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イベント の お知らせ
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1日（日）
紙すきを体験しよう！

楽

《対象》 制限なし
《定員》 各回 ６名
《時間》 ❶11：15 ❷12：45
❸14：15

3日（火）,4日（水）
ソーラークッカーを体験してみよう！
※ 雨天(曇天)時：風力発電の工夫をみてみよ
：風力発電の工夫をみてみよう！
《対象》 制限なし
《定員》 各回 ４組
《時間》 ❶11：15 ❷12：45
❸14：15

5日（木）,6日（金）
ペットボトルで霧箱をつくろう！

8/8(日), 8/9(祝)
7日（土）,8日（日）
,9日（月・祝）
開催中止

《対象》 小学３年生以上
《定員》 各回 ４名
《時間》 ❶11：15 ❷12：45
❸14：15

浮沈子をつくろう！
《対象》 制限なし
《定員》 各回 ６名
《時間》 ❶10：30 ❷12：00
❸13：30 ❹15：00

11日（水）,12日（木）
新聞紙で水切り絵をつくろう！

開催中止

《対象》 小学生以上
《定員》 各回 ４名
《時間》 ❶11：15 ❷12：45
❸14：15
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小学生理科自由研究サポー
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お手 ます！
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入館無
料!
参加費
無料!

開催日時や参加方法など、
詳しいことについては、
ホームページをみてね！

1

コミュタン福島

面へＧО！

ご来館のお客様へ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の項目のいずれかに該当する方の入場については、
大変申し訳ございませんが、ご遠慮くださいますようお願いいたします。
◇ 37.5度以上の熱がある。
◇ せき、のどの痛みなど風邪の症状がある。強い身体のだるさ、息苦しさ、味覚や嗅覚の異常等の
症状がある。
◇ 家族等、周囲に新型コロナウイルスに感染又は感染した可能性のある人がいる。
◇ 14日以内に外務省感染症危険情報レベル２以上の国から帰還した。
感染症予防及び拡大防止のため、皆さまのご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます

※ イベント開催について、
新型コロナウイルス感染症の流行状況により、
やむを得ず中止となる可能性がございます。
《当日の開催状況については、当館HPでもご確認いただけます。》
予めご了承ください。
コミュタン福島

ーー

〜国立科学博物館巡回展〜「ノーベル賞を受賞した日本の科学者」

ノ
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1949年の湯川秀樹博士のノーベル物理学賞受賞以来、科学分野では
多くの日本人研究者がノーベル賞を受賞。
本企画展は、研究業績だけではなく、幼少期のエピソード等を交え、
ノーベル賞受賞者をより身近に知っていただける内容
ノーベル賞受賞者をより身近に知っていただける内容となっています
！
ノーベル賞受賞者の個性や創造性がどこからきたのかイメージを膨らませてご覧ください！

開催期間

令和３年７月３１日（土）〜令和３年8月25日（水）

会

福島県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」1階 会議室

場

主催：福島県環境創造センター

共催：独立行政法人 国立科学博物館

協力：全国科学博物館協議会、(一財) 全国科学博物館振興財団
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国立科学博物館巡回展

【環境創造センター 開所５周年記念特別展】開催！

1３日（金）,1４日（土）,1５日（日）
芳香剤をつくろう！

サイエンスショー

開催中止

14日（土）,15日（日）

《対象》 制限なし
《定員》 各回 ６名
《時間》 ❶10：30 ❷12：00
❸13：30 ❹15：00

色が変わる
不思議なハーブティーの秘密!

開催中止

《対象》 制限なし
《定員》 各回 40名
《時間》 ❶11：15 ❷14：15

17日（火）,18日（水）
光でたくさん電気をつくろう！

開催中止

19日（木）,20日（金）
身近な花で押し花をつくろう！

《対象》 制限なし
《定員》 各回 ４組
《時間》 ❶10：30 ❷12：00
❸13：30 ❹15：00

開催中止

《対象》 アイロン使用可の方
《定員》 各回 ４名
《時間》 ❶11：15 ❷12：45
❸14：15

21日（土）,22日（日）
ＤＮＡを取り出してみよう！

28日（土）,29日（日）
風力発電を体験しよう！

開催中止

《対象》 小学４年生以上
《定員》 各回 ６名
《時間》 ❶11：15 ❷12：45
❸14：15
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開催中止

《対象》 制限なし
《定員》 各回 ６組
《時間》 ❶10：30 ❷12：00
❸13：30 ❹15：00

普段の暮らしの中にもＳＤＧｓに貢献できることはたくさんあります。
今月はおうちでできる取り組みについて紹介します。ぜひ家族で取り組んでみましょう！

おうちでできるSDGs
＊ 電気のスイッチはこまめに消す
＊ 使わないコンセントを抜く
＊ 衣類は自然乾燥
＊ LEDの電球に変える

地球温暖化は、温室効果ガスが増えたのが原因です。
この温室効果ガスの代表は二酸化炭素で、ガソリンや石油
などを燃料として使ったり、電気やガスなどを使っても二
酸化炭素が発生します。昔に比べて、私たちの周りには電
気やガスなどを使う製品がたくさん増えました。その分、
二酸化炭素の排出も増え、温暖化が進んでしまっています。
クイズの答え ❸二酸化炭素

＊ エアコンの温度を夏は高め、
冬は低めに設定

会場へのアクセス

福島県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」
⾞をご利 ⽤ の 場 合

磐越⾃動⾞道船引三春ＩＣより約５分

電 ⾞をご利 ⽤ の 場 合

JR磐越東線三春駅より⾞で約12分

三 春 町 町 営 バ ス

三春駅から環境創造センター（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

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

◀この目標に
関係しています

環境省から発表された平成31年度家庭部門のCO2排出実態統計調査によると、
電気の使用に伴う二酸化炭素の排出が、全体の66.2％を占めています。
毎日の暮らしの中で、ちょっと意識して行動することでCO2の削減にもつながり
ます。地球にも家計にもやさしいSDGｓ、はじめてみませんか？

三春町町営バスでコミュタン福島に行こう！ 福島県環境創造センター交流棟
〒963-7700 福島県⽥村郡三春町深作１０番２号（⽥村⻄部⼯業団地内）

ON

〒963-7700
福島県⽥村郡三春町深作１０番２号（⽥村⻄部⼯業団地内）

TEL.0247･61･5721
FAX.0247･61･5727

コミュタン福島
https://com-fukushima.jp

