
◎小学生は保護者と一緒に参加してください。中学生は保護者の承諾のもと参加してください。 

※自由研究相談室の参加は無料です。科学館に入館する場合は入館料がかかります。 

 

さあ、夏休み！長いお休み期間
 

なので、いろいろなことにチャレンジしたいですね。子ども科学館
 

では、がんばるみなさんのため

に今年も自由研究相談室を開室します。予約が必要なくなったのでお気軽に来館してくださいね。 

※８／３（水）は定期点検日のため休館、８／１２（金）は振替休館日 

●住所：〒259-1142 伊勢原市田中76番地 

●電話：0463-92-3600 

●子ども科学館ホームページ URL  

https://www.city.isehara.kanagawa.jp/kagakukan/ 

 

夏休みが始まる前に相談したい人向け！                               
 

毎年テーマ決めに悩んでいる人や、夏休みが始まったらすぐに研究を始めたい人は、ぜひご活用ください。 
 

日時：７月２日（土）～１８日（月・祝）の土・日曜・祝日 ①１１：００～１２：００ ②１３：００～１４：００ 

    （１０日（日）と１８日（月）の午前はありません。）  

新型コロナウィルスに関する社会情勢の変化に伴って、科学館の入館・観覧が予約無しでご利用いただけるようになり

ました。詳細につきましては、科学館のホームページまたはお電話でお問い合わせください。 

 

＜予約無しでご利用いただけるもの＞ 

①展示室への入館（人数制限あり） ②プラネタリウムの観覧（グループ数・人数制限あり） 

※団体のお客様は予約が必要です。 

☆小・中学生のみの入館・観覧は保護者の方の承諾のもと、入館証に連絡先を記入していただきます。 

 

＜予約が必要なもの＞ 

◎科学館ニュースやホームページ等でお知らせした、予約が必要なイベント 

※予約開始日、予約方法等は科学館ニュースやホームページ等でご確認ください。 

※社会情勢によりご利用方法が変更になる場合がありますので、ホームページ等でご確認ください。 

 

じ  ゆ う け ん  きゅう そ う だ ん  しつ 

研究テーマやまとめ方など、自由研究に関するお悩みにアドバイスします。 

顕微鏡やビーカー等の道具を使って実験できます。家庭で用意できるものは持ってきてください。 

天文関係の研究には天体観察会やプラネタリウム（有料）を、調べ物には図書館を活用できます。 



はんだごてを使ってプチロボキットを組み立てて、専用

コースでタイムを競います。 

対象：小学３年生～６年生 １６人 

   ※神奈川県内に在住または在学の方 

費用：材料費1,350円 
 

申込方法：（注）子ども科学館では申込みできません。     

     7/7～7/21の間に県立青少年センターへ    

     往復はがきでお申込みください。詳しくは  

     青少年センターのHPまたはお電話でお問合 

     わせください。 

問合せ先：県立青少年センター 046-222-6371 

①７月１０日（日） ②７月１８日（月） ③７月２４日（日） 

 １１：００～１１：４５  ※全て同じ内容です。 

 

  
小学４年生で勉強するお月さまの観察の仕方など、星空

観察のコツをたぬき先生と一緒に学びます。 
 

対象：１回につき６組まで （１組４人程度）          

  ※ご家族単位でお申込ください。 

場所：子ども科学館工作実験室 

費用：入館料（こども100円、おとな300円）がかかります。 

共催：県立青少年センター 

最新の電子顕微鏡でミクロの世界をのぞいてみよう！ 
             

対象：小学４年生～中学生 ８人（申込順） 

   ※小学生以下は保護者同伴 

費用：入館料（こども100円、おとな300円）がかかります。 

※教室によっては市の広報などで先にお知らせする場合があります。定員に達した   

  場合は、受付をしめきらせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

※催し物の内容・開催等は予告なく変更・中止する場合があります。 

予約開始日をご確認の上、お申し込みください。 
 

①７月１０日（日）までのイベント→ただいま受付中 
 

②７月１６日（土）～８月７日（日）のイベント 

→７月６日（水）午前９：００～ 
 

③８月９日（火）～９月１１日（日）のイベント 

→８月３日（水）午前９：００～ 

※予約開始日は休館日です。ご予約はお電話で承ります。 

※受付時間は午前９時～午後５時です。 

たぬき先生の教室 

「やさしいけんびきょう教室」 
▶顕微鏡を使って観察をします 

７／２・９   ▶ １４：１５～１５：１５ 

７／１６・２３・３０ 、８／１３・１４・１６ 

     ▶ １４：００～１４：４５ 

対象：小学１年生～中学３年生 ６名            

※小学生は保護者同伴 
 

「やさしいおもちゃづくり」 
▶紙飛行機などかんたんにできるおもちゃを作ります 

７／３・１０ ▶ １４：１５～１５：１５ 

７／１７・２４、７／３１以降の土日 ※8/13・14は除く 

       ▶ １４：００～１４：４５ 

対象：４歳～小学５年生 ６名 ※保護者同伴 

８月１０日（水）10:00～16:00 

協力：日本電子株式会社 

７月２６日（火）13:00～15:00 

 

