
大阪府立産業技術総合研究所　平成２６年度府民開放事業

みつけてサイエンス　さわってテクノロジー
工作・実験教室
機器等の実演・体験

参加費無料
事前申込制

※事前申込による抽選を行うテーマがあります。※事前申込による抽選を行うテーマがあります。

2014. 8／8 （金）

10：00～17：00 【受付：9：00～】

会場会場 地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
大阪府和泉市あゆみ野2-7-1（阪和自動車道 岸和田和泉ＩＣからすぐ）

工作・実験

機器等実演・体験

展示・講座

見学

お申し込みはＷＥＢサイトから  http://tri-osaka.jp/

感じてみよう、

リケイのしごと現場。

主催：地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所

協力：大阪府成長産業振興室新エネルギー産業課/大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室地球環境課/

        

後援：和泉市/和泉市教育委員会/堺市/堺市教育委員会/岸和田市/岸和田市教育委員会

大阪府立南大阪高等職業技術専門校/大阪コートロープ株式会社



　地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所（産技研）は、平成8年より18年間、毎年の夏休みの

恒例行事として府民開放事業（「工作・実験教室　機器等の実演・体験」）を開催しています。この催

しは、大阪府民のみなさんを対象に、科学への興味を引き出し、さらには、科学技術が産業にどのよう

に役立っているかを参加型のイベントによって学習していただくことを目的としています。今年度は対

象年齢を広げ、進路選択に悩む中高生の方にとっても「理系の仕事現場」に直接触れることができる機

会として本事業を実施します。皆様のご参加を心よりお待ちしています。

　さて、産技研は、昭和４年に大阪府工業奨励館として設立されて以来、80年を超える歴史ある全国屈

指の公設試験研究機関です。平成8年にこの地、和泉市に移転・オープンして18年が経ちましたが、地

域の皆様と一層連携を深め、中小企業をサポートする試験研究機関として、大阪産業の発展にますます

貢献してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

                                     

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所　理事長　　　　　　　　　　

産技研は、大阪府内の中小企業を技術でサポートしています。

ごあいさつ

Ｗｈａｔ　iｓ　ＴＲＩ？

依頼試験

研究・開発 技術情報発信 人材育成

機器・施設開放

特別展示・おしらせ

◆南大阪高等職業技術専門校　屋外PRブース

 ・ハイブリッドカーのひみつ
 ・「細霧（さいむ）冷房」で涼もう！

◆大阪コートロープ株式会社　PRブース
 世界一細い！!

 9ミクロンステンレスワイヤーの展示

特別展示特別展示
◆ご飲食・ご休憩コーナー（10：00～17：00）

 ・研究所内には、自由にご飲食・ご休憩をして
　 いただけるコーナーを設けています。
 ・お弁当等の持ち込みが可能です。
 ・飲み物の自動販売機を設置しています。
 ・お弁当・お菓子等の販売は行っておりません。

おしらせおしらせ

◆食堂の営業（11：45～13：15）
 ・お昼の時間帯にご利用ください。（食券制）
 ・数に限りがありますので、ご注意ください。

終日

技術相談



午前の部(10:00～12：00)

