
※専用駐車場はありませんので、公共交通機関又は、エスパティオ駐車場

　（有料）ほか近隣の駐車場をご利用ください。

　駐車サービスについてはお問い合わせください。

東名静岡ＩＣから静岡駅南口をめざして車で約１５分

新東名新静岡ICから静岡駅南口をめざして車で約25分

■開館時間／9：30～17：00（最終入館16：30）

■休館日／月曜日（祝日の場合はその翌日）・臨時休館日

　　　　　※3/13(水)～4/7(日)は毎日開館

■入館料／小・中学生120円(静岡市内在住･通学者は無料)、

　　　　　大人510円、未就学児無料、静岡市在住70歳以上無料　

　　　　　※障害者手帳など所有者とその付添者1名無料

静岡市駿河区南町14番25号 エスパティオ8～10階
TEL 054-284-6960  FAX 054-284-6988

指 定 管 理 者   公益財団法人静岡市文化振興財団

フェイスブック

やってます！

インスタ

やってます！
多目的トイレ 車イス貸出 科学系図書 おむつ替え台 休　憩　所 授　乳　室 ベビーカー貸出

ドラムをたたくと水面はどう

なるかな？いろんな伝わり方、

重なり方を観察して、ふしぎな

   波の世界を体験しよう！

音や光のスピードで、タワーの

てっぺんや宇宙までジャンプ

してみよう！どれくらい遠く

まで行けるのかな？

まとをねらって光を当てよう。

マイクに向かって声を出すと、どう

なるかな？光通信を体験しよう！

ぴょんぴょん
    チャンピオン
ぴょんぴょん
    チャンピオン
ぴょんぴょん
    チャンピオン

もしもしライトもしもしライトもしもしライト

ドラムでドンドンドラムでドンドンドラムでドンドン

展示物リニューアル！展示物リニューアル！展示物リニューアル！

る・く・る光のフェスタる・く・る光のフェスタる・く・る光のフェスタ

3月21日

※画像はイメージです

木・祝

木・祝3/21    9:45～10:00

る・く・るの開館15周年を記念して、セレモニーを開催！

※詳しくは裏面へ

15周年

開館

15周年記念セレモニー
開館

木・祝3/21    9:45～10:00

15周年を迎えるる・く・るをみんなでお祝いしよう！

セレモニーに参加すると、新しい展示物を最初に体験できるよ！

木・祝3/21    ・23  ・24  

15周年記念セレモニー
開館

光と影のワンダーランド光と影のワンダーランド
サイエンスショーサイエンスショー テーブルサイエンス

わくわく科学工作わくわく科学工作

る・く・るワークショップる・く・るワークショップ

 春休み
〈3/13～4/7〉は

毎日開館

静岡科学館る・く・るはこの春15周年を迎えます。

9階にやってくる新しい展示物にあわせて、春休み

は「光」をテーマにしたイベントが盛りだくさん！

この春はる・く・るで光のヒミツを探し出そう！

参加無料
別途入館料が

かかります

申込不要

キラキラ光のふしぎ

13:00～15:30受付

フィルムミラーで光を乱反射させて

映す、「光の箱」をつくります。

（考案 松村泰三氏）

「光の箱」をつくろう「光の箱」をつくろう

わくわく科学工作

ミラクルカラーテレビをつくろう

13:00～15:30受付

光にかざすと色が変わる？！

ふしぎな紙を切って重ねて、

ステンドグラスをつくろう。

光をキャッチ！紙のステンドグラス光をキャッチ！紙のステンドグラス

9階いきいきゾーンに、新しく「音」と「光」の展示物が仲間入り！

生活の中に欠かせない光。

実験を通して、その光を

科学的に見てみよう！

3/22  ・25  ・26  ・29  ・

30  ・4/1  ・2  

めばえのかがく

10:30～11:30受付、13:30～14:30受付

12:00、13:00、

14:00、15:00
（各回20分程度）

11:00、14:00
（各回30分程度）

土

色つきメガネで世界をみてみよう

セロファンのついたメガネ

を通して、いろいろな物を観

察しよう！

対象：未就学児と保護者

3/23

金

土

4/6    
には   

サイエンス玉手箱

もあるよ！   

土

土 日

3/27  ・28  ・4/3  ・4  ・5金木 木水水

3/3  ・31 日日

13:00～15:30受付

赤・青・緑の線の上にスリットを

かさねて、色の見え方をしらべよう。

4/7 日

月 火

月 火 金

太陽の色は何色かな？

光を使った大型実験ショー！



出展団体

マックスバリュ東海 株式会社、サイエンスぽけっと、静岡

県立こども病院、NPO法人しずおか環境教育研究会（エ

コエデュ）、静岡市清水和田島自然の家、生活の森グ

ループ、学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等

学校、おっととっと工房、麻機ウェットランドクラブ、静岡

市立登呂博物館、静岡県立科学技術高等学校 自然科

学部、ディスカバリーパーク焼津 天文科学館、実験室

ルーペ、静岡・海辺づくりの会、藤枝 紙ヒコーキ研究会、

静岡市環境創造課、静岡県立大学 COC地域づくりWG 

＆ 環境サークル mimi miel、磐田市竜洋昆虫自然観察

公園、静岡県自然観察指導員会中部支部、興津川保全

