
１月
19日
（木）

2/11 土
【丸びなちぎり絵】 １個300円

手でちぎった和紙を貼り合わせて、おひなさまを作ります。
時間変更　①10:00　②13:00（90分） Ｃ

NEW【ストローンボーン】
ストローと綿棒でトロンボーンのように音がかわる
笛を作ります。

【マジックカップケーキ】 １班100円
ムラサキイモの粉を使って、色が変わるふしぎなカップケ
ーキを作ります。レンジでできる簡単カップケーキです。 Ａ

【UVビーズでアクセサリーづくり】
紫外線に当てると色が変わるビーズを使ってアクセ
サリーを作ります。

【わんぱく自然塾・冬】１人200円（未就学児無料）
ガイドの案内で、周辺の冬の里山について学びます。雪の
状況によっては雪遊びも行います。 
時間変更 10:00～（140分）雨雪天決行 Ａ

2/11 土

１月
19日
（木）

2/12 日 2/12 日

2/18 土
【液体万華鏡】１個250円

液体の中を優雅に流れ落ちるビーズが美しい模様を織りな
す万華鏡を作ります。 Ｄ

【綿ぼうびな】
綿棒を使って、小さなおひなさまを作ります。

【ガラスアクセサリー作り】 
ガラスを溶かしてオリジナルの作品を作ります。 
冷却時間に1時間かかります　 
時間変更 ①9:20　②11:30　③13:40（50分） Ｂ

【ブクブク・バスボム】
重そう、クエン酸、岩塩をまぜて、泡が出る入浴剤
を作ります。

【意外と知らない野鳥の世界～学んで知ろう～】
野鳥の標本を使ってクイズ形式で楽しく学びます。
※自由参加講座です(時間内は自由に参加できます)

時間変更  9:30～10:10 11:00～11:50 
　　　　13:00～13:50 14:40～16:00

Ｃ
2/18 土

2/19 日 2/19 日

2/25 土
【びっくり箱】

カギを抜くとびっくり！！中からメッセージが飛び出すび
っくり箱を作ります。 Ｂ

【コトコト鳥】
竹ひごの上部から体を振っておりてくる、ゆかいな
おもちゃを作ります。

【もちもち牛乳もち作り】 １班100円
デンプンの性質を学びながら、わらびもち風のおいしいデ
ザートを作ります。 Ｂ

【空気砲をつくろう】
身近な素材を使ってミニ空気砲を作ります。

NEW【つるしまゆびな】１セット250円
染色したまゆ玉をつかって、おだいり様・おひな様・三人
官女やキャラクターなどのつるしまゆびなを作ります。 Ｂ

2/25 土

2/26 日 2/26 日

２月
２日
（木）

3/4 土
江井先生の【森の工作】１個100円

木の枝を自由に組み合わせて、ペンダントや人形を作りま
す。 Ｂ

【玉吹きゾウさん】
ゾウさんが長い鼻で玉を吹き上げる、かわいいおも
ちゃを作ります。

NEW【水と油の科学】 
水と油のちがいを使ったふしぎな実験をします。

Ｂ

【アントシアニンでぬり絵】
紫キャベツで染めた紙にレモンと重そうでぬり絵を
します。

【カブトムシ幼虫飼育講座】１班300円
飼い方やオス・メスの見分け方を学び、幼虫のおうちを作
ります。
（１ペアプレゼント）

※詳しくは裏面をごらんください。
Ａ

3/4 土

２月
２日
（木）

3/5 日 3/5 日

3/11 土
【フリット七宝】１個300円～

銅版に釉薬とフリットをのせて焼き、七宝アクセサリーを
作ります。 Ｃ

【ゆらりん♪】
紙皿で、ゆらゆら揺れるおもちゃを作ります。

【ちびっこ実験教室「ぴかぴか実験」】 
幼児、小学校低学年が対象の実験です。いろいろなものを
つなげて、電気の仕組みを体験しましょう。 Ａ

【さかさまコップをつくろう】
逆さまにしても水が落ちない不思議なカップを作り
ます。

吉田先生の【簡単くんせい作り】１班400円
段ボールを使って、卵やチーズなどのくんせい作りに挑戦
します。午前の部は，昼食持参可能です。

※食材について詳しくは裏面をごらんください。 Ｃ
3/11 土

3/12 日 3/12 日

3/18 土
　　【スライムスペシャル】
　　　　１セット150円 
にゅるにゅる、びよーんとふしぎ
な手ざわりのスライム。今回はち
ょっと変わったスライムを３種類
作ります。

Ｃ

　　【くるくるクラゲ】
折り紙を切って、高い所か
ら落とすと、くるくる回る
おもちゃを作ります。

　　　　【とんぼ玉作り】
　　　　１バーナー500円 
初めての方でも参加できます。小
学生は保護者同伴で作ります。冷
却に１時間かかります。 
時間変更 ① 9:30 　②11:00  
　　　 　③13:30 （70分）

