瀬戸市記者会、豊田市政記者クラブ、
豊田市政記者東クラブ、長久手市同時

昨年度のサイエンスフェスタの様子

平成 26 年 1 月 27 日(月)
○愛知県産業労働部
・あいち産業科学技術総合センター
管理部管理課 管理・業務グループ
担当 長谷川、高橋、小野
電話 0561‑76‑8302（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
・産業科学技術課 管理・調整グループ
担当 加藤（久）、山口
内線 3389、3388
電話 052‑954‑6347（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
○愛知県公立大学法人愛知県立芸術大学
・芸術情報課
担当 岡部
電話 0561‑62‑1180（代表）
220（内線）

「知の拠点あいちサイエンスフェスタ２０１４」の参加者を募集します！
あいち産業科学技術総合センターでは、科学技術を身近に感じてもらい、親しみを
もっていただくため、昨年度に引続き「知の拠点あいちサイエンスフェスタ２０１４」
を開催します。
今年度は、愛知県立芸術大学の授業と連携した取組みとして、次世代の産業デザイ
ンを担う学生が製作した３Ｄデータを、当センターの３Ｄプリンターにより立体化し
た造形作品の展示を行います。また、こども向けのワークショップや一般の方向けの
施設見学会を開催するほか、科学技術展示コーナーなどの施設の一部を自由見学箇所
として開放します。
科学技術の楽しさや奥深さをじっくり堪能していただきたく、多くの皆様のご参加
を心よりお待ちしております。
なお、当センターは当日に開催される東部丘陵線連絡協議会主催の「リニモ早春ウ
ォーキング」のコースにもなっておりますので、ウォーキング参加者の方もぜひお立
ち寄りください（平成 26 年 1 月 17 日（金） 地域振興部交通対策課 記者発表済み）
。
１
区分
第1部

開催概要
日時 平成 26 年 3 月 2 日(日)10：00〜15：00
内容
詳細

「環境から形をまなぶ」 愛知県立芸術大学の学生がデザ
10：00〜15：00
〜３Ｄプリンターによる作品展〜 インした造形作品等の展示

第 2 部 施設見学ツアー

第3部

時間

募集人員

対象者

制限なし
(事前申込不要)

一般県民
①11：40〜12：20 各回 25 人
職員が引率して行うツアー形式
②12：40〜13：20 (事前申込優先
の施設見学
③13：40〜14：20 (※１))

内容は以下の 2 本立て
科学技術ワークショップ
･「人工イクラを作ろう！(※２)」 10：00〜11：30
（A コース）
･「偏光万華鏡の世界」

各回 20 人
(小学校高学年
・中学生向け)
(事前申込制) 小・中学生

内容は以下の 2 本立て
科学技術ワークショップ
･「磁石で浮かぶリニアカーを作ろう！」13：30〜15：00
（B コース）
･「暗闇で光る絵を描こう！」

各回 20 人
(小学生向け)
(事前申込制)

1

(※３)

【注記】
※１ 事前申込を優先しますが、定員に満たない場合は当日受付を行います。
※２ 実験用の薬品を用いるため、食べることはできません。
※３ 小学生のお子様が参加される場合は、できるだけ保護者の方がご同伴ください。

２

開催場所
「知の拠点あいち」あいち産業科学技術総合センター
（豊田市八草町秋合 1267‑1 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ）
※会場へは公共交通機関を利用してお越しください。
【会場へのアクセス】
リニモ 陶磁資料館南駅の北側すぐ

「知の拠点あいち」
「知の拠点」
あいち産業科学技術
あいち産業科学技術
総合センター
総合センター

地下鉄・リニモ
藤が丘駅

愛知県立大学
リニモ(東部丘陵線)

至名古屋
愛・地球博
記念公園

３

陶磁資料館
南駅

八草駅

お申込み
○申込方法
施設見学ツアー及び科学技術ワークショップに参加をご希望の方は、下記 URL
から参加申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メール又は FAX にて
お申込みください。
URL：http://www.pref.aichi.jp/0000067377.html
○申込先
メールアドレス：acist@pref.aichi.lg.jp（件名に「サイエンスフェスタ」と記載要）
FAX：0561‑76‑8304
(あいち産業科学技術総合センター 管理部管理課 管理・業務グループ)
○申込期間
2 月 3 日（月）午前 10 時から 2 月 28 日（金）午後５時まで
なお、申込受付は先着順とし、定員となり次第、締め切らせていただきます。
※グループでの申込みも可能ですが、運営の関係上、保護者を含めて 4 名ま
でとさせていただきます。

４

注意事項
当日は係員が広報目的の写真・動画等を撮影する場合があります。それらにつ
いては、当センターの各種媒体に使用させていただくことがありますので、予め
ご了承下さい。

５ 問い合わせ先
あいち産業科学技術総合センター 管理部管理課 管理・業務グループ
担 当：長谷川、高橋、小野
電 話：0561‑76‑8302(ダイヤルイン)
ＦＡＸ：0561‑76‑8304
2

