
※本イベントは、公益財団法人東京応化科学技術振興財団より、 
  第14回 科学教育の普及・啓発助成を受けて実施します。 

かんたん工作ブース 

時間：１０：００～１５：５０（休憩１時間あり） 
対象：中学生以下  随時受付  
※材料がなくなり次第終了となります。 

★「星座万華鏡」 
 
★「ロケット工作」 
 

★「真空の世界のふしぎ」  

★「宇宙空間ってどんなとこ？」  

空気のない世界ではどんなことが 
起きるのか？オーロラのしくみは？ 
実験を通して楽しく学ぼう！ 

宇宙空間では放射線の影響を受けます、 
その放射線とはどんなものか実験で学べます！ 

星座の星のならびの光が見える 
分光万華鏡を作るよ！ 

傘袋を使ったロケット 
出来上がったら外で 
飛ばしてみよう！ 

ＶＲスコープを使って360°動画を体験

してみよう！ＶＩＣＳサービスと最近の新
サービス信号情報活用運転支援システ
ム（TSPS）についても体験できます。 

体験コーナー 

実験ブース 

実験教室 

★宇宙飛行士を目指そう！ 
  ～宇宙開発の歴史と 
             国際宇宙ステーション～ 

時間：１０：００～１５：５０ 
   （休憩１２：３０～１３：３０） 

時間：１０：００～１５：５０ 
   （休憩１１：３０～１２：３０） 

対象：中学生以下 

時間：１６：１０ 
対象：中学生以下  定員：３００名まで 

お話会や実験教室などに 

参加して抽選券をもらおう！ 

何が当たるかお楽しみ！？ 

お楽しみ抽選会 

楽しいイベントがいっぱいの青少年科学クラブサイエンス・メイトに参加しませんか!? 

活動紹介コーナー 

サイエンス・メイトフェスティバルは 
メイト会員に限らずどなたでも 
ご参加頂けます！ 

お問合せ先：メイト担当（06-6443-5318） 
メイトＨＰ：http://www.ostec.or.jp/pop/mate/   

科学技術週間行事  

当日は保護者様のサインがあれば、即日入会いただけます。 
フェスティバル当日に入会申し込みをしてくれたお友達と、現在会員の皆様 
(会員証必要)にはプレゼントを用意しているよ！※数に限りがございます。 対象：小学４年生～中学２年生 

 入会金・年会費 無料 

～海について学ぼう～ 

４月２１日(日)10:00～16:30 
ウラにも工作などの 
案内がのってるよ！ 

お話会 

「海の魚と川の魚がいっしょに泳げる?! 

    ～好適環境水ってなに?～」 

 科学館の２階で海と川のお
魚がいっしょの水槽で泳いで
いるのはなぜ!?ふしぎなお水
「好適環境水」について、わ
かりやすくお話してください
ます!! 

時間：14:00～15:00 

対象：小学生～中学生とその保護者 

定員：60名 

講師：岡山理科大学工学部 山本俊政 先生 

協力：科学技術振興機構 

実験教室 

「海の水ではどう浮かぶ?～海水と真水で比べてみよう!～」 

海に浮かぶ船にはどんな力がはたらくの? 

当日先着順 

船やヨット、ホバークラフトはどうやってバランスを 
とって海に浮かんでいるのか、実験するよ♪ 

時間：①10:45～11:30 ②13:00～13:45  
    ③15:15～16:00 
対象：小学生～中学生 定員：各回40名 
講師：立命館大学 総合科学技術研究機構  
   客員研究員 船田智史 先生 

時間：①10:15～10:45 ②11:30～12:00   
    ③13:15～13:45 ④15:15～15:45 
対象：小学生～中学生  定員：各回40名 

海水と真水では、浮かぶ力がどれだけ違うのかな。 
クイズ形式でいろいろなもので実験するよ！ 

参加者には「おさかなマグネット」をプレゼント! 

