
サイエンス ステージ

「磁石のふしぎ」

時 間 ： ①10：30 ②11：30
③13：30 ④15：00
※各回 約30分

定 員 ： 各回４０名

時間 ： ①10：00～12：30
②13：30～16：00

対象 ： 中学生以下

「テクノくんの
わくわくレター」

工作教室 スーパーボール
すくい

モーター工作教室

「おすもうテクノくん」
工作教室

「テクノくんの
サマーウォータードーム」

時 間 ： ①10：30～11：15
②13：00～13：45
③15：00～15：45

定 員 ： 各回20名
対 象 ： 小学生～中学生

時 間 ： ①10：30～11：30
②13：00～14：00
③15：00～16：00

定 員 ： 各回20名
対 象 ： 小学生～中学生

磁石を使ったふしぎな実験

封筒をあけると・・・

「テクノくんの
マグヌスカップ」

工作教室

時間 ： ①10：00～11：30
②12：30～16：00

対象 ： 中学生以下

ゴムのちからでフシギ
な飛び方をするよ！

「バランスとんぼ」
工作教室

時間 ： ①10：00～12：00
②13：00～16：00

対象 ： 中学生以下

うまくバランスが
とれるかな！？

７月1５日(土)・１６日(日)・１７日（月・祝）

10：00～16：30 ｛15日(土)は17：00まで｝

16日(日)

15日(土) 17日(月・祝)

時間 ： ①11：30 ②14：30
※各回 約30分

定員 ： 各回40名

紫外線ビース工作教室

「チェンジング・アクセサリー」
時間：①10：30 ②13：30 ③15：00

※各回 約60分
定員：各回20名
対象：小学生～中学生

サイエンス ステージ

「味のひみつ」

サイエンス ステージ

「日本の大発明！
永久磁石のひみつ」

時間 ： ①11：00 ②13：00 ③15：00
※各回 約60分

定員 ： 各回40名(保護者同伴可)
対象 ： 小学生～中学生
講師 ： 理化学研究所 関口 芳弘 先生

本多光太郎の発明したKS鋼など、日本の磁石研究は
世界トップ！自分の手とアタマで実験しながら、

磁石のひみつに迫ろう！

工作教室

「テクノくんの
キラキラ万華鏡」

時間：①10：00～12：00
②13：00～16：00

対象：中学生以下

お話し会

「真珠のひみつ」

時 間 ： 14：00～15：00
対 象 ： 小学生～高校生(保護者同伴可)
講 師 ： ミキモト真珠島 真珠博物館

館長 松月 清郎 先生

特別展

「日本の十大発明家」
日時：７月１５日(土)～９月３日(日) 場 所：２階 テクノくん広場

７月１５日 (土)
展示リニューアル

オープン

※整理券は各回実施30分前に
実施会場前にて先着順に配布します。
配布は本人に限ります
（代理不可）

十大発明家『池田菊苗』の発明した
うまみについて学ぼう

木製人力織機を発明した「豊田佐吉」など日本の近代工業
の発展に寄与した１０人の発明家の功績をパネルや映像な
どで紹介します。

日本の
十大
発明家

日本の
十大
発明家

日本の
十大
発明家

十大発明家『御木本幸吉』はどのようにして
真珠の養殖に成功したのかな？

〔時間〕
①10：00～12：30
②13：30～16：00

〔対象〕
中学生以下

キミも横綱をめざそう！



日時：７月２３日(日) ※各回 約６０分
①10：30 ②13：30 ③15：00

対象：小学生～中学生

ＵＶレジン工作教室

「宇宙ストラップ」

サイエンス ステージ 「味のひみつ」
日時：７月21日(金)・25日(火)

８月２日(水)・９日(水)・1８日(金)・25日(金)
①11：30 ②14：30
※各回 約30分

定員：各回４０名
協力：味の素(株)

「テクノくんのお誕生日会」
日 時 ： ８月１日（火）

11：30～
お友達からのプレゼントも

待ってるよ！？

日 時：７月３０日(日) 
①1１：30 ②14：００
※各回 約60分

定 員：３０名
対 象：小学生以上中学生以下
講 師：サントリーグローバルイノベーションセンター(株)

