東

信

横川ダム見学会

北

7/31(水)10:00～15:00

箕輪ダム見学会

信

7/22(水)10:00～15:00～

ハローアニマル
サマースクール
8/９(日) 13:00～15:00
8/10(月祝) 13:00～15:00

動物の習性や正しい飼い方及び命の大
切さを学びながら、ハローアニマルの
お仕事を一緒に体験しましょう。
■実施場所
■対
象
■定
員
■申し込み
■問合せ先

動物愛護センター
小学生(保護者同伴)
各回5名
必要(定員になり次第締切)
動物愛護センターふれあい課
0267-24-5071
小諸市大字菱平2725

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、
横川ダム、箕輪ダムの見学会（少人数
制）を行います。
■実施場所 横川ダム（辰野町）
箕輪ダム（箕輪町）
■対
象 小学生から一般
県内在住者
■申し込み 不要
■問合せ先 伊那建設事務所
0265-76-6847
伊那市荒井3497

中

信

親子体験教室
8/4(火)14:00～16:00

■時
間 13:30～
■所要時間 約30分
■定
員 80名

施設見学
センターの紹介とloTデバイスなどの
機器の見学
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

工業技術総合センター
環境・情報技術部門
小学生から一般
不要
工業技術総合センター
環境・情報技術部門
0263-25-0790
松本市野溝西1-7-7

7/30(木)10:00～15:00

湯川ダム パネル展示

夏休み！
たかがり自然探検隊
8/5(水)9:00～8/6(木)16:00

山岳総合センター（大町市）に泊まっ
て、鷹狩山周辺の自然を満喫します。
市立大町山岳博物館のライチョウにも
あえるよ。
■実施場所
■対
象
■定
員
■申し込み
■参 加 費
■問合せ先

7/28(火)～30(木) 8:30～17:00

山岳総合センター周辺
小学生(長野県在住)
15名(定員になり次第締切)
7/22(水)まで
1人 3,000円（保険料込み）
長野県山岳総合センター
0261-22-2773
大町市大町8056-1

湯川ダムに関するパネル展示を行います。
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

エコールみよた（御代田町）
小学生から一般
不要
佐久建設事務所 佐久北部事務所
0267-63-3172
佐久市跡部65-1

南

信

■実施場所 県立歴史館
■申し込み 不要
(全て別途観覧料が必要)
■問合せ先 県立歴史館 総合情報課
026-274-3991
千曲市屋代260-6

8/4(火)～8/9(日)10:30～13:30

■対
象 どなたでも
■申し込み 不要

情報の海をすすめ！
“図書館王”にオレはなるっ!!
8/4(火)～8/9(金)

百科事典を使った調べ方ワークショッ
プ
■対
象 小学1年～6年生
■申し込み 不要

センターはどんなところ？
どんな設備があるのかな？
■実施場所 工業技術総合センター
精密・電子・航空技術部門
■対
象 小学生から一般
■申し込み 必要
■問合せ先 工業技術総合センター
精密・電子・航空技術部門
0266-23-4000
岡谷市長地片間町1-3-1

■実施場所 工業技術総合センター
食品技術部門
■対
象 小学生から一般
■申し込み 不要
■問合せ先 工業技術総合センター
食品技術部門
026-227-3131
長野市栗田205-1

奥裾花ダム見学会
7/23(木)10:00～15:00

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、
奥裾花ダムの見学会を行います。（ダ
ム見学会、パネル展示、ダムカード・
ダム缶バッジ配布）
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

夏休み考古学教室2020
8/7(金)13:00～16:00(受付15時まで)
8/8(土) 9:00～15:00(受付14時まで)

1.施設公開
・展示室
・土器の接合作業
2.おうちで体験
・勾玉作成キットの配布
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

8/1(土)9:00～12:00

森の不思議探しやネイチャーゲームを
楽しむよ！
■実施場所 長野県林業総合センター
■対
象 親子で参加してください。
■定
員 15組

親子で小鳥の巣箱を作ります。

長野県埋蔵文化財センター
小学生から一般
不要
長野県埋蔵文化財センター
026-293-5926
長野市篠ノ井布施高田963-4

親子体験教室
8/4(火)13:30～15:30

7/23(木)～8/27(木)9:00～17:00

夏の森で宝探し

奥裾花ダム(長野市)
小学生から一般
不要
裾花ダム管理事務所管理第二課
026-256-2937
長野市鬼無里16943-4

なつとしょ 2020

児童図書室で自由研究に役立つ
本の展示･貸出･相談
■実施場所 県立長野図書館
■開館時間 平 日 9:00～19:00
土・日 9:00～17:00
信州・学び創造ラボの開館時間に
ついてはＨＰをご覧ください。
■問合せ先 県立長野図書館
(月曜･7/31休館)
026-228-4921
長野市若里1-1-4

8/15(土) 9:00～12:00

体験見学会

センターの紹介と分析機器、試作加工
装置の見学

知るって楽しい！わかるってすごい!!
～自由研究・夏の陣～

夏休み子どもの木工
8/3(月)15:00～16:00

裾花ダム（長野市）
小学生から一般
不要
裾花ダム管理事務所管理第一課
026-233-4361
長野市大字小鍋字神白沖
3479-23

施設見学

図書館の
ウラガワ探検隊
バックヤードツアーを実施、普段は入
れない書庫を見学できます。

金原ダム見学会

■実施場所 内村ダム（上田市）
金原ダム（東御市）
■対
象 小学生から一般
■申し込み 不要
■問合せ先 上田建設事務所
0268-25-7164
上田市材木町1-2-6

