
る・く・るであそんで学ぼう！

協力： 静岡ホビースクエア、株式会社アイエイアイ
後援： 静岡県教育委員会、静岡市教育委員会、ＮＨＫ静岡放送局、朝日新聞静岡総局、産経新聞社静岡支局、静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社、日本経済新聞社静岡支局、
 毎日新聞静岡支局、読売新聞静岡支局、株式会社テレビ静岡、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、全国科学館連携協議会、全国科学博物館協議会

主催：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者 公益財団法人静岡市文化振興財団

静岡科学館
２０１８年
企画展プラモデルを作ろう！

～ミニ四駆～

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

■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）
 ※1/10(水)は臨時休館日
■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 ※専用駐車場はありませんので、公共交通機関、またはエスパティオ駐車場

　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

JR静岡駅南口より徒歩1分

る・く・るには以下の施設・サービスがあります。

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

はじめての
スイーツデコレーション体験！

プラモデルを作ろう！
～ＳＤガンダム～

シャボン玉で
あそぼう

科学の
おもちゃ広場

ふわふわ凧を
作ろう

申
し
込
み
の
い
る
イ
ベ
ン
ト

申
し
込
み
の
い
ら
な
い
イ
ベ
ン
ト

ビー玉万華鏡を
作ろう

相沢康夫さんの
つみ木ショー！

オリジナルの乗り物を作ろう！
～木の模型作り～

切り折り紙あそび～クジラを作ろう～ミニロボで
あそぼう

いろいろな形の道具を使って
シャボン玉を作ろう！

1月7日（日）　
①10:00～12:00　
②13:30～15:30（各回120分）

日　時

1月6日（土）　
13:00～15:30受付

日　時

周りの景色がきれいな模様に見
える！ 透明なビー玉を使った万華
鏡を作ろう。

1月21日（日）　
13:00～15:30受付

日　時

シュート機能を備えた、サッカーロボット
「ミニロボ」の操作体験をしよう！
※このイベントは9階企画展示室で行います

2月10日（土）　
13:00～15:30受付

日　時

クジラの切り折り紙を作って、生き物について学ぼう！

2月11日（日）　
①10:30～11:10　②11:10～11:50　③13:30～14:10　
④14:10～14:50　⑤14:50～15:30（各回40分）

日　時

各回20人（要整理券）定　員 曲芸紙ジョージさん講　師

カラフルなつみ木が様々な
形に変身していくマジック
のようなショーです！

1月27日（土）　
①11:00～11:45　
②14:30～15:15

（各回45分）

日　時

木の模型キットと
端材を組み合わせ
て、車や列車など
オリジナルの乗り
物を作ろう！

1月28日（日）　11:00～15:30受付　
※材料がなくなり次第終了。

日　時

500円参加費

静岡ホビースクエア講　師

大倉宏之さん
（おっととっと工房）

講　師

相沢康夫さん
（おもちゃデザイナー、
 つみ木パフォーマー)

講　師

100人定　員

木のおもちゃやライントレースカー、からくりロボットな
ど手作りの科学おもちゃで自由にあそぼう！

1月8日（月・祝）　
13:30～15:30受付

日　時

薄い発泡スチロールを使っ
て、部屋の中でもふわふわ
浮かぶ凧を工作しよう！

1月13日（土）　
13:00～15:30受付

日　時

1,100円（ミニ四駆キット代）
※工具の貸出あり　
※ミニ四駆は4種類から選べます

参加費

小学生以上　各回20人　
※小学校1～3年生は保護者同伴

対　象

ミニロボ有限責任事業組合講　師

2月3日（土）　
①10:30～12:00　
②13:30～15:00（各回90分）

日　時

648円（プラモデルキット代）
※工具の貸出あり

参加費

小学生以上　各回20人　
※小学校1～3年生は保護者同伴

対　象

静岡ホビースクエア講　師

1月13日（土）～申　込

1月20日（土）　
①11:00～12:00　
②13:30～14:30（各回60分）

日　時

1組 500円（材料費）※1組で1ヶ制作参加費

中学生までの子どもとその保護者　
各回20組

対　象

会場：9階イベントホール
・事前申込のイベントは、募集開始日の9:30から静岡科学館る・く・る
（054-284-6960）へ電話にてお申し込みください。（申込順）

