
指定管理者 公益財団法人 静岡市文化振興財団

住所／〒422‐8067 静岡県静岡市駿河区南町14番25号 

　　　エスパティオ8〜10階　　

TEL／054‐284‐6960 FAX／054‐284‐6988

開館時間／AM9:30～PM5:00（入館はPM4:30まで）

休館日／月曜日（祝日の場合はその翌日）・
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は提携している駐車場です。

サイエンスピクニック当日は中学生・高校生・大学生・専門学校生・教員
の方は、学生証・身分証明書の提示で入館料が無料になります。

静岡市内在住・通学

静岡市外

小・中学生

大 人

一般料金 団体料金 年間パスポート

未就学児 無 料
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ー　

ー　

100円

410円

ー 　

ー 　

770円

3,090円

入館料

るくる 検 索検 索

※静岡市内在住の70歳以上は無料

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその

付添者1名は無料

※静岡市内在住・通学の小・中学生は静岡市子どもカードをご持参ください。

両日とも
最終入場は
終了15分前まで

別途入館料がかかります。
詳細は下欄をご確認ください。

会場：静岡科学館る・く・る

釣りをしたことはありますか？魚釣りの基本は、魚を
知ること、つまり、釣りたい魚の食べるものを知るこ
とです。実物の餌や仕掛けを使いながら、魚の特徴と
釣りの極意を学ぼう！

講師：株式会社イシグロ　
フィッシングアドバイザー　加藤義之氏

世界と日本の川の魚を大紹介。静岡の川にも、いろ
んな魚がいます。最近姿を見かけなくなった魚もい
れば、新たに見つかる魚もいます。生きた魚や標本
を観察して、川の魚にくわしくなろう！

講師：ふじのくに地球環境史ミュージアム
 准教授　渋川浩一氏

川には、浅い・深い、流れの速い・遅いなど、いろいろ
な環境があります。「この魚はどこにいる？」「どう
してここで暮らせるの？」博士といっしょにクイズ
を楽しみながら、川のヒミツ、魚のヒミツをのぞい
てみよう！

講師：東海大学海洋学部　
　　　教授　秋山信彦氏

生物多様性こどもシンポジウム めざせ！！お魚マスター！！～魚から学ぶ静岡の川～
共同開催

●どなたでも各回100名程度（小学校中学年～大人におすすめです）●27日㈯　❶13：30～　❷14：20～　❸15：10～　（各40分）●９階イベントホール

SCIENCE
COMMUNICATION

②さかなを知って
　川に釣りに行こう!! 

③川の環境と
　魚種の多様性

①川の魚の
　種類とかたち

主催：静岡科学館る・く・る 指定管理者 公益財団法人静岡市文化振興財団　

共催：静岡市環境創造課

後援：静岡市教育委員会・日本サイエンスコミュニケーション協会

詳しいイベント情報は、
ホームページへどうぞ！

公 式
Face
book



 

出展ブース紹介 それぞれの出展ブースでは活動紹介のほかミニ体験や工作なども行っています。材料には限りがあります。

サイエンスピクニック 2016会場内イベントスケジュール
予約不要で当日先着順です。体験人数や座席には限りがあります。各回 10分前開場です。

　 9 階 ≫≫≫
イベントホール

　 8 階 ≫≫≫
  体験ステージ

1 日本科学未来館 水をつかまえると色が変わるふしぎな紙で、貼り絵をつくってみよう！身の回りにあるさまざまな形の「水」を通し
て、地球の水循環を学びます。

2 静岡市立登呂博物館 弥生人と「石」との関わりについて焦点をあてて紹介します。石器づくりや、石皿などを用いた木の実擦りも体験でき
ます。

3 ディスカバリーパーク焼津天文科学館 ディスカバリーパーク焼津天文科学館は、大型望遠鏡やプラネタリウムなどがあり、宇宙や科学を体験できます。当日は
日食観察カード作りを行います。

4 箱根ジオミュージアム 火山の噴火ではどんなことが起こるのかな？火山灰や岩石の観察をして火山の不思議にせまります。岩石の観察に使う
偏光板でキラキラ万華鏡も作ります！

5 蒲郡市生命の海科学館 隕石や化石、岩石は、地球と生命の歴史を教えてくれるたからもの。体験や観察をまじえて、蒲郡市生命の海科学館の展
示や活動についてご紹介します。

