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●場所 大豪市ユ市民会館 ・OF会議菫(5ルーム使m

大東市略町4番6■(■0'2-8,1-0001)」R学研都市線住遺駅下車(北東雀歩10分)

0日時… 21:1年

'日

23日 (■)午 前10時～午後2時30分

in大 東

スポーツや芸術 をたの しむように

7月23日(■) 科学をたのしむ ′
主徴 大阪 科学の授業をたのしむ会 (■表 西村寿餞)

共瞥 くNPO法 人大阪府高齢者大学校 子ども教室研究料>」
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原子や分子をイメージしながら科学の実験を楽しみませんか :

「ぼくらはガリレオ :わたしもファラデー :Jを合言葉に

ゎくゎく仮環′どきどき疑蜂′

巨休みの科学数自「o)

-196℃ の冷た～い世界 !

ドライアイスを使ってたのしい実験

イオンと食べもので環境実験

科学工作 おもちゃ作りにもチャレンジ !

友達とさそいあつてご参カロ下さい。お待ちしています 1
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チャレンジ
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oo時～12時)

(小学校4年 生～大人まで〉定員40名

《腋体空気.-19● 産の世界を楽しもう′》
★波体室素そ使って 冷た～い空気の世界を探検する実験.思 わず身を乗り

出してしまうようなおもしろい実験が続きます。分子の動きをイメージしな

がら予想するとますますたのしくなります !

Bク ラス (rab.邸 諄■児～大人事で〉定員40名
あそ

《ドライアイスで海ぼう》
★ドライアイスを見たことがありますか?こ のトライアイスをつかつてたの

しくおいしい?彙験をします とてもおもしろい |でも あぶないこともあ

るので 子ども達だけであそんでは ぜつF_いダメで～す !に■

Cク ラス (小学校0年 生～大人まで)定 員30名

ドライアイスを使って
き た い

《見え0い気体をつか幸えよう》★「トライアイスで遊
ぼうJの中 高学年月実験です 一人ひとりが実験しなから トライアイス

の気体をイメージしていきます.F_のしい実験の連続です!

最後には ビックリ実験がありますよ。おたのしみに|(*^r→



Dク ラス (1 手ヽ薇 2年 生～大人まで)定 員30名

環境 実験 《イオンこ食べもの》で

宇宙燿地球号を考えよう ′

★たのしい奏験の連続で■_予想をたてながら 本当のことを探してoきま

す.く イオン>という電気原子 (分子)を物差しに '私達の地球をたのし

く考えよう |」という実験
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E食  午後のもの作りに,加 する

人は′おにざりやお茶を持ってき

てね.好 きなクラスで′お友達や

スタッフと一緒に食べて下さい

ロロ,子 発生●マジックンロー  12時 30分 ～(`^_^`)★ マジックショー

の大会でも,い つも上位入賞の岡部先生.さ て′今回はどんなマジックかな

あ.う ～ん′たのしみです |(^。^)

も の 作 |:千ゃレン ジ タ イム く12時40分～午後2時30分)

ホ2"嘴 t,哺●ストロー   ビックリするほどよく飛びます.た/_し使

い方にご注意を| ホカき●●
"卜

   飛ばし方がポイントです!
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l   スライムにOOを 入れてみよう|

*缶 =■ ■ at,ゃ 作=,   ぉもちや作りの専門家とたのしぃおもちゃ

を作りましよう。●夏休み自由研究相談コーナーもあります。

★会うにRI′鮨強に崚立つ本や′彙摯クッズ おもしろおもちや

分字●ロストラップなどを重発します。お豪しみに I(ヽ̂_^ホ)

●前回の 「科学教室Jに は140名の方が参加 くトライアイス>を 使った実

験やく水の表面>を たのしんでもらいました。今回も′実験だけでなく′
'も

の作りのた0し きも●腋 :Jで きるように企画しました。



◆多加費 持ち物¨ 7●0ハ (会場員 材料費 保険代等も含む)

(通信)させてt たヽだきます. ★=口 燿元 ●薔口 (元大東 三箇小)L/

☆保證者の多加は300円  ★筆屁用霙をご用意ください

★大人 発生の多加も大歓迎で～す [(700円)

0定 員  ̈'40名 (〆切は7月20日)

☆4備 保磯等の関係で 申し込みは7月 20口 (水)までにお願いします

0申 し込みは 7,ク ス A"キ または メーllにて 「〒番号 住所 氏名 電話

番号 学校名 学年 希望するクラス]を■いて下記まで申し込んで下さい 連

名で申し込まれる場合も 爆黎蟻波炒矮越鰻珈蟻艘類u蝠コ■週駆憩難勲0こ証

入をお鳳いします ☆なお 定員オーパー等のため受付できない場合のみ連綺

FAX Oフ 2‐379‐3SS4 〒575‐0003四 條暇市岡山東 2-2-38(間

い合わせ 09017177506)  メール otol:07271′: oヽo co l,

◆姜日本夭E饉 で大阪に還難されている子ども連は ほ 置者),ぜ ひご参

力,下さい ご招待します | (事 務局にご連絡を 1お待ちしています)

岡田 和成 (大 阪 加美北小)

藪本 智子 (大 阪 下新庄小)

森下 貴夫 (大 阪 西生野小)

畑中 真― (枚 方 枚方小)

石本 裕樹 (守 口 東小)

岡都 智子 

“

槻 大冠| )ヽ

中嶋 奥子 (枚 方 】1越小)

官本 なつ江〈枚方 樺棄西小)
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科学敏菫 ・遭営スタツフ

くNPO法 人大阪府 高齢者大学校 子ども教皇研究料>

く伝承玩具 おもちや作り SA>

渡辺 慶二 (元 四條曖学国小)

雁金 隆  (四 條熙学国小)

永岡 修  (四 條畷学圏小)

雁金 美佐技(四條畷学園小)

武村 政男 (元羽曳野市 埴生南小)

水国 民夫 ¨ 内長野 長野小〉

笙丼 亮  (交 野 第一中)

西村 募越 (元曖屋‖市立小 牧長)