市民会議、静岡県立焼津水産高等学校 海洋科学科 航

海類型・開発類型・機関工学類型、静岡大成中学校 自

然科学部、しずおか信用金庫（(一財)しずしん地域文化

振興財団）、ホールアース自然学校、谷津山再生協議

会、しずおか科学コミュニケーター俱楽部、NPO森林イ

ンストラクターしずおか、日本茶インストラクター協会

静岡県支部、東海大学 チャレンジセンター ポリへドロ

ン工作隊、南アルプス井川エコツーリズム推進協議会、

ふじのくに地球環境史ミュージアム、静岡県立静岡農

業高等学校 いきものがかり、わくわくキッズ、はまぎん 

こども宇宙科学館、多摩六都科学館 （敬称略・順不同）

…など、この他にもいろいろなブースが登場します！

クイズラリー

もあるよ！

38のブースで

いつでも体験

できるんだ

3

9

自然や科学を楽しみ、広める活動に取り組む市民・研究室・科学

博物館の皆さんによる文化祭！体験や工作、観察、ワークショップ、

研究発表など、38のブースが集まります。

※最終入場15:30

る・く・るナビゲーター（ボランティアスタッフ）

による科学のお祭り。ボランティアが企画した

楽しい科学工作や実験を体験しよう！

つくろう！

まなぼう！ 体験しよう！

自然素材でハンドクラフト　　磁石でパタパタ君　　　星座早見ペーパークラフト

わゴムで飛ばす紙ヒコーキ　　　　四つ編みストラップ　　ポンポン船

　　　ドングリのおもちゃ　　　　竹の貯金箱　　森の中のもので工作　　

木工細工でふくろうづくり　　　　コツコツキツツキ　ジュズダマブレスレット

多面体づくり　　　ハスの実やクルミで工作

食べものの栄養　

科学絵本の読み聞かせと工作

　　　薬と感染　　楽しい里山　

巴川に住む生物

カメラの仕組みと進化　 谷津山探検　

食品の安全と危険　木の種類あてクイズ

いきものクイズ　土の中の小さな動物

旅するタネのぼうけん

　　自然にやさしいせっけんづくり　

弥生の土笛     リトマス紙で調べよう

　　昆虫観察　チリメンモンスター

射的ゲーム「外来生物ハンター」　

　ひっつき虫ダーツゲーム　

超音波ホッチキス　　やさいのかたち

大浜海岸の石で宝石づくり　浮力の実験

　　 飲み比べとお茶づくり

正三角形のプラ板を入れるとサッカー

ボールが浮かび上がる万華鏡をつくろう！

巨大空気砲やホバークラフトなどで

空気の性質を学ぼう！

混ぜたカードを3回動かすと、メッセージが

あらわれる！？きみもマジシャンになろう！

イベ
ントもあるよ

こん
なこと

ができるよ

こん
なことが

できるよ

9階／イベントホール 8階／体験ステージ

3

10

サッカーボールが

見える錐体鏡

サイエンスショー　

くうきのふしぎ

カードマジック

「あなたへのメッセージ」

11:00～

12:00～

13:00～

14:00～

15:00～

ぱたぱたサンコウチョウを作ろう
はまぎん　こども宇宙科学館 11:30～

小児科のあたまの中
クイズで耐性菌と戦う技を手に入れよう

静岡県立こども病院

13:45～
①13:30～14:15

②14:45～15:30
食べ物、飲み物のリスクを考えてみよう！生物多様性こどもフェア

～あなたの知らない
　　　外来生物の世界～

静岡県立大学 COC地域づくりWG ＆ 環境サークル mimi miel

14:30～

小学生制作
「おいでよ！楽しい里山へ」上映会

NPO法人しずおか環境教育研究会（エコエデュ）

15:30～
私たちは、こんな食育健康活動を
推進しています。

マックスバリュ東海　株式会社

12:30～
カメの違いがわかるかな？
今日から君もカメ博士だ！

学校法人静岡理工科大学　静岡北中学校

13:30～
消えるビーズの謎を解き明かせ！
わくわくマジックショー！

わくわくキッズ

14:30～

谷津山にある木の葉がやばい
谷津山再生協議会

クイズで君も土壌動物マスター！
～土の中にはどんな生きものがすんでいるの？～

多摩六都科学館

みんな大好き！ゴキブリ教室
磐田市竜洋昆虫自然観察公園

やさいのはんこ
静岡農業高等学校　いきものがかり

飛ぶ種を作って飛ばしてみよう！
ホールアース自然学校

静岡市環境創造課　

【講師】 五箇公一 博士（国立環境研究所）

【対象】 小学校中学年～大人におすすめ

【定員】 各回200人程度

最近ニュースになったセアカゴケグモやカミツキガメなどの

外来生物はどんな生き物で、どこからどのようにやってきたの

でしょうか。外来生物やそれらが引き起こす問題などについて

楽しく詳しく解説します。

土

日

おもしろ科学フェスティバルおもしろ科学フェスティバルおもしろ科学フェスティバル

サイエンスピクニック2019サイエンスピクニック2019サイエンスピクニック2019

10:00～15:30受付

　　　 9階 企画展示室、イベントホール
日

3月9日

3月17日

日・10日

会 場

9階 企画展示室、

8階 ワークショップスペース

静岡市環境創造課

日本サイエンスコミュニケーション協会

13:00～16:00 10:00～16:00

会 場

後 援

共 催

土

すい たいきょう

各回30分程度

ご　か
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