
｜会場｜横須賀市自然・人文博物館 ／ 横須賀市文化会館

横須賀市文化会館（指定管理者：よこすか文化パートナーズ）
横須賀市環境政策部自然環境共生課

22 ・ 日土

【問合せ】横須賀市自然・人文博物館（主催）
 　　〒238-0016 横須賀市深田台 95　TEL 046-824-3688

231/
2022

9:30 ～ 17:00

　詳細は 博物館ホームページ（https://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp またはQRコード⬆）を
ご覧ください。内容の変更やイベント中止の可能性もありますので、事前のご確認をお願いいたします。
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期間中、展示は　いつでも見られます！下記のさまざまな　催しもやっています！
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みる！つくる！さわる！ワークショップ②
 　　3階 市民ギャラリー　9:30 ～ 16:00
　　科学実験の実演やレジンアクセサリーづくりなど！

みんなの発表会②
 　　 3 階 市民ギャラリー 14:00 ～ 16:00

講演会
 　　 1 階 講座室 10:00 ～ 11:00
　「電子顕微鏡が解き明かす生命の神秘」
　　近藤 俊三 氏（日本電子）当日先着 80人

自然館ミュージアムトーク
 　　 ナウマンゾウ前集合　11:00 ～ 12:00　
　　博物館の学芸員が理科フェスのみどころを解説！

パイプオルガンの科学と音楽
 　　 1 階 ホール　12:00 ～ 13:00　
　　オルガンの解説や音が伝わる科学実験とともに
　パイプオルガンの演奏をお楽しみください！

みる！つくる！さわる！ワークショップ①
 　　3階 市民ギャラリー　9:30 ～ 16:00
　　電子顕微鏡のデモや押し花しおりづくりなど！

表彰式
 　　1階 中ホール 9:30 ～ 10:10
　　市内小中学生の自由研究課題の成果作品の中から、
　「よこすか子ども科学賞」と「よこすか子ども発明展」
　の表彰式を行います。

みんなの発表会①
 　　3階 市民ギャラリー 10:30 ～ 12:30
　　こどもからおとなまで、みんなの研究成果の発表の
　時間です。

講演会
 　　 1 階 講座室 14:00 ～ 16:00
　「三浦半島のホタル ―ホタルが育んだ水辺の自然環境―」
　　林 公義 氏（元博物館長）当日先着 30人

京急 横須賀中央駅

京急バス
文化会館前

文化会館
平和中央公園

生花店 児童図書館

コンビニ

26 自然・人文博物館
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●横須賀中央駅から徒歩 10分
●バス停「文化会館前」から徒歩 5分

入場
無料

こどもからおとなまで、みんなが 　科でつながる　日間！

理
２



文化会館 3階

感染症対策にご協力ください。
※内容の変更やイベント中止の
可能性もありますので、事前に
当館のホームページ等をご確認
ください。 検温の実施 手指の消毒

代表者連絡先記入
感染症対策以外の
用途には使用しません。

ソーシャル
ディスタンス
入場制限実施マスク着用

都立大いきもの園
いきもの！サークル東京
（東京都立大学登録サークル）

1/22・23　10:00 ～ 16:00

実験ショー

電子顕微鏡デモンストレーション

科学の世界を楽しもう！

走査型電子顕微鏡の

世界をプロジェクター

で拡大投影！実際に

装置を操作する様子も

みられます☆

JEOL 日本電子株式会社

麻布科学実験教室

1/22　10:00 ～ 16:00

1/23

① 10:30 ～ 空気の科学

② 13:30 ～ 風船の科学

③ 15:00 ～ 静電気の科学 

各回約 30分

※12:00 ～は博物館 1階で
　実験ショー

なんだろう？
わくわく

博物館イベント参加者などの
成果展示

「マイ・ベスト昆虫写真 2022」
作品展示

横須賀高校生徒による
生物画

こどもからおとなまで
研究成果の発表

理科・科学研究

理科・科学活動

【みんなの発表会】
1/22 10:30 ～ 12:00，1/23 14:00 ～ 16:00

博物館植物ボランティア
作って持ち帰る！
「身近な植物の押し花作品づくり」

関連講演会 会場：講座室

② 1/23　10:00 ～ 11:00　当日先着 80人
「電子顕微鏡が解き明かす生命の神秘」
講師：近藤 俊三氏（日本電子株式会社）
　LiCaClUB（リカクラブ）横須賀市自然・人文博物館 共催

① 1/22　14:00 ～ 16:00　当日先着 30人
自然環境講演会「三浦半島のホタル　ーホタルが育んだ水辺の自然環境ー」
講師：林 公義氏（自然・人文博物館 元館長）
　横須賀市（自然環境共生課）横須賀市自然・人文博物館 共催 パネル展示

　「三浦半島の水辺と
　ホタルを守る活動」
1/15 ～ 2/6 博物館 1階ホール

博物館 1階

演奏会
「パイプオルガンの科学と音楽」
　1/23　12:00 ～ 13:00　
　会場：ホール　

　■ オルガンの解説や
　　 音に関する科学実験

　■ パイプオルガンの演奏

水圧をテーマにした実験教室
（株）マリン・ワーク・ジャパン
1/22  11:15・13:00・14:15・15:30
1/23  10:00・11:15・13:00・15:30
各回約 40分

加圧実験水槽で
大気圧100倍の
世界をみてみよう！

実験用
パイプ
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