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19（木） 20（金） 21（土） 22（日）

放射線展ガイドツアー放射線展ガイドツアー放射線展ガイドツアー 放射線教育セミナー放射線教育セミナー放射線教育セミナー

徒歩約3分

時間

●主催／「みんなのくらしと放射線」知識普及実行委員会
構成団体：大阪府立大学（事務局）、（独）日本原子力研究開発機構、（財）電子科学研究所、
　　　　（財）日本原子力文化振興財団、（社）大阪ニュークリアサイエンス協会、（社）大阪府放射線技師会、
　　　　（社）日本アイソトープ協会、（社）日本原子力学会関西支部、関西原子力懇談会
●後援／文部科学省、近畿経済産業局、大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、
　　　　（財）大阪科学技術センター
●協力／扇町キッズパーク

夏休み親子勉強博夏休み親子勉強博夏休み親子勉強博夏休み親子勉強博夏休み親子勉強博 第27回

放射線の飛んだ跡がみえる不思議
な箱「霧箱」の他、親子で楽しめる
工作教室を開催。※参加人数限定
※工作の内容は毎回異なります。

専門の先生が放射線について

わかりやすく解説します。親子で

楽しく放射線を勉強しよう。

楽しい先生が不思議でおもしろい

科学実験を紹介します。

科学や放射線について楽しみながら
勉強できるショーを毎日開催。
ホームズ君と一緒にさまざまな
「なぜ？」を解明しよう！

お問合せ：「第27回みんなのくらしと放射線展」運営事務局（大阪府立大学研究連携推進課内）　TEL.072-254-9804 

イベント内容は予告なしに変更する場合がございます。

放射線展の会場を巡って、わかりやすく放射線について
紹介するツアーを開催します。（毎日２回開催）

オープニングセレモニー

わくわくサイエンスショー
「名探偵！ とっても小さなホームズ君」 おもしろ実験ショー 放射線ミニセミナー 親子工作教室

ステージスケジュールステージスケジュールステージスケジュール

放射線に関わる教育者向けのセミナーを開催します。
（19日（木）15：00～17：00  科学体験館サイエンス・サテライトにて開催）

2010

8 10:30～18:30.
扇町キッズパーク 1階アトリウム
1919 木 2222日

入場無料入場無料

わくわくサイエンスショー 「名探偵！とっても小さなホームズ君」

サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映

放射線ミニセミナー

放射線ミニセミナー

放射線ミニセミナー 放射線ミニセミナー
親子工作教室
「霧箱工作」

（関西アトムサイエンス倶楽部）

おもしろ実験ショー おもしろ実験ショーおもしろ実験ショー

親子工作教室 親子工作教室親子工作教室おもしろ実験ショー

サイエンスチャンネル番組放映
サイエンスチャンネル番組放映

サイエンスチャンネル番組放映サイエンスチャンネル番組放映

サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映サイエンスチャンネル番組放映

わくわくサイエンスショー 「名探偵！とっても小さなホームズ君」

わくわくサイエンスショー 「名探偵！とっても小さなホームズ君」

サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映

サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映

サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映 サイエンスチャンネル番組放映サイエンスチャンネル番組放映
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