知の拠点あいち

サイエンスフェスタ2014
⽇時
場所

平成26年3⽉2⽇（⽇）10：00 15：00
あいち産業科学技術総合センター

遊びに来てね！

テクロー

ナノミ

プログラム

第１部

※当センターは当⽇に開催される東部丘陵線連絡協議会主催の「リニモ早春
ウォーキング」のコースの一部になっております。
（ウォーキングはリニモはなみずき通駅スタートで、スタート受付時間は
9:30 11:30です。なお、ウォーキングについては事前申込不要です。）

「環境から形をまなぶ」
３Ｄプリンターによる作品展

■時間
１０：００～１５：００
■定員
無し（事前申込不要・出入自由）
■展示内容
愛知県立芸術大学「環境から形
をまなぶプロセスとプロトタイピング
デザイン」の授業から生み出された
デザイン専攻学生による３Ｄ造形
データを出力した立体造形作品や、
形を作るプロセス学習ツールの紹
介等の展示を行います。

施設⾒学ツアー

第２部

■時間
第1回：１１：４０～１２：２０
第2回：１２：４０～１３：２０
第3回：１３：４０～１４：２０
■定員
各回２５名
（事前予約優先・定員に満た
ない場合は当日受付を行い
ます。）
■内容
普段は見ることのできない最先
端の研究施設（あいちシンクロト
ロン光センター等）をご案内します。

※写真はイメージです。

第３部

科学技術ワークショップ

■時間
Ａコース： １０：００～１１：３０／Ｂコース： １３：３０～１５：００
■定員
各回２０名（事前申込制）
■内容
※写真はイメージです。
Ｂコース
Ａコース
①「人工イクラを作ろう！」
①「磁石で浮かぶリニアカーを作ろう！」
実験用の薬品を用いて人工イクラを作ります。
磁石で浮かぶリニアカーを作り、磁石の働きを学びます。
（※食べることはできません。）
②「暗闇で光る絵を描こう！」
②「偏光万華鏡の世界」
蛍光クレヨンを使い、ブラックライトを当てると光る絵を描きます。
偏光万華鏡を作り、光の性質を観察します。

あいち産業科学技術総合センター
〒470-0356
豊田市八草町秋合1267-1
T E L :0561-76-8302
F A X:0561-76-8304
MAIL:acist@pref.aichi.lg.jp
知の拠点あいちホームページ
http://www.chinokyoten.pref.aichi.jp/

【会場へのアクセス】
リニモ 陶磁資料館南駅の北側すぐ

「知の拠点あいち」
「知の拠点」
あいち産業科学技術
あいち産業科学技術
総合センター
総合センター

地下鉄・リニモ
藤が丘駅

愛知県立大学
リニモ(東部丘陵線)

至名古屋
愛・地球博
記念公園

陶磁資料館
南駅

八草駅

知の拠点あいちサイエンスフェスタ２０１４ 参加申込書
以下の「お申込内容」欄にご記入の上、ＦＡＸもしくは電子メールによりご提出下さい。
ＦＡＸ ０５６１－７６－８３０４（あいち産業科学技術総合センター管理課 小野 宛）
E-mail acist@pref.aichi.lg.jp（件名に「サイエンスフェスタ」と記載）

＊下記の申込期間外の申込は無効とさせていただきます。また、定員とな
り次第締め切りとさせていただきますので、予めご了承ください。
お申込内容

申込期間2月3日（月）10時 ～ 2月28日（金）17時

※グループで申し込む場合、以下の枠内は代表者の氏名・連絡先をご記入下さい。
（代表者（保護者））
氏名
（住所）〒

（電話）

（ＦＡＸ）
－
（Ｅメール）
今後、知の拠点あいちでのイベント実
施に係る情報送付を希望する

（○ or ×）

※科学技術ワークショップの内容は以下のとおりです。
・Ａコース：「人工イクラを作ろう！」と「偏光万華鏡の世界」の２本立て（人工イクラは食べられません。）
・Ｂコース：「磁石で浮かぶリニアカーを作ろう！」と「暗闇で光る絵を描こう！」の２本立て
※小学生のお子様が参加される場合は、できるだけ保護者の方がご同伴ください。
※施設見学ツアーは、第1回～第3回いずれも同じ内容です。また、定員に満たない場合は当日受付を行います。
※当日は係員が広報目的の写真・動画等を撮影する場合があります。それらについては、当センターの各種媒体に使
用させていただくことがありますので、予めご了承下さい。
氏名(上記代表者を含めて下さい）
学年
学年欄につい
1
ては、代表者
もしくは保護者
2
は「○」を記入
参加者
し、その他の
3
大人について
は、記入不要
4
原則、グループでの申込みは、運営の関係上、保護者等の引率者を含めて４名までとさせていただきます。

お問合せ先
あいち産業科学技術総合センター
管理部管理課 管理・業務グループ 小野
〒470-0356豊田市八草町秋合1267-1

電 話 0561‑76‑8302
ＦＡＸ 0561‑76‑8304
E‑mail acist@pref.aichi.lg.jp

