。