夏キャンプ！ 

ペンギンってなんで丸っこいの？ 
どれぐらいのスピードが出せるの？ 
ペンギンの可愛さに隠されたヒミツを 
紹介するよ！ 

参加無料 

ミニ解説 
海を飛ぶペンギン!君のヒミツを
教えてよ!! 

ペンギンの速さは？ 
体のヒミツ紹介しちゃいます！ 

時間：  ①10:00～ ②10:30～   
(各15分) ③11:00～ ④11:30～ 

対象：中学生以下 定員：各回40名   
協力：神戸市立須磨海浜水族園 

当日先着順 

※内容・スケジュール等は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください 
※フェスティバルの実施の様子につきましては、写真を当財団の活動紹介（ホームページ など）に使用させていただくことがございますこと、ご了承ください。 

当日先着順 

昨年の夏のイベントで大人気だった 「Dr.ふなりん」が再登場!! 

科学クラブ「サイエンス・メイト」では、電子工作やキャンプなど 
楽しい行事がいっぱい！！みんなも会員になってみませんか?? 
活動紹介コーナーでは、今までの活動を紹介しているよ!!見に来てね 

パネル展 

深海に住んでいる生物の 
パネル展示を開催!! 
期間：4月16日(火)〜21日(日) 
協力：海洋研究開発機構 

※本イベントは公益財団法人 東京応化科学技術振興財団より、 
  第14回科学教育の普及・啓発助成を受けて実施します。 

？ ？ 

施設見学 

サイエンス・メイト新規会員にも 
プレゼントがあるよ!! 

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


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 
        その他ビルメンテナンスのため、 
       上記以外に臨時休館日があります。 フェスティバルの実施の様子につきましては、写真を当財団の活動紹介（ホーム

ページなど）に使用させていただくことがございますこと、ご了承ください。 

第５９回科学技術映像祭 

入選作品の映像上映  

時 間：10：30～16：00 
（休憩：12:00～13:00） 

場 所：1階玄関前 
対 象：中学生以下  
 材料がなくなり次第終了 

時 間：①11：30～  
      ②14：30～ 
場 所：２階 テクノくんのライブラリー 
定 員：各回４０名 

 最寄り駅より 
 ・大阪メトロ四ツ橋線 本町駅下車 ２８号出口北へ３分 

 ・大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅下車 ７号出口南へ徒歩５分 

 ・大阪メトロ御堂筋線 本町駅下車 ２号出口西へ徒歩７分 

 ・大阪メトロ御堂筋線 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 

入    館            料 ： 無 料 
開館時間 ： 10：00～17：00 
         (日曜・祝日は16：30まで) 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http：//www.ostec.or.jp/pop/ 
Ｔ  Ｅ  Ｌ    ： ０６－６４４１－０９１５ 

ホームページ 

対象：小学４・５・６年生 期間：入会時より中学２年生修了まで 
お問合せ先：メイト担当（06-6443-5318） 
メイトＨＰ：http://www.ostec.or.jp/pop/mate/   

入会・年会費無料 
時 間：10：30～16：00 
(12:00～13:00をのぞく） 

場 所：1階入口 
対 象：中学生以下  
 材料がなくなり次第終了 

時 間：①11：30～  
      ②14：30～ 
定 員：各回４０名 
場 所：２階 テクノくんのライブラリー 
 

休館日：４月15日(月)・２８日（日）～30日（火） 
      ５月１日(水）～６日(月・振休)  

科学技術週間行事とは・・・ 

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。     

 

 

 

（配布は一家族に１枚までとなっております） 

2019年4月21日(日)10:00～16:30 

簡単工作教室 

  

「浮沈子」 

「しょうのう船」 

「パタパタＦＩＳＨ」 

ペットボトルの中で魚が沈んだり浮いたりするよ！ 

衣類の防虫剤として使われている 

「しょうのう」を使って動く船の工作だよ！ 

魚の尾が風になびいてパタパタ動くよ！ 

時間：10:00～16:00 (お昼休憩時間除く) 