・対象の表記のないものはどなたでも参加できます。
・参加費の表記のないものは無料です。（入館料別途）

関連イベント

※写真は
　イメージです

※食べることはできません

粘土をこねてオリジナル
のドーナツのキーホル
ダーを作ろう！

プラモデルを初め
て作るお子さんに
おすすめの工作教
室です。

※当日10:00～企画展会場受付にて各回の
　参加整理券を配布します。（先着順）

静岡ホビースクエア講　師

12月9日（土）～申　込

向島由賀さん（スイーツデコレーション講師）
協力:株式会社タミヤ

講　師

12月16日（土）～申　込
ミニ四駆を作りながら、プラモデルについて
知ろう！

９：３０～１７：００※初日のみ１０：００～ 静岡科学館９階企画展示室・イベントホール

入場無料
（科学館への入館料がかかります）

ⓒ創通・サンライズ



ミニロボであそぼう

かがくのふしぎで
あそぼう

ボールであそぼう

三原色お絵かき

「ミニロボ」の操作を体験しながら、
どんなしくみで動いているのか
考えよう！

道具をつかって
あそぼう
歯車を組み合わせて動かしたり、
工具のおもちゃをつかって車や
飛行機を組み立てよう。

かずであそぼう
数字クイズやすごろく
など、数をつかった
あそびを体験しよう！

かたちであそぼう
大きなつみ木をつかって
形を作ったり、きれいな
敷きつめもようを作ろう！

パズルであそぼう
ハノイの塔やタングラムなど
いろいろなパズルに挑戦しよう！
きみに解けるかな！？

企画展初日にご来場いただいた
先着100名様に、 限定バッジを
プレゼント！　　   ※無くなり次第終了

1月6日（土） 10:00～　 Ⓒ創通・サンライズ

※展示内容は変更になる
　場合があります。

つみ木であそぼう

模型やプラモデルが
大集合！

ボールやお絵かき、音であそんで
ためして、科学のおどろきや

楽しさを見つけよう！

くみたててあそぼう
静岡生まれの模型や

プラモデルであそんで、
ものづくりの楽しさを知ろう！

うごかしてあそぼう
静岡発のサッカーロボット

「ミニロボ」を動かしたり、
歯車や工具のおもちゃであそぼう！

かず・かたちで
あそぼう

このほかにもたくさんのあそびが体験できるよ！

ひみつきち

つみ木、ボールあそび、お絵かき、パズルや形あそび…
身近なあそびの中には、科学のふしぎがたくさんかくれています。

あそびながら科学のふしぎを発見しよう！

静岡市は、たくさんの模型メーカー
が集まる模型のまち！ 静岡を代表
する模型メーカーのプラモデルや
模型を見て、体験して、その技術を
知ろう。

かべに思いっきりお絵かきしちゃおう！ 
色をまぜて、どんな色が出来るか実験
しよう！

いろいろな木で作られた
つみ木であそぼう。
色のちがいやさわった時の
ちがいはあるかな？

ボールがうまく転がる
コースを作ろう！ 
ボールの重さで転がる
速さは変わるかな？

?

受 

付

数字クイズやパズルに挑戦して、
かずやかたちを好きになろう！

特別プレゼント！

ひみつ　き　ち

秘密基地を通りぬけて、あそびの世界に出発！

シールラリー

模型メーカー各社の最新の模型や
静岡の伝統工芸品の常設展示に加え、
楽しいイベントも盛りだくさん！

シールをここに
 貼って集めてね！

静岡科学館る・く・る

静岡ホビースクエア

シールを３枚集めて 
オリジナルグッズをゲットしよう！ 

る・く・るの企画展会場で
もらえるよ！

企画展関連イベントに
参加するともらえるよ！

（うら面をみてね）

静岡ホビースクエアの
常設展示場でもらえるよ！

オリジナル缶バッジ

〒422-8067　
静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡3F
開館時間： 11:00～18:00（平日）、
 10:00～18:00（土日祝）
 月曜休館（祝日の場合はその翌日）

る・く・る
企画展会場

る・く・る
関連イベント

あそび
百科展

ふしぎ？発見！

静岡ホビースクエア静岡科学館
る・く・る

静岡ホビースクエア

シールの配布・グッズ交換
1月6日（土）～2月12日（月・祝）

交換場所
静岡科学館る・く・る 企画展会場受付


