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【イベント参加にあたってのお願い】
・博物館専用駐車場はありません。周辺の有料駐車場をご利用ください。ただし、土日祝日は周辺駐車場
の混雑が予想されますので公共交通機関の利用にご協力ください。
・各イベントの参加には入場料が必要です（熊本市内の小中学生は名札、生徒手帳、入館カード等の提示で無料）。
・小学３年生以下の方は保護者同伴でご参加ください。
・新型コロナウイルス感染症の対策（マスク着用・検温・手指消毒等）にご協力をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベントが変更・中止となる場合がありますのでご了承
ください。

自由研究相談会

7/24（日）

自由研究についての質問や相談を受け付けます。「研究テーマ
や相談したい内容」を必ず書いてお申し込みください。締切後、
個別に実施時間をご連絡いたします。
主に相談できる分野

13：30 〜 16：00
テーマ決めや研究の進め方について
申込締切 7/19（火）

8/21（日）
13：30 〜 16：00
採集した標本の名付けやまとめ方について
申込締切 8/15（月）

親子で作る翼竜グライダー

親子で翼竜の形のグライダーを作りましょう。

①【ディモルフォドン】

8/2（火）10：00
〜 11：30

場所
対象

博物館 実験・工作室
小学生以上（小学生は保護者同伴）
※未就学児不可
定員 各回 10 名 + 保護者
申込締切 7/22（金）

7/16

▶ 9/4

・地質に関すること（化石、岩石、鉱物など）
・生きものに関すること（動物、植物など）
・天文に関すること（宇宙や星座など）
・科学実験・工作に関することなど

②【プテラノドン】

8/3（水） 10：00
〜 11：30

◆ 両方への応募はできません。①、②どちらか
をお選びの上でご応募ください。
◆ 使用するキットは「世界の大翼竜展」開催
期間中、ミュージアムショップにてご購入
いただけます。
◆ うまく飛ぶようにするための調整が大人で
もやや難しいキットです。小学生は必ず保
護者の方とご参加ください。

いろいろな火起こし体験

くまはくたんけんたい！

舞切り法や火打ち石など、いろい
ろな方法で火起こしに挑戦してみ
ましょう。

博物館のバックヤードを探検して
みましょう。

①10：00 〜
7/30（土） ②14：00 〜
（約１時間）

場所 博物館 南玄関
対象 どなたでも
定員 各回 10 人程度
申込締切 7/20（水）

生きもの観察会
フィールドに出て、昆虫や草花な
どいろいろな生きものを観察して
みましょう。
場所 立田山（現地集合）

8/6（土）

【植物編】
10：00 〜 11：30
対象 小・中学生
定員 20 人程度

8/7（日）

【動物編】
10：00 〜 11：30
対象 小・中学生
定員 20 人程度

申込締切

いずれも 7/27（水）

◆ 野外活動に適した服装で参加してく

ださい。
◆ 水分、帽子など各自で熱中症対策を
お願いします。

8/5（金）

①10：00 〜 11：00
②15：00 〜 16：00

場所 博物館 実験・工作室 ほか
対象 小学生 4〜6 年生・中学生
定員 各回 10 人
申込締切 7/26（火）

わ

と

和綴じ本を作ってみよう！
昔の本の綴じ方で自分だけの冊子を
作ってみましょう。

8/6（土）

①10：00 〜 11：00
②14：00 〜 15：00

場所 博物館 実験・工作室
対象 小学生以上
定員 各回 15 人
申込締切 7/27（水）

草木染体験
身近な材料を使って草木染に挑戦！
オリジナルのハンカチを作りましょう。
13：30 〜 15：00

8/10（水） ※汚れてもよい服装で
ご参加ください。

場所 博物館 実験・工作室
対象 小学生以上
定員 20 人
申込締切 7/31（日）
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【マイ花押】をつくろう

