7月上旬〜9月中旬 プログラム
2016年

7／16 ㈯

8 ／24 ㈬

世界のカブトムシ・クワガタムシ展

7／16 ㈯

8 ／24 ㈬

場所：1階わくわくルーム
時間：9:00〜16:00

今年も世界のカブトムシやクワガタム
シが、ムシテックワールドへやってく
るよ！ 見るだけではなく、触ることも
できます。

7／30 ㈯〜

7月30日から、全国の実験ショー名人がムシテックにやって来ます！お見逃しなく！
定 員：座席数１２０席
参加費：参加費はかかりません。
入館料のみお支払いください。
時 間：各日共通 1日目①１４：００〜
２日目①１２：３０〜 ②１４：００〜
（各回３０分）
その他：申し込みはいりません。
開始時間１０分前からご入場できます。
※満席になり次第、
ご入場を制限する場合があります。

兵庫県 神戸村野工業高校
実験名人 北野貴久先生

「科学家の食卓」

京都府 中学生サイエンスパフォーマー
はるちゃん

１日目「空気で実験〜はるちゃん編〜」
２日目「空気で実験〜
はるちゃん＆かんた君編〜」
「空気で実験〜ぱぱ＆はるちゃん編〜」

7 ／31 ㈰
ドロえもん博士の
「土はマジシャン！」
ミラクルクリーナー！？土のパワーで水を
きれいに！
対象：小学生中学年以上
定員：各回10班
参加費：無料
時間：①11：00〜 ②14 ：00〜（50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。
協力：農業農村工学会

※6月30日㈭から予約開始

7 ／23 ㈯・24 ㈰
バラの科学
地元企業連携講座。にこにこバラ園（須賀
川方部アドホック研究会所属）の伊丹雅昭
先生によるバラを使った講座。水の吸い
上げや香りくらべ、ジャム作りなどを行い
ます。夏休みの自由研究にオススメです！
対
定
時

象：小学生中学年以上
員：各回１０班 参加費：１班５００円
間：①１１:００〜 ②１３：００〜
③１４：４０〜
（各回50分）
申込方法：電話または館内受付にてご予約下さい。

「まぜるなキケン！
！」
8月20日㈯・21日㈰
福井県 坂井市立丸岡南中学校
実験名人 月僧秀弥先生

対象：①10：00〜12：00は小学生1〜3年生の親子
②13：00〜15：00は小学生4〜6年生の親子
定員：各回２０組 参加費：無料
申込方法：電話または館内受付にてお申し込みください。

親子で学ぼう！作ろう！
「楽しいエネルギー実験」
専門の先生をお迎えしてエネルギー
について学びます。
対 象：小学生以上の親子
定 員：各回２０組
参加費：無料
時 間：①11：00〜 ②13:00〜
③14：00〜（各回50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。
協力：科学技術振興財団

※7月7日㈭から予約開始

8／
18 ㈭

※6月30日㈭から予約開始

自由研究まとめ方アドバイス

❶8 ／7 ㈰ 金澤先生の
❷9 ／17 ㈯ 【アイシングクッキー】
かわいらしくクッキーをデコレーションします。
対 象：幼児〜一般
定 員：40名
参加費：1セット（2枚）600円
時 間：①11：00〜 ②13： 00〜
③14：40〜（各回50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：持ち帰る際は、タッパーなど
の密閉容器をご持参ください。

※①7月7日㈭から予約開始 ②8月18日㈭から予約開始

象：小学生以上 定員：各回８班 参加費：１班５００円
間：８月１０日
（水）①１３：００〜 ②１４：４０〜
８月１１日
（木）①１１：００〜 ②１３：００〜
（各回50分）
申込方法：電話または館内受付にてご予約下さい。

※7月7日㈭から予約開始

東北電力㈱

電力教室

※6月30日㈭から予約開始

をしながら、そのまとめ方や手順を紹介します！

「あれこれ音っと♪」

対
時

対 象：未就学児以上 定員：各回１０班
参加費：無料
時 間：①１１：００〜 ②１３：００〜
③１４：３０〜（各回６０分）
申し込み方法：電話または館内受付に
てお申し込みください。
協力：東北電力㈱郡山営業所

7／ 自由研究 特別講座
30 ㈯ 夏休み自由研究に向けて、観察・実験などの体験

夏休みの自由研究で悩んでいることや聞いて
みたいことにムシテックの先生が答えます。

8／ 内山昭一先生の
昆虫食の世界
10 ㈬
11 ㈭ 〜昆虫食が世界を救う！？〜
昨年好評だった昆虫料理研究家の内山昭一先生
による昆虫食講座を今年も開催します。
今回はど
んな虫が食べられるかな？