対象：中学生以下、随時受付 ※材料がなくなり次第終了 

一家に一枚ポスター 
4/16(火)より、館内にて配布 

 

今年のテーマは 「日本列島７億年」 

第６０回科学技術映像祭 

☆上映タイトル☆ 

 【内閣総理大臣賞】 

  「からだの中の宇宙 ─超高精細映像が解き明かす─」（３２分） 

 

 【文部科学大臣賞】 

  「NHKスペシャル 秘島探検 東京ロストワールド 第１集 南硫黄島」（４９分） 

  「パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ  

       「ＷＨＯ Ｉ ＡＭ」 森井大輝（日本／アルペンスキー）」  

   【平昌パラリンピック完全版】（５４分） 

  「夜明け前 呉秀三と無名の精神障害者の100年」（６６分） 

日 時：４月１６日（火）～２１日（日） 館内にて随時上映    

入選作品の映像上映  

海にちなんだ 
楽しい工作だよ♪ 

  楽しみに 
待っててね！ 

２０１９年 ７月１３日 （土） 
リニューアルオープン 

新しいブースやリニューアルでさらにパワーアップ。夏休みにはたくさんの 

イベントがあるよ！お楽しみにね！ 
 

改装工事のため、大阪科学技術館は 2019年7月1日(月)～12日(金)の間、休館いたします。 

①会員番号(会員でないと参加できません) ②氏名（ふりがな）③学年 ④〒 ⑤住所  

⑥電話番号 ⑦希望時間を記載の上、メール・往復はがきのどちらかでお申し込みください。

  

※サイエンスメイト行事に関するお問い合わせは、サイエンス・メイト担当まで 
 TEL：０６－６４４３－５３１８（平日(月～金) 9：00～17：45） 

申込み方法 

メール：kan-info@ostec.or.jp  (館からの返信メールが受取れるように設定してください) 

     件名は「サイエンス・メイト電子工作教室申込み」としてください。 

     ※携帯電話からでもお申込みいただけます。     

往復はがき：〒550-0004 大阪市西区靱本町１－８－４ 

          (一財)大阪科学技術センター 普及事業部 「サイエンス・メイト電子工作教室」 

音に反応して、LEDライトが点滅する工作だよ。はんだこてを使って電子パーツをはんだづけ 

したり、UVレジンを使って猫やクマなど動物をかわいくデコレーションするよ。 

まだサイエンス・メイトに入会していないお友達も入会して、参加してみよう!! 
 

 

 

 

日   時：６月１日(土) ① １０：３０～１２：００、② １３：３０～１５：００ 

場   所：大阪科学技術センター地下１階 多目的ホール 

対   象：サイエンス・メイト会員 各回１６名 

参  加  費： １,０００円 

応募締切： ５月１２日(日)必着 

協   力：シリコンハウス（共立電子産業㈱） 

ＶＲスコープを使って360°動画を体験

してみよう！ＶＩＣＳサービスと最近の新
サービス信号情報活用運転支援システ
ム（TSPS）についても体験できます。 

「VICSバーチャル体験」コーナー 
まるで本当にドライブしているみたい！ 
VRスコープでVICSを体感しよう！ 
Beeくんがみんなを待っているよ! 

時間：10:00～16:00 (お昼休憩時間除く) 
 協 力：(一財)道路交通情報通信システムセンター 

６月１日(土) サイエンス・メイト  

電子工作教室「きらきらフレンズをつくろう！!」 

応募多数の場合は 
抽選となります。 

見つけよう！未来を支える科学技術 

http://www.ostec.or.jp/pop/mate/
mailto:kan-info@ostec.or.jp
mailto:kan-info@ostec.or.jp
mailto:kan-info@ostec.or.jp

