北

裾花ダム・
奥裾花ダム見学会

食品の分析や
加工装置を見てみよう！

信

下水道探検隊

7/29(金) ① 10:00～11:00 ②13:30～14:30

7/23(土)10:00～15:00

工技センターのお仕事や食品分析機器、
加工装置を見学してみよう！

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、裾
花ダム・奥裾花ダムのダム見学会を行い
ます。

8/10(水)9:30～11:30（9:00受付）
■実施場所 工業技術総合センター
食品技術部門
■対
象 小学生から一般
■申し込み 不要
■問合せ先 工業技術総合センター
食品技術部門
026-227-3131
長野市栗田205-1

下水処理場を探検しよう！下水道をよ
く知り、身のまわりの水環境やインフ
ラのことを考えてみませんか？場内は
どこでも撮影OKなので、写真は自由
研究にもご活用ください。

■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

■実施場所
■対
象
■申し込み

クリーンピア千曲
小学生高学年
7/29(金)までにメール、FAX又は
郵便でお申込みください
■問合せ先 千曲川流域下水道事務所
下流施設課
karyushisetu@pref.nagano.lg.jp
電 話 026-257-4000
FAX 026-257-4428
長野市赤沼申高2455

豊丘ダムまつり
7/31(日)10:00～14:00

7/26(火)13:30～15:00

下水処理場を探検しよう！下水道をよ
く知り、身のまわりの水環境やインフ
ラのことを考えてみませんか？場内は
どこでも撮影OKなので、写真は自由
研究にもご活用ください。

■問合せ先

センターにはどんな設備があるのかな。
実際に使っているところを見てみよう

■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

■対
象 小・中学生(親子20組)
■申し込み 必要

工技センターの
お仕事紹介

アクアパル千曲
小学生高学年
7/29(金)までにメール、FAX又は
郵便でお申込みください
千曲川流域下水道事務所
上流施設課
joryushisetu@pref.nagano.lg.jp
電 話 026-283-4171
FAX 026-283-4175
長野市真島町川合1060-1

7/27(水)①13:30～14:30 ②14:00～15:00
③14:30～15:30 ④15:00～16:00

8/3(水)10:00～12:00

・小麦粉をねって、洗って、グル
テンをとりだします
・小麦粉クイズ
・ミニ体験

■実施場所 工業技術総合センター
材料技術部門
■対
象 小学生から一般
■申し込み 不要
■問合せ先 工業技術総合センター
材料技術部門
026-226-2812
長野市若里1-18-1

7/23(土)8:00～14:00

浅川ダムの見学会とダムまつりを行い
ます。（ダム見学、農産物販売 「ダ
ムまつり」ではさらにドローン体験、
長野高専サイエンスツアー、スティー
ルパン演奏会、ダムカード配布等）

■実施場所
■対
象
■定
員
■申し込み

■問合せ先

浅川ダム(長野市)
小学生から一般
ダム見学は予約者優先
浅川改良事務所
026-234-9548
長野市南長野南県町686-1

※
※

豊丘ダム(須坂市)
小学生から一般
要予約(ダム探検)
須坂建設事務所
026-245-1671
須坂市大字須坂字中縄手1699-11

小麦粉の謎
～ グルテンを探せ! ～

工技センターのお仕事についてご紹介
します。そのあとセンター館内を回っ
て、いろいろな設備を見学いただきま
す。

浅川ダムまつり

■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、
豊丘ダムに関するパネル展示、豊丘ダ
ムまつり（ダム探検、建設機械展示、
水質検査体験、農産物販売等）を行い
ます。

工技センターの
最新設備を見てみよう！

下水道探検隊
8/9(火)9:30～11:30（9:00受付）

■実施場所
■対
象
■申し込み

裾花ダム・奥裾花ダム(長野市)
小学生から一般
不要
裾花ダム管理事務所管理第一課
026-233-4361
長野市大字小鍋字神白沖3479-23
裾花ダム管理事務所管理第二課
026-256-2937
長野市鬼無里字上土倉16943-4

農業試験場
小学生(小学4年生以下は保護者同伴)
10名程度
7/25(月)まで
ながの電子申請サービス、または
下記問合せ先まで
農業試験場
026-246-2411
須坂市大字小河原492