6 磐田市竜洋昆虫自然観察公園 ヘラクレスオオカブトやハナカマキリをはじめ国内外の昆虫たちが竜洋昆虫公園から出張します。最近昆虫との出会い
が少ない方、ぜひお集まりください！

7 静岡県ホタル連絡協議会 ホタルを通じて地域の自然環境を考える活動を行っています。ホタルの光る仕組みについて勉強しましょう。発光体験
もできるよ。

8 （株）イシグロ 静岡市内で釣れる魚と釣場を紹介します。今から行ける釣場、四季を通して狙える魚の紹介と釣り方をご紹介します。

9 静岡・海辺づくりの会 静岡海岸の環境美化活動、環境整備活動、自然再生活動、レクリエーション活動、防災活動を行っています。大浜海岸
に落ちている石を使ってストラップ作りのミニ体験を行います。

10 静岡県立焼津水産高等学校 海洋科学科 開発ｺｰｽ チリメンジャコの中にはいわし類以外にも色々な海洋生物が入っています。まだ見たこともないモンスターを一緒に探
しましょう。

11 静岡県立焼津水産高等学校 海洋科学科 航海ｺｰｽ ストラップを自分で作ってみませんか？ヒモを編むだけでストラップを作ることができます。三つ編みから一本増やし
た四つ編みに挑戦してみましょう！

12 静岡県立焼津水産高等学校 海洋科学科 機関・工学ｺｰｽ 水蒸気の力で動くポンポン船を牛乳パックとアルミパイプを使って作ってみませんか。普段船のエンジンについて学ん
でいる私たちがお手伝いいたします。

13 学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等学校 愛着を込めて、巴川流域を観察すると共に、環境が持続的に保全できる科学的な方法を、日々、研究しています。ぜ
ひ、見に来てください！

14 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 安倍川の防災の歴史、静岡市発展の基礎を築いた家康公の功績などを紹介。パネル展示の他、堤防の防災効果を体感で
きる模型を展示します

15 興津川保全市民会議 私たち興津川保全市民会議は、「命の水」の源である興津川の豊かな自然環境を守るため、積極的に保全活動に取り組
んでいます。

16 しずおか科学ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ倶楽部・JASC静岡支部① 浜辺で見つけたちいさなタカラモノ（貝殻・流木・ビーチグラスなど）を使って、自分だけの素敵なオリジナルグッズを
作ってみませんか？

17 しずおか科学ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ倶楽部・JASC静岡支部② 静岡科学コミュニケーター倶楽部有志により、身近な試料で、簡単･手軽にスマホ顕微鏡の世界を楽しんで頂き、ミクロ
の世界を体験する。

18 国立研究開発法人 科学技術振興機構 科学技術の動画ライブラリ「サイエンスチャンネル」から、人気コンテンツ“THE MAKING”や、5分で観る「サイエ
ンスニュース」等をご紹介!

19 特定非営利活動法人 くらしとバイオプラザ21 美味しい野菜のヒミツはＤＮＡにあるって知っていましたか？いろいろな野菜からＤＮＡを取り出す実験を通して、そ
のヒミツにせまってみませんか？

20 マックスバリュ東海 株式会社 調理時の工夫や食べ方のアドバイスなど、食材の理解度を深めてもらい、無駄なく、美味しく、健康的な食生活をして
頂くための、食育活動を推進しております。

21 生活の森グループ 環境教育授業・講座、水質浄化の働きかけなどを行っています。紙芝居と自然にも人にもやさしい石けん作りを体験。
みんなで水を守りましょう。

22 サイエンスぽけっと 科学絵本「あおむしくん」と「せいめいのおてがみ」の読み聞かせをします。また絵本の内容にそったお話や遊びを
楽しんでください。

23 静岡県立大学ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ研究会&環境ｻｰｸﾙ mimi miel 屋台形式のイベントで、参加者が“答えを探す” 科学体験を可能とすべく、リスクを題材としたレギュラトリーサイエンスプログラムを試行しています。