Ｃ

【電気をつくってみよう】
発電した電気で電球を光ら
せたり、物を動かしたりし
てみましょう。

本田先生の【昆虫オブジェ作り】
森の案内人の本田先生といっしょ
に小枝など自然素材を使って昆虫
の置き物を作ります。

Ｂ

3/18 土

3/19 日 3/19 日

3/20 月 3/20 月

２月
23日
（木）

3/24 金
　　【マジックボックス】
　　　　１個200円
偏光板の性質を生かし、ボールが
壁を通り抜ける不思議な箱を作り
ます。 Ｃ

 　　【ブーメランmini】
指ではじいて飛ばす小型の
ブーメランを作ります。

【ガラスアクセサリー作り】 
　　各回12班 1班2個で500円 
ガラスを溶かしてオリジナルの作
品を作ります。 
冷却時間に1時間かかります。　 
時間変更 ① 9:20　②11:30　 
　　　　 ③13:40（50分）

Ｂ

NEW【振り子ワールド】
ゆらゆらと規則的に揺れる
振り子を使って不思議な実
験をます。

　　【むしむしマグネット】
染色したまゆ玉を使って昆虫を作
りましょう。冷蔵庫などにくっつ
くマグネットつきです。

Ｂ

3/24 金

２月
23日
（木）

3/25 土 3/25 土

3/26 日 3/26 日

3/28 火
　NEW
　【ＰＥＴでフラワーライト】
光ファイバーの原理を利用し、ペ
ットボトルを切ってキラキラ光る
ライトカバーを作ります。 
（ＬＥＤライトは別売りです）

Ｂ

　　【マステしおり】
マスキングテープを自由に
貼って、しおりを作ります。

【ポップコーンのはじける科学】  
はじけるためには何が必要なのか？
おいしくて楽しい実験をします。

Ｂ

　　【科学のおもちゃ】
コマやけん玉など科学の原
理を利用したおもちゃで遊
びます。

　　　【野鳥マグネット】
　　　　　１セット100円 
図鑑を見ながら鳥の形をした板に
色をぬって、かわいい鳥のマグネ
ットを作ります。 Ａ

3/28 火

3/29 水 3/29 水

3/30 木 3/30 木

３月
２日
（木）

3/31 金
　　　【せっけんねんど】
　　　　　１個100円
粘土のようにやわらかいせっけん
に色を練りこみ、好きな形を作り
ます。乾燥後はせっけんとして使
えます。

Ａ

　【オリジナルしおり】
ハートや星など、いろいろ
な形のクラフトパンチを使
って、しおりを作ります。

　【マドラー作り】１本100円 
ガラス管の中にきれいなビーズを
入れて、オリジナルのマドラーを
作ります。

Ｂ

　　【ゴムであそぼう】
伸びたり縮んだりするゴム
の性質を使って面白い実験
をします。

　【おうち黒板】１個300円 
木の板と専用塗料（黒板液）を使
って、壁掛け型のミニ黒板を作り
ます。

Ｂ

3/31 金

３月
２日
（木）

4/1 土 4/1 土

4/2 日 4/2 日

4/4 火
【グラスペイント】１個200円

専用の絵の具で色をつけ、カラフルですてきなガラスのコ
ップを作ります。 Ｃ

【おりがみ凧】
おりがみを折って飛行機のように飛ぶ凧を作ります。

【とんぼ玉作り】 １バーナー500円
小学生以上の方から大人の方まで参加できます。小学生は
保護者同伴で作ります。冷却時間1時間かかります。
時間変更 ①9:30 ②11:00 ③13:30 （70分） Ｃ

【風船ドキドキ実験】
いろいろな風船を使ってショ―形式の実験をします。

【モザイクブロック】１人100円～
小さな木の片をくっつけて、かわいいストラップやコース
ターを作ります。
時間変更 ①11:00 ②13:00 ③14:40（50分） Ａ

4/4 火

4/5 水 4/5 水

予約
開始日 日 曜

予　約　制（定員40名程度） 自由参加（時間内はいつでも参加できます） 予　約　制（定員10班程度） 自由参加（時間内はいつでも参加できます） 予　約　制（定員９班程度）
日 曜 予約

開始日①11:00 ②13:00 ③14:40（50分） 難易
度

9:30 ～ 10:10  11:00 ～ 11:50
13:00 ～ 13:50  14:40 ～ 16:00 ①11:00 ②13:00 ③14:40（50分） 難易

度
9:30 ～ 10:10  11:00 ～ 11:50
13:00 ～ 13:50  14:40 ～ 16:00

①10:20　②14:00（90分） 難易
度

工作プログラム 実験プログラム 自然体験プログラム

ホームページの検索予約制プログラム難易度目安
Ａ・・・幼児以上向き
Ｂ・・・小学校低学年児童以上向き
Ｃ・・・小学校中学年児童以上向き
Ｄ・・・小学校高学年児童以上向き

①予約制プログラムは、定員または材料
　がなくなり次第締切となります。
②予約制プログラムは、開始時刻に遅れ
　るとキャンセル扱いになります。
③予約制プログラムは、小学生までは必
　ず保護者同伴です。