研究部 上席研究員 田中 良和先生

サイエンス ステージ

「青いバラのひみつ」

２０１７年７月１５日（土）～８月３１日（木）

大阪科学技術館夏休みイベント参加費
無 料

入 館 料 ： 無料
開館時間 ： 10：00～17：00（日・祝は16：30まで）
Ｈ Ｐ ： http：//www.ostec.or.jp/pop/
Ｔ Ｅ Ｌ ： ０６－６４４１－０９１５

◎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。予めご了承下さい。

最寄り駅より
・地下鉄四ツ橋線本町駅下車２８号出口北へ徒歩３分
・地下鉄四つ橋線肥後橋駅下車７号出口南へ徒歩５分
・地下鉄御堂筋線本町駅下車２号出口西へ徒歩７分
・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車４号出口南西へ徒歩１２分
当館に駐車場はございません。公共交通機関をご利用下さい

定員：各回２０名

【整理券の配布について】
・整理券は各回実施30分前に実施会場前にて
先着順に配布します。
・配布は本人に限ります
（代理不可）

日時：８月２０日(日) ※各回 約９０分
①10：00 ②13：00 ③15：00

対象：小学３年生～中学生

工作教室

「ソーラーランタンの電子工作」

工作教室

「ソーラークッカーの工作・実験」
日時：８月２７日(日) ※各回 約９０分

①10：00 ②13：00 ③15：00
対象：小学３年生～中学生

＊要整理券

＊要整理券

＊要整理券

このチラシの 『 要整理券 』 について
（ただし、配布方法を記載の工作教室を除く）

・整理券は当日10時より、１階インフォメーションにて配布
・参加者本人のみに配布いたします（代理不可）

夏休みクイズラリー

クイズラリーをしながら館内をめぐってみよう！
全問正解するとステキなプレゼントが当たるくじがひけるよ。
１階インフォメーションでラリー用紙を受け取ってね。
【 対象は中学生以下、参加は期間中、１回に限ります 】

期 間 ： ７月15日（土）～８月31日（木）
[ 但し、賞品がなくなりしだい終了いたします ]

７月３日(月)～１４日(金)
８月11日（金・祝）～16日（水）

【休館日】

日 程：８月４日(金)～６日(日) 10時～17時
場 所：大阪科学技術センター８階 中・小ホール
主 催：「みんなのくらしと放射線」知識普及実行委員会

ステージショーの事前申込方法、開催日時、対象学年の制限等の
詳細については、Webサイトでご確認ください。

【お問い合わせ】 メールアドレス：info@kangenkon.org
電話：090-1896-8925（平日9時～17時）

わくわくサイエンスサマースクール2017
日時：8月5日(土)・6日(日) 場所：大阪科学技術センター
共催：関西原子力懇談会

同時開催

わくわくサイエンスサマースクール2017 検索

放射線展2017

★ステージイベント
「チャーリー西村の
おもしろサイエンスショー」

日時：８月５日(土) 午前・午後１回ずつ
（60分／回）

定員：各回280名

対象：主に小・中学生向け

（未就学児・保護者同伴可）

5日(土)

★体験教室 「せんいの不思議
～いつも着ている服のひみつを探ろう～」
協力： (公社)大阪技術振興協会

★自然観察会 「セミの産卵を見る会
～あなたもセミプロになろう～」

協力：靱公園自然研究会

★電子工作教室 「息を吹くと光る不思議なロウソク」
協力：近畿大学エネルギー研究会「NEDE」

★工作教室 「福井恐竜スクール2017
～恐竜と化石の謎にせまる～」
協力：福井県立恐竜博物館

要整理券

検索

★かんたん工作 「パタパタ金魚」

★体験教室 「ロボットプログラミング教室」
協力：富士通オープンカレッジ 阿波座校

★理科工作教室 「いろいろな紙飛行機を飛ばそう
～紙飛行機はなぜ飛ぶのかな～」

協力： (一社)日本機械学会 関西支部 シニア会

米村でんじろう先生の
一番弟子がやってくる！

要整理券

要整理券

要整理券

要整理券

要整理券

5日(土)

5日(土)

6日(日)

5日(土)

6日(日)

6日(日)

6日(日)

6日(日)

5日(土)

日本の
十大
発明家