場合によっては、定員に達している可能性があります。
詳細は各実施機関にお問い合わせ下さい。

小学生・中学生・高校生のみなさんへ
長野県科学振興会では、１月下旬～５月初旬まで、理科や算数（数学）等の
科学研究（個人・グループ・部活動）に使うお金を助成しています。
（夏休みの自由研究、クラスで取り組む研究、部活動やグループでの研究等）
たくさんの応募を待っています！！
http://w2.avis.ne.jp/~nkagaku/jyoseikin.html

一般財団法人

長野県科学振興会

本会は昭和33年の創立以来、広く寄付金を募集して基金を造成し、長野県内

〒380-8570（住所記載不要）
長野県教育委員会事務局 文化財・生涯学習課内
TEL 026-235-7437 / FAX 026-235-7493
E-mail nkagaku@me2.avis.ne.jp
HP
http://w2.avis.ne.jp/~nkagaku/

における科学水準の向上、科学知識の普及啓発、その他科学の振興を図り公
益の増進に寄与することを目的として事業を実施してまいりました。
平成25年度より一般財団法人に移行してからも県内の個人・団体を対象とし
た科学研究費の助成金交付事業や、小・中・高校生などを対象とした科学教
室の共催等を実施しております。

令和３年度 寄付者 ご協力いただき誠にありがとうございます。
伊藤

利章

協同組合長野県商工振興会
天竜丸澤株式会社

株式会社サンジュニア

株式会社ヒーテック

KOA株式会社

※敬称略

※受付順

NiKKi Fron株式会社

※1件匿名

株式会社ライフプロ

株式会社シンエイ・ハイテック

令和４年度

県各種試験研究機関等の特別開放事業

東

信

湯川ダム パネル展示
※7/25(月)は休館

■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

■対
■定

エコール御代田(北佐久郡御代田町)
小学生から一般
不要

小学生(保護者同伴)
必要(定員になり次第締切)
各日5組

夏休みフィールド探検！
7/30(土) 8/13(土)12:25～12:55

うさぎ・モルモットの
飼い方教室
① 7/30(土)13:30～15:00【うさぎ編】
② 8/20(土)13:30～15:00【モルモット編】

うさぎ・モルモットを飼う時はどうし
たらいいの？そんな疑問を楽しく学び
ましょう。
■対
象
■申し込み
■定
員

小学生(保護者同伴)
必要(定員になり次第締切)
各回7組

「どうぶつあいごセン
ター」や「ほけんじょ」
のおしごとについて
8/6(土) 13:00～14:15

動物愛護センターや保健所ってなんだ
ろう？動物愛護センターや保健所のお
仕事について学んでみましょう。
■対
象
■申し込み
■定
員

小・中学生(保護者同伴)
必要(定員になり次第締切)
8組

余地ダム見学会
7/31(日)10:00～15:00

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、余
地ダムの見学会を行います。
余地ダム(南佐久郡佐久穂町)
小学生から一般
不要
佐久建設事務所
0267-82-8271
佐久市臼田2015

国立天文野辺山

特別公開2022
8/28(日)9:30～16:00 (会場＋オンライン開催)

オンライン講演会「ヨンゴー研究発表
会」では、7名の研究者が45m電波望
遠鏡を使った最新の成果をわかりやす
く紹介します。会場では通常の見学
コースに加え、屋外にて最新成果の紹
介や、巨大アンテナの表面を触れるな
どこの日だけの企画を実施します。
■実施場所 国立天文台 野辺山宇宙電波観測所
https://www.nro.nao.ac.jp
■対
象 小学生から一般
■申し込み 不要
■問合せ先 国立天文台 野辺山宇宙電波観測所
0267-98-4300
南佐久郡南牧村野辺山462-2

キッズチャレンジ
犬のトレーニング

■対
象
■申し込み
■定
員

小学生(保護者同伴)
必要(定員になり次第締切)
6組

どうぶつをかうための
じゅんびのおはなし
8/11(木・祝)10:00～11:00

みんなで「いのち」について考え、動
物のお世話のポイントや動物とのふれ
あい方を学ぼう！
■対
象
■申し込み
■定
員

小・中学生(保護者同伴)
必要(定員になり次第締切)
10組

■実施場所
■問合せ先

動物愛護センター
動物愛護センターふれあい課
0267-24-5071
小諸市大字菱平2725

■対
象
■料
金
■申し込み

小学生～中学生
無料
不要(当日受付)