生活になくてはならない電気はどこからくる
のか、実験や工作を通して楽しく学びます。

今からまにあう！
！

山梨県立科学館
実験名人うえちゃん

8 ／6 ㈯・7 ㈰

7／
28 ㈭

※6月30日㈭から予約開始

8月6日㈯・7日㈰

8月10日㈬・11日㈭

場所：ムシテックワールド屋外

ステンレス彫刻家中嶋大道氏の巨大な
昆虫がムシテックワールドに出現！？乗
ることもできます！夏の思い出になり
ますよ♪

夏休み！サイエンスショー祭り

7月30日㈯・31日㈰

中嶋大道の超巨大ステンレス昆虫展

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。

7／ 「カブトムシ祭り」
30 ㈯ カブトムシ相撲を行います。
対象：小学校6年生まで
31 ㈰ 定員
：各回12組×４回 参加費：無料
今年のチャンピオンはだれの手に？

時間：①１1：００〜 ②12：0０〜
③14：30〜（各回50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。2日間計8回の競技のうち、1家族1回
のみの参加とします。上位入賞者には景品があ
ります。
その他：競技用として、国産カブトムシをご持参
ください。
オス・メスは問いません。

※6月30日㈭から予約開始

7／ 養老館長の
9 ㈯ 【昆虫解剖教室】
10 ㈰ 養老館長と一緒に昆虫解剖をしながら、昆
虫のからだのつくりについて学びます。

対 象：小学生以上の親子
定 員：各回１０班（１班につき解剖する昆虫は１匹です。
）
参加費：１００円
時 間：７月９日①14:00〜
７月１０日①10:00〜 ②14:00〜 （各回90分）
申込方法：往復はがきで応募
（応募多数の場合は抽選）
６月２1日（火）必着

（Ｗ・Ｅ）
8／ オオクワガタ
2 ㈫ 幼虫飼育講座
成虫になると、必ず
「ホワイトアイ」
になるオオ
3 ㈬ クワガタの幼虫飼育講座です。
本当に白い眼
9 ㈫ のオオクワガタになるのか育ててみましょう！

対象：幼児以上 定員：各回９班 参加費：
１班500円
時間：①11：00〜 ②13 ：00〜（各回50分）
申込方法：往復ハガキで応募。
（申込多数の場合は抽選）
７月７日（木）必着
その他：幼虫一匹プレゼント（オス、メスは選べません）
３日
間中、
１回のみの参加とさせていただきます。詳しくはHP
をご覧ください。

※往復はがきで申込後、
抽選

ライトトラップによる昆虫観察会。夜の昆虫
たちを見つけよう！
（昆虫採集は行いません）

対 象：幼児〜一般 定員：３０家族
参加費：1家族500円 （この講座は入館料はかかりません）
時 間：１９：３０〜２１：００
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：長ズボン・スニーカー着用。懐中電灯、虫
よけスプレーなどをご持参ください。雨天中止の
場合は、当日16時〜17時に電話でご連絡します。

※6月30日㈭から予約開始

往 復 は がきで の 申 込 方 法
官製往復はがきに住所。代表者氏名（ふりがな）、希望日時（第一希望
日時・第二希望日時）、参加人数、電話番号を記入し下の住所まで郵
送にてお申し込みください。
（返信用はがきのあて先欄にも代表者の郵便番号、住所、氏名も忘れ
ずにご記入ください）
〒962-0728
福島県須賀川市
虹の台100
ムシテックワールド
「○○○○○○」係

※往復はがきで申込後、
抽選

9／ 養老館長の
【昆虫採集教室】
10 ㈯
採集
11 ㈰ 養老館長と一緒に昆虫採集をしながら、
の方法と昆虫の見分け方について学びます。
対象：小学生以上の親子 定員：各回９組
時間：９月１０日①14:00〜
９月１１日①10:00〜 ②14:00〜 （各回90分）
申込方法：往復はがきで応募（応募多数の場合は抽選）
８月１８日
（木）必着
その他：※長ズボン・スニーカー着用。雨天時は雨具（レイン
コート）をご準備ください。

※往復はがきで申込後、
抽選

7 ／30 ㈯
むしむしナイトツアー

（ 返 信 面・表 ）

代表者の
・郵便番号
・住所
・氏名
(ウラ面は白紙のままで)

（ 往 信 面・ウ ラ ）
①住所
②代表者氏名

（ふ り が な）

③希望日時
④参加人数

（大人・子どもそれぞれ）

⑤電話番号

(表面はムシテックの宛先)

8／21 ㈰

福島県民の日
この日を
見逃すな！
！
無料
開放デー！
！