工作・実験

０１０１
今話題の3Dプリンターを体験しよう！

（定員： 5名）

パソコンで立体形状を設計し、そのデータ
を使い3Dプリンターで樹脂モデルを作製
します。先進的なモノづくりを楽しく体験
していただけます。

藍染教室
（定員： 10名）

藍染の方法を簡単に学び、実際にガーゼタ
オルを染めていただきます。オリジナルデ
ザインのガーゼタオルができあがります。

金属の不思議を体験しよう
（定員： 10名）

金属は熱したり冷ましたりすると、形を変
えることなく強さを変化させることができ
ます。この教室では鉄を使って熱で強くす
る簡単な実験をします。

破壊実験を通じて物の強度について考えよう
～君の理系力を発揮しよう～

（定員： 6名）

大型機械を使った金属の破壊実験を見学し、
材料の大きさや形と強さとの関係を考えま
す。一人ずつ紙で橋を作って強度実験をし、
強さと軽さを競います。

０７０７
真空の中でメダルを金ぴかに！

（定員： 14名）

真空中で、金の表面近くでプラズマを作る
と、表面から金の原子が飛び出してきます。
その原子をメダルにつけてピカピカの金メ
ダルを作ります。

０８０８
金属探知機を作って迷路をぬけよう

（定員： 6名）

実際にハンダ付け作業などをして金属探知
機を作ります。作った探知機で荷物の中の
金属の有無を調べたり、金属が埋め込まれ
た迷路ぬけにチャレンジします。

１０１０
電池がいらないラジオを作って遊ぼう

（定員： 10名）

電波の力だけでイヤホンを鳴らす、とって
もエコなラジオを作ります。どれだけ聴こ
えるか、みんなで競うゲームもしますよ！

１１１１
君だけのやきものをつくろう

（定員： 30名）

素焼きのお皿に絵を描いて焼き物にします。
こちらで釉薬（ゆうやく）をかけて焼成し、
できあがったお皿は後日取りに来ていただ
くか、着払いの宅配便でお送りします。

１３１３
自然を身近に -花のしおりを作ろう-

（定員： 10名）

身近にある花を、電子レンジを使って短時
間で押し花のしおりにします。短時間で作
るので色鮮やかなしおりができあがります。

１４１４
ふしぎなフィルムで

まんげきょうを作ってみよう
（定員： 20名）

黒や透明のフィルムを使っているだけなの
に、すかして見るといろんな色が見える、
ふしぎな万華鏡（まんげきょう）を作りま
す。

１６１６
革製のコインケースを自作しよう

（定員： 10名）

革を使ってコインケースを自作することで
革への理解を深めるとともに、ものづくり
への興味を持っていただきます。

１７１７
君だけのスライムを作ろう

（定員： 61名）

意外と簡単に作ることができるスライム。
高分子ゲルという材料を使って、いろいろ
な色や香りのオリジナルスライムを作りま
しょう。

０３０３
CNC加工でつくる スマホケース 

オリジナル彫刻教室
（定員： 6名）

iPhone5(s)のケースにオリジナルの模様
を彫刻します。手描きのイラストをもとに、
コンピュータ制御の機械で加工しましょう。

０６０６
電池を作ってめっきをしてみよう！

（定員： 12名）

身近にあるものを使って簡単な電池を作り、
パワーを測ります。さらに、完成した電池
を使って金めっきにチャレンジします。

０９０９
たまごの落下実験コンテスト

（定員： 10名）

パラシュートやプチプチなどを使って、
たまごを落下衝撃から守ります。そして、
プチプチ等の使用量の少なさを競います。

１２１２
色と光の化学マジック

（定員： 10名）

身の回りには、いろいろな色や光があふれ
ています。色が変わったり、光ったりする
実験をとおして化学の不思議な世界を体験
してもらいます。

１５１５
花（色素）と太陽の力で
電池を作ってみよう

（定員： 20名）

太陽電池の原理を簡単に説明します。その
後、お花から抽出した色素を使い、太陽電
池を作ります。その作った電池でオルゴー
ルを鳴らしてみます。

０２０２

０４０４ ０５０５

高校生

高校生 中学生 中学生小学４～６年生

小学４～６年生 小学４～６年生 中学生 小学４～６年生 中学生

小学４～６年生 小学４～６年生 小学１～３年生

小学４～６年生 中学生 小学１～３年生
小学１～３年生

小学４～６年生 中学生

高校生 大人

小学４～６年生 中学生

高校生 大人 中学生

４才～小学入学前

※やけどの危険性があります。

※汚れてもよい服装でお越しください。

小学４～６年生小学１～３年生

小学４～６年生

小学１～３年生

※オリエンテーション・引率にかかる時間を含みます。



午後の部(13：00～17：00)