夜の霧ヶ峰を体感！

ナイトウォーク

くんせい箱作り

7/27(水)10:00～15:00

8/13(土) 9:00～12:00

小仁熊ダム見学会
7/31(日)10:00～15:00

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、
奈良井ダム、小仁熊ダムの見学会を行
います。(ダム見学会、パネル展示、ダ
ムカード配布等)

7/30(土) 8/13(土)19:30～20:30 (雨天中止)

内村ダム見学会

■対
象
■申し込み
■問合せ先

まちの夜とは異なる霧ヶ峰の夜に、楽
しさと静けさ、ちょっぴりの怖さを体
験します。
■実施場所
■対
象
■料
金
■申し込み
■問合せ先

霧ヶ峰自然保護センター周辺
小学生とその家族(10名)
お一人 1,000円
開催前日16時まで
長野県霧ヶ峰自然保護センター
0266-53-6456
諏訪市四賀霧ヶ峰7718-9

奈良井ダム(塩尻市)
小仁熊ダム(東筑摩郡筑北村)
小学生から一般
不要
奈良井川改良事務所 ダム係
0263-40-1982
松本市大字島立1020
(松本合同庁舎 4階)

体の動きをデジタル化!?
7/29(金) ①10:00～11:00
②11:00～12:00

■対
象
■申し込み

横川ダム見学会
7/29(金)10:00～15:00

箕輪ダム見学会
7/22(金)10:00～15:00～

｢森と湖に親しむ旬間」にあわせて、横
川ダム、箕輪ダムの見学会(人数制限あり
10名程度)を行います。

■対
象
■申し込み
■問合せ先

7/31(日)10:00～15:00

金原ダム見学会

横川ダム(上伊那郡辰野町)
箕輪ダム(上伊那郡箕輪町)
小学生から一般
不要
伊那建設事務所
0265-76-6847
伊那市荒井3497

一般(第1回、第2回ともに10名)
必要(定員になり次第締切)

AI, IoT関連機器を
見てみよう！
7/25(月) ①10:00～ ②14:00～
7/26(火) ①10:00～ ②14:00～

■実施場所
■対
象
■申し込み
■所要時間
■問合せ先

工業技術総合センター
環境・情報技術部門
小学校から一般
不要
約45分
工業技術総合センター
環境・情報技術部門
0263-25-0790
松本市野溝西1-7-7

■実施場所 内村ダム(上田市)
金原ダム(東御市)
■対
象 小学生から一般
■申し込み 各ダム実施日の3日前までの予約制
■問合せ先 上田建設事務所
0268-25-7164
上田市材木町1-2-6

わくわく！畜産試験場
7/23(土)10:00～12:00

なし栽培について
学ぼう！
8/9(火)10:00～12:00/13:00～15:00

なし園・かき園の見学、くだものを
使った簡単な実験、顕微鏡でのぞくな
し園の生き物他
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

南

信

南信農業試験場
小学生(午前・午後各20名程 親子可)
8/3(水)まで
南信農業試験場
0265-35-2442
下伊那郡高森町下市田2476

■対
■定

13:00～15:00

家畜の生産技術を体験してみませんか
･子牛のほ乳体験 ･家畜ふれあい体験
･トラクター試乗 ･堆肥無料配布
･液体窒素実験
■実施場所
■対
象
■申し込み

■問合せ先

■実施場所 長野県林業総合センター
■申し込み いずれも、1カ月前の12:00～
16:00まで電話で受付けます。
■問合せ先 長野県林業総合センター
森林学習展示館
0263-88-2035
(月曜休館。月曜が祝日の場合は火
曜日休館)
塩尻市大字片丘5739

8/1(月)

8/2(火)9:30～12:00

水をきれいにする微性物を自分で見て
みよう！下水処理の見学体験、顕微鏡
での微生物観察
■実施場所 アクアピア安曇野
■対
象 小学4年生以上できるだけ保護者と
一緒にご参加ください
■申し込み 7/21(木)まで
■定
員 各回5組募集(定員になり次第締切)
■問合せ先 犀川安曇野流域下水道事務所
（アクアピア安曇野）
0263-73-6571
安曇野市豊科田沢6709

工技センター探検隊！
7/28(木)10:00～12:00

野菜花き試験場佐久支場（長野県小諸
市）試験圃場において、野菜の種まき、
苗の鉢上げを体験しましょう。
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

