
※写真はイメージです。
★イベント内容、スケジュールは都合により、予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

風船で宇宙を見れるってホント?!岩谷さんは
日本ではじめて個人として風船による宇宙撮
影に成功!その未知への挑戦は果たして…。

学研のキッズネットが
みんなをがっちりサポートします。

第1弾第1弾

夏
休
み
は「
コ
ミ
ュ
タ
ン
福
島
」で

楽
し
く
、学
ぼ
う
！

楽しく学べる。創造の世界！楽しく学べる。創造の世界！

時間 13:30～14:30
場所 ホール 定員 200名

日本初！ふ
うせん

宇宙撮影

DVD「ようこそ!米ちゃんの
工作ランドへ」

時間 14:00～14:50
場所 ホール

定員 200名

時間 空き時間に随時放映 場所 ホール

本気のどうぶつぬり絵
時間 9:00～16:30 場所 セミナー室A

※写真はイメージです。

講演　岩谷圭介氏

「楽しいロケットあそび 」
プロジェクトB

時間 ❶11:00～11:30 ❷15:30～16:00
場所 学習室A 定員 各回30名
ロケットを自分の手で飛ばしてみよう！風船で作るから
安全で楽しいよ。だれが一番上手に飛ばせるかな？ 

「デンキをつくろう！ 」
プロジェクトA

時間 13:30～14:20
場所 学習室Ａ 定員 30名
世界で初めて「電池」を発明したのはイタリアのボルタさん。再現
実験やもっとも強力な「炭電池」まで、自分で電気をつくってみよう！

講師　すずきまどか氏 講師　すずきまどか氏
「生きもののヒミツ、DNAをとりだそう！ 」
プロジェクトC

時間 ❶10:00～10:50 ❷11:40～12:30 ❸14:30～15:20
場所 学習室B 定員 各回15名
いろいろな生きものたちは、実はみんな同じのヒミツを持って
います。そのヒミツであるDNAを自分の手でとりだしてみよう！ 

講師　成田尚宣氏

入 場 & 参 加 費
無 料全イベント

平成教育委員会など、多数
のテレビ番組の実験監修!!ア
インシュタインラボによる夏を
涼しくするサイエンスショー!!

環境教育フェスティバル
～ふくしまで育つ・未来の芽～～ふくしまで育つ・未来の芽～

アインシュタインラボ
ＣＯＯＬサイエンスショー

この夏の自由研究のテーマはこれで決まり！

「あぶくまの木と
 地形と土」

サイエンスカフェ

時間 10：40～11：20
担当 日本原子力研究開発機構

「環境ハカセと考えよう！
 遺伝子組換え作物のこと」
時間 12：40～13：20
担当 国立環境研究所

場所 会議室 定員 50人

マイクロスコープで
神秘の世界を観察しよう！！
時間 9：50～16：20
場所 多目的会議室

コミュタンラボ 環境創造センター
見学ツアー
時間 ❶11：30～12：30

❷14：35～15：35
場所 本館・研究棟

定員 15名

※当日13：00より、先着200名様に
　入場整理券を配付

ＡＫＢ48 Ｔeam8
ecoトーク＆ライブ

時間 10：00～16：00 場所 屋外

高校生による
商品販売＆製品配布

時間 10：00～16：00 場所 屋外

ご当地グルメコーナー

高校生が考案・生産・製造した商品、製品を
ご紹介。販売や無料配付も！！

時間 10：50～13：45（口頭発表） 場所 ホール
時間 10：00～16：00（パネル展示） 場所 会議室・学習室A

環境に関する研究発表
ふくしま環境活動支援ネットワーク＆高校生

環境に関する調査・研究を行っている団体や高
校生によるパネル展示や研究成果の口頭発表!!

時間 15：00～16：00 場所 ホール

福島高校や県外の高校、フランスの各高校生が
福島のいまについて学び、発信!!

AKB48 Team8のお二人による暮
らしに身近なecoのお話とミニライブ
をお届け!!

時間 10：10～10：40

出演者 舞木 香純（福島県代表）
清水 麻璃亜（群馬県代表）

場所 ホール
定員 200名
※事前予約が必要です

国際高校生放射線ワークショップ
見て、食べて、調べて学ぶ福島のいま

環境教育フェスティバル専用サイト ※ecoトーク&ライブお申し込みはこちらhttp://www.fmf.co.jp/pc/kankyou/

環境創造センター オープン1周年記念企画

～研究員がセンターのお仕事を
分かりやすく伝えます！！～

研究員ミニ講座

時間 ❶10：00～10：30　❷12：00～12：30
場所 1F展示室内（探るラボ） 定員 各回20人程度

237/
2017

  9:00～17:00

日237/
2017

  9:00～17:00

日

58/ 日58/ 土

10:00～16:00



※イベントの内容、スケジュールは都合により、予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

※8月5日の環境教育フェスティバルについてのお問い合わせは「ふくしまFM TEL.024-991-9000」へお願いします。※8月5日の環境教育フェスティバルについてのお問い合わせは「ふくしまFM TEL.024-991-9000」へお願いします。