０１０１
液体窒素の実験を楽しもう！

（定員： 30名程度×6回＝180名程度）

液体窒素は、―１９６℃という普段経験す
ることのできないとても低い温度の物質で
す。この液体窒素を使っていろいろな実験
を楽しみましょう。

０４０４
レーザ光線で作るオリジナルIDカード

（定員： 3名×3回＝9名）

レーザ光線を使って自分のデータが入った
オリジナルIDカードを作ります。レーザで
文字を書く様子が見えるよ。

０７０７
目で見る真空技術

（定員： 20名程度×4回＝80名程度）

真空装置を使って、重い物体を持ち上げた
り、水を沸騰させたり、放電を生じさせた
り、音が聞こえなくなる実験をお見せいた
します。

１０１０
電子顕微鏡で君の髪の毛を見てみよう

（定員： 2名1組×5組×7回＝70名）

電子顕微鏡の原理を簡単に説明し、その後、
電子顕微鏡を使って参加者の髪の毛を撮影
します。印画紙に印刷した電子顕微鏡写真
をお渡します。

０２０２
スーパースローカメラの世界

（定員： 20名程度×6回＝120名程度）

スーパースローカメラの実演をします。
身近な生活の中でも、スーパースローカメ
ラでのぞくと不思議な世界が広がっている
よ！

０５０５
カラフルファイヤーサイエンス
～炎色反応を体験しよう～

（定員： 5名×7回＝35名）

金属元素を含む物質を燃やすと、それぞれ
の元素でカラフルな炎（ほのお）が現われ
ます。実際に燃やして炎の色から金属の種
類を推理してみよう。

０８０８
磁石の力を見てみよう

（随時受付）

磁石を物質に近づけると引き寄せられたり、
遠ざかったりする磁性を示すことがありま
す。本実演では、高校生が行った磁性の実
験について紹介します。

見学見学
大人のための機器・施設見学ツアー

（定員： 30名）

普段は一般の方が見ることのできない研究
所内の機器・施設を見学していただきます。
また、研究所の業務についても説明をいた
します。

見学見学
電子顕微鏡で探る原子の世界

（定員： 10名×2回＝20名）

すべてのものは原子からできています。
普段は見ることのできない最新鋭の電子顕
微鏡を見学していただき、一緒に原子の世
界を探りましょう。

０３０３
プラスチック製品のできるまで

（随時受付）

ふだん手にすることの多い身近な存在であ
る，プラスチック製品のつくり方を知って
いますか？ 射出成形加工（しゃしゅつせい
けいかこう）の実演を通じて説明します。

０６０６
金属鑑定団 ～鉄鋼の成分分析～

（定員： 5名×2回＝10名）

Aさんの働く工場で鉄鋼材料の取り違えの
トラブルが発生。「成分分析装置で確認し
てみよう！」 産技研での実際の試験業務を
体験しましょう。

０９０９
雷から身を守ろう！

（定員： 5名×4回＝20名）

雷は、発生場所を予測することは難しいで
すが、落ちる場所を誘導することができま
す。今回、実際に小さな雷を発生させ、
どこが安全かを実演します。

展示展示
顕微鏡で見よう、日常の世界

（随時受付）

昆虫や繊維など身の回りの物を顕微鏡で見
て、新しい世界を発見します。また、顕微
鏡で撮影した拡大写真をお渡しします。

小学４～６年生 全年齢 全年齢

中学生小学４～６年生 高校生中学生

中学生
中学生 高校生 大人

小学４～６年生 中学生

高校生 大人

中学生 高校生 大人

４才～小学入学前

講座講座
映像でみる

鉄鋼材料・金属製品ができるまで
（定員： 30名程度×2回＝60名程度）

鉄鋼材料あるいは金属製品ができるまでを
映像で紹介しながらわかりやすく解説しま
す。これで君も金属博士！

中学生 高校生

中学生 大人

講座講座
理系のしごと情報局

（随時受付）

南大阪高等職業技術専門校等の講師に理系
の仕事について聞いてみましょう。また、
同専門校の紹介DVD（技専校スタイル）
を放映します。他にも色々展示あり！

中学生 高校生
終日

※協力：南大阪高等職業技術専門校

展示展示
燃料電池自動車の展示および
給電デモンストレーション

（随時受付）

次世代のクリーンエネルギーとして期待さ
れている水素を燃料とする「燃料電池自動
車」の展示および停電時等に活用できる給
電機能のデモンストレーションを行います。

全年齢
終日

※協力：大阪府成長産業振興室新エネルギー産業課

機器等実演・体験

１１１１
彫金体験

～自分だけの指輪をつくろう～
（定員：5名×2回＝10名）