24 ガールスカウト 静岡協議会 未来をひらく！チェンジエージェント

25 実験室ルーペ 主に小学生を対象とする実験教室や、大人対象の理科通信の発行などを行ってきました。それらの内容のうちからいく
つかをご紹介します。

26 おっととっと工房 身近なものを利用したものづくりで、創意工夫を楽しむ活動の紹介

27 藤枝紙ヒコーキ研究会 もっとも単純でよく飛ぶ紙ヒコーキ。ホチキス、ワゴム、紙、ハサミさえあれば、だれでもすぐにできます。

28 谷津山再生協議会 谷津山は、る・く・るの近くです。谷津山やまちなかにあるドングリといっしょにあそびましょ。身近なものからくら
べましょ。

29 静岡県自然観察指導員会 中部支部 ①自然観察会のパネル展示 ②落ち葉を紙の上に置き、形を写しだすブラシ絵を実施 ③ジュズダマを使ったブレスレット
の作成

30 巴川流域麻機遊水地自然再生協議会 再生保全管理部会第3工区班 麻機遊水地で貴重な植物や生き物を保全していく活動をしているグループです。遊水地に自生する貴重な植物やカヤネズ
ミなどの紹介をして皆さんにあそびに来ていただきたいと思っています。

31 静岡市清水和田島自然の家 自然の素材を使った「ハンドクラフト」を体験してみませんか。清水和田島自然の家でできる様々な自然体験や、季節
に応じて実施しているイベントを紹介します。

32 ＮＰＯ法人 ホールアース研究所 親子で思いっきり外で遊びませんか。ホールアース自然学校では、自然体験の楽しさ、面白さを体験を通してお伝えして
います。

33 しずおか信用金庫 竹を使って作ろう！貯めよう！「世界に１つだけの貯金箱」谷津山の竹を使って、自分だけのオリジナルの貯金箱を作
ろう

34 静岡ガス（株） 静岡支社 静岡ガスのビオトープにはたくさんの昆虫や鳥、魚たちが生息しています。展示物をヒントにしたクイズと魅力あるお
みやげを用意しています。

35 ＮＰＯ法人 森林インストラクターしずおか 森の案内人「森林インストラクターしずおか」です。木についてのクイズや木の名札づくりが体験できるよ！！

36 南アルプス・井川エコツーリズム推進協議会 豊かな自然の宝庫、井川で、生活や食･歴史文化を楽しんでもらうエコツーリズムを行っています。今回は植物のツルを
使った鍋敷き作り体験をします。

37 静岡市環境創造課 ユネスコエコパークに登録された「南アルプス」にすむ貴重な動植物を、パネルやゲームで紹介します。

38 ふじのくに地球環境史ミュージアム 3月26日（土）オープンの県立博物館です。新感覚の移動ミュージアム「ミュージアムキャラバン」を展示しますので、
ぜひ見に来て下さい。

39 教員のための博物館の日 教育に関わる人々とサイエンスピクニックに参加している人々をつなぎます。
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日 時間 ワークショップタイトル 出展者

2/27 13:30～15:50 生物多様性こどもシンポジウム 静岡市環境創造課

2/28 11:00～12:00 わくわく火山体験！～火山実験とキラキラ万華鏡作り～ 箱根ジオミュージアム

2/28 13:00～14:00 見えない「水」を見つけよう　‐色でわかる ジメジメとカラカラ‐ 日本科学未来館

2/28 14:45～15:45 美味しい野菜のヒミツ　～野菜からＤＮＡを取り出してみよう～ 特定非営利活動法人 くらしとバイオプラザ21

日 時間 実演・ミニトークタイトル 出展者

2/27 14:00～14:20 まちなかのドングリくらべ 谷津山再生協議会

2/27 14:45～15:05 GO！GO！アノマロカリス！ 蒲郡市生命の海科学館

2/27 15:30～15:50 ｻｲｴﾝｽ“ぷち”ﾄｰｸ　～好きな話を聞ける、ﾃｰﾏ選択式のﾐﾆﾄｰｸ！～ しずおか科学ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ倶楽部・JASC静岡支部①

2/28 10:30～10:50 ようこそ！　ミクロワールドへ　（スマホ顕微鏡ってなんだろう？） しずおか科学ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ倶楽部・JASC静岡支部②

2/28 11:30～11:50 カメについて見て、触れて学んでみよう！ 学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等学校

2/28 12:30～12:50 食材の理解度を深める マックスバリュ東海 株式会社

2/28 13:20～13:40 GO！GO！アノマロカリス！ 蒲郡市生命の海科学館

2/28 14:10～14:30 子どもも大人も学ぼう！「昆虫のコドモからオトナまで」 磐田市竜洋昆虫自然観察公園

2/28 15:00～15:20 キミは判断できるかな？　～“安全”と“危険”はつながっている～ 静岡県立大学ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ研究会 & 環境ｻｰｸﾙ
mimi miel
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