会場へのアクセス

〒963-7700 福島県田村郡三春町字深作１０番２号（田村西部工業団地内）

磐越自動車道船引三春ＩＣより約5分

JR磐越東線三春駅より車で約12分

三春駅～環境創造センター（コミュタン福島）
年末年始（12月31日～1月3日）を除き
毎日（1日4便）運行

車 を 御 利 用 の 場 合

電車を御利用の場合

三 春 町 町 営 バ ス

※運行時間等の詳細は、次のホームページをご覧ください。 
http://www.com-fukushima.jp/infomation/access.html

三春町町営バスでコミュタン福島に行こう！

〒963-7700 福島県田村郡三春町字深作１０番２号（田村西部工業団地内）

TEL.0247･61･5721
FAX.0247･61･5727
コミュタン福島

福島県環境創造センター交流棟 
コミュタン福島

問い合わせ先

http://www.com-fukushima.jp/

自分でブロックを組み立て、パソコンでプログラムを
組んで、技術・工学を楽しく学ぼう！

■対象：小学校 3年生～ 6年生と
　　　　そのご家族 2名 1組
■定員：午前・午後　各回 14組
■場所：学習室Ａ

福島県環境創造センター　総務企画部企画課
TEL.0247-61-6129　FAX.0246-61-6119

お申し込み・お問い合わせ先

家族ロボット教室

そのほか楽しいイベント盛りだくさん！！そのほか楽しいイベント盛りだくさん！！

「厚紙でブーメランをつくろう」
コミュタンクラフト

■7.8●・9●土 日

「スマホでミクロの世界を撮影しよう」

■8.15●・16●火 水 「はずむシャボン玉であそぼう」
テーブルサイエンス

■8.26●・27●土 日

「とってもすごい！磁石のひみつ」
サイエンスショー

■8.19●・20●土 日

「偏光板でくるくる
 ステンドグラスをつくろう」

テーブルサイエンス
■9.9●・10●土 日

「荷造りひもで
 おしゃれなかごをつくろう」

コミュタンクラフト
■9.23●・24●土 日

「紫外線で色が変わる
 アクセサリーをつくろう」

テーブルサイエンス
■7.29●・30●土 日

「ストロー笛をつくって演奏しよう」

■8.6●日

「CDホバークラフトをつくろう」
コミュタンクラフト

■8.12●・13●土 日

SUMMER EVENT SCHEDULE コミュタン福島
イベントスケジュール

会議室

環境創造
シアターロビー

EVE
V

展示室

入口

学習室A

学習室B

セミナー室A

多目的会議室
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キッズ
スペース
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授乳室
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テラス

環境創造
シアター

ホール
小さい
お子様が
遊べる
スペース

1F
交流棟

2F
交流棟

1F
交流棟

2F
交流棟

7.23●日
夏の祭典　第1弾

岩谷圭介氏　講演会
13:30～14:30

DVD「ようこそ!米ちゃんの工作ランドへ」
空き時間に随時放映

本気のどうぶつぬり絵
9:00～16:30　

8.5●土
環境教育フェスティバル
ホール アインシュタインラボ ＣＯＯＬサイエンスショー

14:00～14:50　定員200名（13:00より整理券配布）

AKB48 Team8　ecoトーク＆ライブ
10:10～10:40　定員200名（要事前申込）

「あぶくまの木と地形と土」
サイエンスカフェ①

10:40～11:20　定員50名

「環境ハカセと考えよう！
 遺伝子組換え作物のこと」

サイエンスカフェ②

12:40～13:20　定員50名

環境創造センター見学ツアー
❶11:30～12:30　❷14:35～15:35

「マイクロスコープで 神秘の世界を観察しよう！！」
コミュタンラボ

※詳しくは受付のボードをご確認ください。
9:50～16:20 30分おきに7回開催

8.12●土
夏の祭典　第2弾

ミヤモ・エコマジックショー 
❶11:00～11:30　❷13:30～14:00
定員各回200名
整理券配付受付9:00～
※入場制限あり　※各回先着200名様に整理券配付

ピンホールカメラづくり
10:00～16:30（9:30受付）　定員全日100名

プラネタリウムづくり
10:00～16:30（9:30受付）　定員全日100名

ドローンスペシャルイベント
Aデモフライト＆体験会
　①9:30 ②11:00 ③13:00 ④15:00
　定員各回１０名 ※16歳以上、雨天中止
Bドローン映像中継　　　
　①10:30 ②14:00  ※雨天中止
CドローンＵＦＯキャッチャー
　随時開催

会議室

8.9●～27●水 日

発明王エジソン展
9:00～17:00

7.29●土
学習室A 家族ロボット教室

❶9:30～12:30　❷13:30～16:30
定員各回14組（ご家族2名1組）※事前申込必要

国際高校生放射線ワークショップ
15:00～16:00

高校生口頭発表
10:50～13:45

屋 外

ふくしま環境活動支援ネットワーク&高校生パネル展示
10:00～16:00

高校生による商品販売＆製品配布
10:00～16:00

「デンキをつくろう！」
　　　　自由研究　プロジェクトＡ

13:30～14:20　定員30名

「楽しいロケットあそび！」
　　　　自由研究　プロジェクトB

❶11:00～11:30　❷15:30～16:00　定員30名

「生きもののヒミツ、DNAを取りだそう！」
　　　　自由研究　プロジェクトC

❶10:00～10:50 ❷11:40～12:30 ❸14:30～15:20
定員各回15名

ご当地グルメコーナー
10:00～16:00 「X線観察装置でかんたんレントゲン体験」

コミュタンラボ

9:50～16:20  30分おきに7回開催
※詳しくは受付のボードをご確認ください。

会議室

会議室

～研究員がセンターのお仕事を
分かりやすく伝えます！！～

研究員ミニ講座

❶10:00～10:30 ❷12:00～12:30

1Ｆ 展示室内
（探るラボ）

ホール

セミナー室A

多目的会議室

本館・研究棟

学習室A

学習室B

多目的会議室

ホール

セミナー室A

セミナー室B

屋 外

学習室A

コミュタンクラフト

テーブルサイエンス

297/ 日297/ 土
※事前申込みが必要です。

1部 9:30～12:30
2部 13:30～16:30

福島県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」
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環境創造センターをご利用の方はバス料金無料