野菜花き試験場 佐久支場
小学生以下20名程
7/25(月)まで
野菜花き試験場 佐久支場
0267-25-3080
小諸市大字山浦4857-1

7/26(火)15:00～16:00

工業技術総合センターはどんなとこ
ろ？センターをたんけんしてみよう！
■実施場所 工業技術総合センター
精密・電子・航空技術部門
■対
象 小学生から一般
■申し込み 不要(小学生以下は保護者の同伴が
必要です。)
■問合せ先 工業技術総合センター
精密・電子・航空技術部門
0266-23-4000
岡谷市長地片間町1-3-1

松川ダム見学会・
片桐ダムパネル展

7/31(日)8:00～12:15

大町市運動公園人工岩場で、スポーツ
クライミングの楽しさを親子で体験す
る
■実施場所
■対
象
■定
員
■申し込み
■参 加 費
■問合せ先

畜産試験場
小学生と保護者(午前・午後各20組)
必要(電話でお申込みください)
家畜の伝染病の状況によっては
中止する場合があります。
詳細はお問合せください。
畜産試験場
0263-52-1188
塩尻市片丘10931-1

野菜・花を
もっと身近に!
8/2(火)10:00～12:00

7/23(土)10:00～ / 14:00～

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、
松川ダムの見学会・片桐ダムのパネル
展示（人数制限あり）を行います。

・試験ほ場の見学と収穫体験
・フラワーアレンジメント
（又は花束づくり）

■実施場所
■対
象
■申し込み

■実施場所
■対
象

■問合せ先

松川ダム(飯田市)
小学生から一般(県内在住者対象)
要予約
(県内居住者限定各回先着20名)
松川ダム管理事務所
0265-23-0622
飯田市上飯田8181-27

■申し込み
■問合せ先

野菜花き試験場
児童・生徒と保護者
(15名程度)
7/26(火)まで
野菜花き試験場
0263-52-1148
塩尻市宗賀字床尾1066-1

■実施場所 長野食肉衛生検査所
■対
象 小4～中3までの
児童・生徒とその保護者
（5組10名）
■申し込み 7/26(火)まで
■問合せ先 長野県食肉衛生検査所
026-227-6209
長野市差出南3丁目2-29

なつとしょ 2022
体験、発見、やってみ！
① 7/31(土)～8/4(金)14:00～15:00
② ８/2(火)～8/４(金)14:00～1６:00

目指せ全国！ オンライン
小学生ロボコン工作教室
7/30(土)10:00～12:00

2019年からNHKで開催されている、
小学生ロボコンで使用する工作キット
を使い、自分オリジナルのロボットを
作って見よう。完成したロボットは小
学生ロボコンにも応募可能です。
■対

象 小学生(先着10名)
(親子でご参加下さい)
■申し込み 7/22(金)まで
オンライン開催となりますので、オンラインで
参加できる環境が必要です。工作キットは各自
で事前購入をお願いします。
ユカイなぼうけんクラフトキット
https://kurikit.ux-xu.com/adventure/
■問合せ先 長野工業高等専門学校
総務課総務係
026-295-7003
長野市徳間716

歴史館で夏休み
親子スポーツ
クライミング教室

大町市運動公園 人口岩場
小・中学生及びその保護者
20名(定員になり次第締切)
7/20(水)まで
1人 1,000円（保険料込み）
長野県山岳総合センター
0261-22-2773
大町市大町8056-1

北

信

青少年のための科学の祭典
2022長野大会

夏休み特別公開

8/3(金)13:30～15:30

食肉衛生検査所の業務紹介と施設内見
学。検査室での検査業務体験。「ぶた
さん命をありがとう」食肉ができるま
でを紹介したDVDの鑑賞 他

象 親子で参加してください
員 8組(参加費：700円)

工業技術総合センターにある、最近話
題のAI, IoT関連機器を見てみよう！

7/24(日)10:00～15:00

「森と湖に親しむ旬間」にあわせて、
内村ダム、金原ダムの見学会を行いま
す。

庭でくんせいを作るための箱を作製し
ます。

夏休み水の研究室

人体の動作計測や体圧分布測定、スト
レスチェックなどを体験してみよう！

■実施場所

8/7(日)10:00～11:00

犬の習性を学び、犬のトレーニングを
体験し、動物を飼育することの責任や
命の大切さを学びましょう。

自然保護センターの周辺で、動物の食
べあとや植物・昆虫などを探したり、
お話を聞いたりします。

奈良井ダム見学会

■実施場所
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

象 親子で参加してください
員 15組(参加無料)