シルバーを加工し、自分だけのオリジナル
リングを作ります。ものづくりの楽しさが
体験できますよ！

高校生

※協力：南大阪高等職業技術専門校

※やけどの危険性があります。

小学４～６年生小学１～３年生

小学４～６年生小学１～３年生

小学４～６年生小学１～３年生

※ペースメーカーをご使用の方はご参加
　いただけません。

小学４～６年生小学１～３年生

大人



その他おたのしみ

T I M E 　 S c h e d u l e

クイズ
大会
クイズ
大会

○×クイズ大会
（定員： 50名×2回＝100名）

モットちゃんキットちゃんと○×クイズで
楽しく学ぼう！
おうちでできる科学実験もあるよ★

手作り飛行機大会
（随時受付）

飛距離が長くなるようにオリジナル飛行機
を作ろう！！一定以上の距離を飛ばすこと
ができたら、参加賞があるよ☆

産技研スタンプラリー
（随時受付）

産技研の秘密や科学に関するクイズに答え
て、産技研を探検しよう！全問正解者には
素敵な賞品があります。

職員によるパフォーマンス
（定員： 250名程度）

お昼休みのひとときを楽しんでいただける
よう、産技研職員が得意のパフォーマンス
を披露します。何をするかは当日のお楽し
み！

カガク映像上映会
（定員： 250名程度）

科学に関する映像を上映します。午後の部
のみに参加する方・午前の抽選に落選して
しまった方もご覧いただけます。何を上映
するかは当日のお楽しみ！

飛行機
大会
飛行機
大会

スタンプ
ラリー
スタンプ
ラリー

特別
企画
特別
企画

特別
企画
特別
企画

※映像提供：ＪＡＸＡ

４才～小学入学前
全年齢 中学生 高校生

全年齢

午前～
お昼

お昼

◆午前の部・午後の部ともに、事前にインターネットでの参加者登録が必要です。
　（個別に定員を設けていないテーマのみに参加の場合も含む）※安全上、全体で750名の定員を設けています。何卒ご了承ください。

◆午後の部の総定員は500名となります。午後の部全体の参加希望数が総定員を超えた場合、抽選となります。

◆　　　　  がついたテーマは、インターネットでの参加者登録時に個別申し込みが必要です。

　定員を超えた場合は抽選となります。

◆　　　     がついたテーマは、当日に定員分の整理券を配布します。【先着順】（12：00より配布開始）
　整理券がなくなり次第終了となりますので、ご注意ください。

◆各教室には安全のため、参加対象学年を設けております。

   対象外の教室を申し込まれた場合、大変恐縮ですが無効とさせていただきます。

受付開始（9：00～）
オリエンテーション（10：00～10：15）

午前の部（10：20～12：00）

◆液体窒素の実験を楽しもう！
①13：00～13：30　②13：40～14：10
③14：20～14：50　④15：00～15：30
⑤15：40～16：10　⑥16：20～16：50　

◆スーパースローカメラの世界
①13：30～13：50　②14：00～14：20
③14：30～14：50　④15：00～15：20
⑤15：30～15：50　⑥16：00～16：20

◆プラスチック製品のできるまで
随時開催しています（1回10分程度）

◆カラフルファイヤーサイエンス
　～炎色反応を体験しよう～

①13：00～13：25　②13：30～13：55
③14：00～14：25　④14：30～14：55
⑤15：30～15：55　⑥16：00～16：25
⑦16：30～16：55

◆金属鑑定団 ～鉄鋼の成分分析～
①13：00～13：40　②15：30～16：10

◆目で見る真空技術
①13：00～13：30　②14：00～14：30
③15：00～15：30　④16：00～16：30　

◆磁石の力を見てみよう
①13：30～13：55　②14：30～14：55
③15：30～15：55　

◆雷から身を守ろう！
①13：00～13：20　②13：30～13：50
③14：00～14：20　④14：30～14：50　

◆顕微鏡で見よう、日常の世界
随時開催しています

　映像でみる鉄鋼材料・金属製品ができるまで
①13：30～14：00　②15：30～16：00

◆

　電子顕微鏡で君の髪の毛を見てみよう
①13：00～13：45　②13：30～14：15
③14：00～14：45　④14：30～15：15
⑤15：30～16：15　⑥16：00～16：45
⑦16：30～17：15