間 10:00～/11:00～
13:00～/14:00～
■所要時間 約30分
■材 料 費 各回親子5組(10名)

■対
象 小・中学生（親子10組）
■申し込み 必要

内村ダム見学会

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、
内村ダム、金原ダムの見学会を行いま
す。

②発酵の教室
親子でにおいをかいだり、顕微鏡で観
察をしたりして発酵のひみつを探ろ
う！

③発酵のおはなし会
身近な発酵食品から、発酵の不思議に
ついてわかりやすくおはなしします。

■場

7/28(火)10:00～15:00

■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

■時
間 10:00～15:00
■所要時間 約30分
■対
象 どなたでも
(小学生未満は保護者同伴)

ソーシャル・ディスタンス、
手に触れずに測ってみる。
～体温、明るさ、空気の流れ…～

8/3(月) 8/4(火)10:00～11:00
所 国立天文台野辺山ホームページ
https://www.nro.nao.ac.jp
■対
象 小学生から一般
■申し込み 不要
■問合せ先 国立天文台
野辺山宇宙電波観測所
0267-98-4300
南佐久郡南牧村野辺山462-2

①お宝発見大作戦‼
ミッションカードに書かれた展示物を
探します。イベントに参加して参加賞
をゲットしよう！

■時

今年はおうちで
特別公開
特別講演会など、いくつかのLive配信
を実施します。それとともに、45m電
波望遠鏡の紹介や望遠鏡にちなんだ動
画や静止画、そして自宅でワーク
ショップができるコンテンツを用意し
ます。

8/2(日)

7/23(木)10:00～15:00

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、
裾花ダムの見学会を行います。ダム見
学会・パネル展示、ダムカード・ダム
缶バッジ配布）

8/4(火) 10:00～10:50/13:30～14:20

特別公開2020

8/29(土)9:30より配信開始

歴史館で夏休み

裾花ダム見学会

浅川ダムまつり

『ミクロの世界を見てみよう！顕微
鏡』『ものが透けて見えるよ！エック
ス線検査装置』『立体のカタチがコ
ピーできるよ！三次元デジタイザ』
『温度を色で見てみよう！サーモグラ
フィー』
■実施場所 工業技術総合センター
材料技術部門
■対
象 小中学生(親子8組)
■申し込み 必要
■問合せ先 工業技術総合センター
材料技術部門
026-226-2812
長野市若里1-18-1

7/23(木)8:30～14:00
■実施場所 長野県林業総合センター
■対
象 親子で参加してください。
■定
員 7組
■申し込み

■問合せ先

いずれも、1カ月前の
8時30分から16時まで
電話で受け付けます。
長野県林業総合センター
森林学習展示館
0263-88-2035
（月曜休館。月曜が祝日の場
合は火曜日休館）
塩尻市大字片丘5739

浅川ダムの見学会とダムまつりを行い
ます。（ダム見学、農産物販売 「ダ
ムまつり」ではさらにパネル展示、動
画上映、ダム周辺自然散策、ペーパー
クラフトによる模型造り、ドローン体
験、長野高専サイエンスツアー、長野
市民吹奏楽団アンサンブル、ダムカー
ド配布等）
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

浅川ダム(長野市)
小学生から一般
要予約
浅川改良事務所
026-234-9548
長野市南長野南県町686-1

※
※

豊丘パネル展示
7/21(火)～7/22(水)8:30～17:00
7/27(月)～7/31(金)8:30～17:00

豊丘ダムに関するパネル展示を行いま
す。
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

須坂建設事務所(須坂市)
小学生から一般
不要
須坂建設事務所
026-245-1671
須坂市大字須坂字中縄手
1699-11

場合によっては、定員に達している可能性があります。
詳細は各実施機関にお問い合わせ下さい。

令和２年度

県各種試験研究機関等の特別開放事業

一般財団法人 長野県科学振興会

本会は昭和33年の創立以来、広く寄付金を募集して基金を造成し、長野県内

〒380-8570（住所記載不要）
長野県教育委員会事務局 文化財・生涯学習課内
TEL 026-235-7437 / FAX 026-235-7493
E-mail nkagaku@mx2.avis.ne.jp
HP
http://w2.avis.ne.jp/~nkagaku/

における科学水準の向上、科学知識の普及啓発、その他科学の振興を図り公

令和元年度 寄付者

益の増進に寄与することを目的として事業を実施してまいりました。
平成25年度より一般財団法人に移行してからも県内の個人・団体を対象とし
た科学研究費の助成金交付事業や、小・中・高校生などを対象とした科学教
室の共催等を実施しております。

ご協力いただき誠にありがとうございます。

株式会社サンジュニア
株式会社シンエイ・ハイテック
協同組合長野県商工振興会
長野県中小企業団体中央会

※敬称略

信幸金属工業株式会社
株式会社中信高周波
天竜丸澤株式会社
公立大学法人長野県立大学
Nikki Fron株式会社
株式会社ヒーテック