佐久建設事務所 佐久北部事務所

0267-63-3172
佐久市跡部65-1

お肉について学ぼう

7/31(土)9:00～12:00

湯川ダムに関するパネル展示を行います。

① 7/30(土)9:45～12:00
② 7/31(日)9:45～12:00

■対
象
■申し込み
■定
員

夏の森で宝探し

信

森の不思議探しやネイチャーゲームを
楽しむよ！

ハローアニマル
サマースクール
動物の習慣や扱い方及び命の尊さを学
びながら、ハローアニマルのお仕事を
一緒に体験しましょう。

中

7/21(木)～26(火) 8:30～17:00

8/9(火)10:00～16:00
※ 午前の部・午後の部の2部制(完全入替え制)

自然と科学のふしぎな世界を実験や観
察、ものづくり等の体験、科学的な出
来事に関する様々な展示をとおして、
子どもたちが科学のおもしろさを体感
できる企画を用意しています。
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

信州大学工学部
小学生から一般
事前申し込み制(大学HPから申込み)
青少年のための科学の祭典
(2022長野大会)
実行委員会事務局
026-269-5002
長野市若里4-17-1

8/11(木)

県立長野図書館にはわくわくするヒミ
ツやフシギがあふれています。バック
ヤードツアーや謎解きゲームで図書館
のウラもオモテも大攻略！君も図書館
使いになろう！
① 図書館バックヤードツアー
■所要時間 1時間
■集合場所 開始5分前に入口ロビー
■申し込み web･電話･カウンター窓口
(当日開始15分前まで)

② 謎解きゲーム「図書館攻略大作戦」
■所要時間 1時間
■実施場所 児童室
■実施場所 県立長野図書館
■対
象 どなたでも
■開館時間 平 日 9:00～19:00
土・日 9:00～17:00
信州・学び創造ラボの開館時間に
ついてはＨＰをご覧ください。

■問合せ先 県立長野図書館(月曜休館)
026-228-4921
長野市若里1-1-4

2022
施設公開＆親子環境講座
来て 見て 触れる

夏の研究所体験

7/30(土)9:00～16:00(受付終了15:30)

①どきmoドキ
歴史館にある本物の土器や土偶から作
られたレプリカに着色します。

施設公開

■時
間 9:30～16:00
■所要時間 約30分
■材 料 費 1個100円

■対
象 小学生から一般
■申し込み 不要

②れきしかんでワードパズル
展示室を見てまわってワードパズルの
こたえを見つけます。
※ 参加賞としてしおり、缶バッジを
プレゼント(先着100名様)
■時
間 9:30～16:00
■所要時間 約30分
■実施場所 県立歴史館
■対
象 どなたでも(小学生未満は保護者同伴)
■申し込み 不要(全て別途観覧料が必要、当日
は子ども一人につき大人一人の観覧
料が無料)
■問合せ先 県立歴史館 総合情報課
026-274-3991
千曲市屋代260-6

夏休み考古学教室
8/5(金)13:00～16:00
8/6(土) 9:00～15:00

1.施設公開
・展示室
・土器や石器の計測、実測作業
・礫石経の判読作業
・考古学なんでも相談室 他
2.おうちで体験
・まが玉製作キットの配付
■実施場所
■対
象
■申し込み
■問合せ先

長野県埋蔵文化財センター
どなたでも
不要
長野県埋蔵文化財センター
026-293-5926
長野市篠ノ井布施高田963-4

･常設展示
･自然生態園いいづなエコクイズ(約30分)

親子環境講座
①ワクワク森たんけん
(研究員と一緒に森に入ろう！)
■時

間 10:00～11:00・13:00～14:00
15:00～16:00

②親子でかんたん実験
(色水の色分けしてみよう！)
■時

間 9:00～16:00
(各回30分区切りで開催)

③親子でリサイクル工作
(オリジナル芳香剤を作ろう！)
■時

間 9:00～16:00
(各回30分区切りで開催)

■実施場所 環境保全研究所(飯縄庁舎)
■対
象 主に小学生とその保護者
■申し込み 7/28(木)まで(先着順)
「ながの電子申請サービス」で受付中
https://www.pref.nagano.lg.jp/kanken/jisse
ki/koza/gakushukoryu/index.html
■問合せ先 環境保全研究所(安茂里庁舎)
026-227-0346
長野市安茂里米村1978