◆　レーザ光線で作るオリジナルIDカード
①13:00～13：30　②14:00～14：30
③15:00～15：30

◆

◆彫金体験

①13：30～14：00　②15：00～15：30　　
～自分だけの指輪をつくろう～

◆電子顕微鏡で探る原子の世界
①13：00～13：25　②13：30～13：55　

◆手作り飛行機大会
14:00～　随時開催しています　

◆○×クイズ大会
①14:30～15:00　②15:30～16:00

◆産技研スタンプラリー
随時開催しています　

大人のための機器・施設見学ツアー
14：30～15：25（10名×3班）　

◆

午後の部（13：00～17：00）

燃料電池自動車の展示および給電デモンストレーション
◆理系のしごと情報局
◆
終日開催（10：00～12：00、13：00～17：00）

◆カガク映像上映会（10：30～12：00）
◆職員によるパフォーマンス（12：20～12：50）

特別企画

※協力：大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室
　　　　地球環境課

小学４～６年生小学１～３年生

小学４～６年生小学１～３年生

小学４～６年生

小学１～３年生



◆ 午前の部・午後の部の両方とも事前の参加者登録が必要です。

◆ 1メールアドレスにつき1回のみのお申込みが可能です。
◆ 一度お申込みいただいた教室は変更できません。予めご了承ください。

◆ 本イベントの抽選は、1申込あたり最大4名までのグループ単位で行います。
　 １申込あたりの人数が多かったり、参加したい教室が分散した場合、当選率
　 が下がる場合があります。ご了承の上、お申込みをお願いいたします。

◆ 当選された場合、その権利を他人に譲ることはできません。（※当選された

　 方のご都合が悪くなった場合でも、ご本人以外の方が代理で参加することは

　 できません。）

◆ 各テーマに参加するお子様に同伴される保護者（高校生以上）の方の登録は

　 不要です。

◆ 一部のモバイル端末では、入力できない場合があります。

◆ インターネットから申込みができない場合は、府民開放事業係にお問い合わ

　 せ下さい。（このページの下部参照）

◆ 個別申込みが必要な教室について、定員を超える申込みがあった場合は、

　 厳正な抽選を行います。（先着順ではありません）

◆ 申込みが正常に完了すれば、登録いただいたメールアドレスに受付確認メ

　 ールが自動配信されます。

◆ 受付確認メールが届かない場合は、下記にお問い合わせ下さい。

◆ 抽選結果は、登録いただいたメールアドレスにお知らせします。

◆ 7/25を過ぎても抽選結果のメールが届かない場合は、下記にお問い合わせ

　 下さい。

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 　経営企画室経営戦略課　府民開放事業係

参加申込方法

お申し込みはＷＥＢサイトから  http://tri-osaka.jp/ 産技研 大阪 検索

会場アクセス・お問い合わせ先

◆お車をご利用の方

◆ 電車・バスをご利用の方

WEBサイト申込み

受付確認メール受信

抽選結果メール受信

落選 当選

お申込み期間：7/1（火）～7/10（木）

申し訳ござい
ませんが、

ご参加いただけ
ません。

抽選結果の
電子メール文
を印刷して

お持ち
ください。

※印刷ができない場合は、
抽選結果のメール文に記載の

「受付番号」「キーコード」を
当日に受付でお伝えください。

※安全確保のため、
定員を設けております。

ご理解のほど
お願い申し上げます。

お問い合わせ先

ＴＥＬＴＥＬ 0725-51-2511 ＦＡＸＦＡＸ 0725-51-2513

E-MailE-Mail fumin14@tri-osaka.jp

（電話受付時間： 平日　9：00～17：30）

阪和自動車道「岸和田和泉ＩＣ」
からすぐ

泉北高速鉄道「和泉中央駅」

南海バス「和泉中央駅前」（5番のりば）

南海バス「府立産技研前」

（約10分）

〒５９４－１１５７　和泉市あゆみ野2丁目7番1号

岸和田和泉
インター西

フタツ池
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NN

(右折不可)

【主催者による写真撮影について】
  イベント当日に主催者が記録用に写真撮影を行います。
  撮影した写真は、産技研のWEBページや広報資料等で公開する場合がありますので、ご了解ください。