子どものためのびじゅつのとびら

昔の武士たちも使っていたサイン
「花押」をデザインしてみましょう。

自分だけの刀をデザインしてみましょう。

8/11（木・祝） 10：30 〜 11：30
場所 博物館 講堂
対象 小学生以上
定員 15 人程度
申込締切 7/31（日）

8/12（金） 10：30 〜 11：30
場所 博物館 講堂
対象 小・中学生
定員 10 人程度
申込締切 7/22（金）

銅鏡レプリカを作ってみよう！

JAL 航空教室 in 熊博

鋳型に低融点合金を流し込み、銅鏡の
レプリカを作ってみましょう。

航空機や空、空港でのお仕事などについ
てお話を聞いてみましょう。

①10：00 〜 12：00

8/14（日） ②14：00 〜 16：00

8/21（日）

場所 博物館 実験・工作室
対象 どなたでも
定員 20 人
申込締切 8/4（木）

場所
対象

【イベントの申込方法】

イベント名、希望時間帯（複数回
あるイベントのみ）、住所、氏名、
学年（年齢）、電話番号を書いて
ホームページ申込専用フォームま
たは往復ハガキにて、お申し込み
※締切日必着
ください。
860-0007
熊本市中央区古京町 3 - 2
一緒に参加されるご家族、ご友人は
１通にまとめて応募してください。
応募多数の場合は抽選となり、当選
者にのみ連絡いたします。

お仕事講座

11：30 〜 12：00

博物館 実験・工作室
〜小学生

（どなたでもご参加いただけます）

定員 36 人
申込締切 8/13（土）
12：00〜13：00

まと

・折り紙ヒコーキ的入れゲーム
・ 制服なりきり体験
場所
対象
定員

博物館 講堂
どなたでも
先着 100 人

サタデーナイト
ミュージアム
土

8/6

7/23

13：30 〜 15：30

土

イベント等については、博物館ホーム
ページでお知らせいたします。

7/31

13：30 〜 15：00

おもしろ実験に挑戦！

コイルモーターを作ろう！

描いた絵が一瞬にして消え、また出現 !?
いろいろ作ったり試したりしてみましょう。

クリップ・導線・磁石などを利用して
簡単なモーターを作ってみましょう。

場所 博物館 実験・工作室、講堂
対象 小・中学生
定員 30 人
申込締切 7/13（水）

場所 塚原歴史民俗資料館
対象 小・中学生
定員 20 人
申込締切 7/21（木）

8/6

13：30 〜 15：30

紙パックカメラを作ろう！
紙パックと凸レンズを組み合わせて簡
単なカメラを作ってみましょう。

場所 塚原歴史民俗資料館
対象 小・中学生
定員 20 人
申込締切 7/27（水）

8/20

①10：30 〜 12：00
②13：30 〜 15：00

水中 UFO キャッチャーを作ろう

※事前申込は不要です。

7/30

子ども科学・ものづくり教室

浮力を調節して魚（浮沈子）にリング
を拾わせるおもちゃを作りましょう。

場所 博物館 実験・工作室
対象 小・中学生
定員 各回 20 人
申込締切 8/10（水）

8/13

①11：30 〜
②13：30 〜
③15：00 〜
各回 25 分程度

大気圧と真空の実験ショー
大気圧での空き缶つぶしや真空中での
不思議な現象などをお見せします。

場所 博物館 講堂
対象 どなたでも
定員 各回 20 人
申込締切 8/3（水）
【子ども科学・ものづくり教室の申込方法】
教室名、希望時間帯（複数回ある教室のみ）、
住所、氏名、学年（年齢）、電話番号を書
いてホームページ申込専用フォームまたは
往復ハガキにて、お申し込みください（ハ
ガキの場合は各会場へ）。※締切日必着
塚原歴史民族資料館
熊本博物館
861-4226
860-0007
中央区古京町 3‐2 南区城南町塚原 1924
一緒に参加されるご家族、ご友人は１通に
まとめて応募してください。
応募多数の場合は抽選となり、当選者に
のみ連絡いたします。