おねがい

QRコード
公益財団法人　ふくしま科学振興協会
〒962-0728　福島県須賀川市虹の台１００

休館日
２月 6日（月）•13日（月）•20日（月）•27日（月）
３月 6日（月）•13日（月）•21日（火）•27日（月）
４月 3日（月）•10日（月）•17日（月）•24日（月）

ふくしま森の科学体験センター
ムシテックワールド　2017年度 予約制プログラムは、予約開始日を確認の上

電話または受付にてお申し込みください。２月中旬～春休みプログラム

刃物使用有り

野外活動あり



2月中旬～春休み プログラム 予約開始日をご確認のうえ、
電話または館内受付、また
は往復はがきにてお申し込
みください。2月中旬～春休み プログラム

3／
4㈯
5㈰

3／
4㈯
5㈰

対　象：幼児以上　定員：９班
参加費：１班３００円
　　　　（カブトムシ幼虫オス・メス１ペア）
時　間：①１０：２０～ ②１４：００～（９０分）
申込方法：電話または館内受付にてお申し込み
ください。

対象：高校生～大人　定員：１０名　参加費：５００円
時間：１０：００～（７０分）
申込方法：電話または館
内受付にてお申し込みく
ださい。
その他：制作時間の他、冷
却時間６０分かかります。

対象：高校生～大人　定員：３０名　参加費：500円～
時間：１０：３０～（１２０分）
申込方法：電話または館
内受付にてお申し込みく
ださい。

カブトムシ幼虫
飼育講座

の特別サイエンスショー

思う存分
とんぼ玉作り

おとなの
　　七宝くらぶ

※2月2日㈭から予約開始

平日
講座

平日
講座

2 ・ 3 月 の お す す め 春 休 み の プ ロ グ ラ ム

3／
4㈯
5㈰
カブトムシ幼虫の飼い方やオス・メスの見分
け方を学び幼虫のおうちを作ります。（１ペ
アプレゼント）

対　象：小学校中学年児童以上　定員：９班
参加費：１班４００円
時　間：①１０：２０～ ②１４：００～（９０分）
申込方法：電話または館内受付にてお申し込みください。
その他：おすすめの食材や詳しい内容はＨＰをご覧く
ださい。

定　員：１１０名程度　参加費：無料
時　間：①１０：２０～
　　　 ②１４：４０～（４０分）
申込方法：事前申し込みはいりません。
当日先着順でご入場いただきます。
その他：定員になり次第、入場を制限さ
せていただきます。

吉田先生の
簡単くんせい作り

※2月2日㈭から予約開始 ※2月9日㈭から予約開始 ※2月9日㈭から予約開始

段ボールを使って卵やチーズのくんせいづくり
に挑戦します。午前の部は昼食持参可能です。

初心者から、経験者までどなたでも
参加できます。制作時間内は、練習
のつもりで何個でも作れます。

①ミルフィオリ七宝、②彫金七宝、
③銀箔七宝、④噴釉七宝からお好
きなコースを選んでアクセサリー
を作ります。

ムシテックで用意した食材に加え、お客様がお持ちになったものもくんせいできま
す。※A4版程度（21×29cm）の大きさ２枚に、重ならず並べ広げられる量まで。

3／
11㈯
12㈰

3／
1㈬
2㈭
16㈭
17㈮

3／
7㈫
8㈬
9㈭
10㈮

2／
18㈯
19㈰ 液体万華鏡

カブトムシカブトムシシシシシ
幼虫飼育講座
カブトムシ

3／
11㈯
12㈰

簡単くんせいくんせい
吉田先生の
簡単くんせい
作り

2／
18㈯
19㈰

ガラスアクセ
サリー作り
ガラスアクセ
サリ 作り
ガラスアクセ
サリー作り

2／
11㈯
12㈰ カップケーキカップケ キ

マジック
カップケーキ

春休みのオススメプログラム春春休休みみののオオススススメメププププププロロロロロロググララムム春休みのオススメプログラム 親子で楽しめるプログラムが
たくさんあるよ！

スライムスペシャル、とんぼ玉作り、本田先生の【昆虫オブジェ作り】３月１８日～２０日 スライ スペシャ オブジス イムスペペペシャシシシ ル とんスライムスペシャル、とんぼ玉作り、本田先生の【昆虫オブジェ作り】

３月２４日～２６日 マジックボックス、ガラスアクセサリー作り、むしむしマグネット

３月２８日～３０日

３月３１日～４月2日 せっけんねんど、マドラー作り、おうち黒板

3／
29㈬

のの特特別ササイイエエンススシシシシシシショ東北電力㈱の特別サイエンスショー
サイエンスパフォーマー善ちゃん（北沢善一先生）をお迎えして、この日だけ
の特別サイエンスショーを行います。

江井先生の生江井先生の

PETでフラワーライト、ポップコーンのはじける科学、野鳥マグネット
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