 

７月８日（金） ①19:30～20:00 ②20:00～20:30 

８月５日（金） ①19:30～20:00 ②20:00～20:30 

クーデ式望遠鏡他で月等を観察します。現在クーデの日も予

約制で実施しています。雨天・曇天時中止。 
各回２グループ１０人まで（1グループ５人まで） 

＜申込み方法＞ 

申込み受付日：７月のクーデの日→７月６日（水） 

            ８月のクーデの日→８月３日（水） 

受付日の９：００～１７：００にお電話でお申込ください。   

翌日に抽選を行い、当選者にはお電話でご連絡致します。 
※当日の開始時刻を１０分過ぎるとご案内できない場合があります。 

※中学生以下の方は保護者と一緒に参加してください。 

※マスクの着用をお願いします。 

 7/8 の月齢 9.4   8/5 の月齢 7.8 上弦 

「親子木工教室」 
▶電動糸のこぎりを使って親子で木工を楽しもう 

日時：７月２４日（日）１３：３０～１５：３０ 

   ８月２８日（日）１３：３０～１５：３０ 

対象：小学生～中学生の親子 （1組２名） 

   ４組 ８名 

＜土曜・日曜の午後＞エメラルド先生の教室 

「やさしい木工教室」 
▶電動糸のこぎりを使って木工を楽しもう 

①１３：３０～１４：３０  

②１５：００～１６：００ 

対象：小学３年生～中学生 各回２名 
※小学生は保護者同伴 

※7/24、8/28はありません 

 

協力：日産自動車（株） 

日産のプロのモデラ―さんたちが、科学館で皆さんの粘土工

作を直接指導してくれます！ 

毎年人気の粘土教室。今年は科学館での開催を予定してい

ます。 

 

▶詳しい内容や受付方法は、今後決まり次第科学館の 

  ホームページに掲載していきます。 

 

 

 

 



 

小・中学生向けの学習番組としても人気の作品です。 

ぜひ、この機会にご家族みなさまでご覧ください。 

はるか太古の昔に絶滅し

てしまった恐竜の姿を復

元画として描き、現代に

よみがえらせている人々

がいます。それが恐竜絵

師。絵師たちは、恐竜の

生き生きとした生態や彼

らが生きていた風景まで

も復元画として描きま

す。それはまるで、タイ

ムトリップをして見て 

自分の目で見て来たかの

ようです。恐竜絵師たち

の秘密に迫ります。 

夏休み前（7月18日まで） 

◎７／１８までの投影日 

①１０：３０～ 「オトッペ」     

②１３：３０～ 「いきもの目線」 

③１５：３０～ 「ぼのぼの」 

○C 朝日新聞社 character○C dwarf 

◎7/21～8/14の投影日 

①１０：３０～「ぼのぼの」 

②１３：３０～「ダイナソーアート」 

③１５：３０～「オトッペ」 
 

※「ぼのぼの」は、8/14でいったんお休

みします。 

◎8/16～8/31の投影日 

①１０：３０～「オトッペ」 

②１３：３０～「ダイナソーアート」 

③１５：３０～「ワクドキ 

          探検大宇宙」 
 

☆すべての番組に館員による星空解説がつきます。投影時間は 

  約４０～４５分間です。 

 

☆投影開始時刻 ２０分前までに受付をおすませください。投影開始 

  時刻を過ぎてからの入場はできません。 

 

☆状況によって、投影回数・投影番組等の変更がある場合があり  

  ます。詳しくはホームページまたはお電話でお問い合わせくだ 

   さい。 

夏休み中（7月21日～8月31日） 

           

 

 

 

クーデ式望遠鏡でま昼の星（太陽など）を観察します。 

雨天・曇天時中止。 

７月２２日（金）    ８月２６日（金）  

①11:00～11:15 ②11:30～11:45 
対象：当日入館された方 

   各回２グループ（１グループは５名まで）申込み順 

※小学生以下は保護者と一緒に参加 

○C NHK／オトッペ町役場 
○C いがらしみきお／ 

竹書房・ぼのぼのプラネット製作委員会 

この番組は、市内中学校へ在学の方は冬季投影含

む期間中、１回のみ無料で観覧することができます。

対象の方は生徒手帳をご持参ください。 
 

※詳しくはホームページか学校で配布されるチラシをご覧ください。 

○C ＧＯＴＯ 

○C ＧＯＴＯ ○C ＧＯＴＯ 
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親子木工教室 
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※時間・内容等はニュースの中面をご覧ください。 

＝観覧料金＝ 

おとな：５００円 

４歳～中学生：２００円 

 10:30 13:30 15:30 

7月21日～8月31日 

の火曜～木曜日 
 

 ☆ ☆ 

土・日・祝日 ☆ ☆ ☆ 

 

 

親子木工教室 

けんびきょう教室 

電子顕微鏡教室 


