２０１５年１０月８日
報道関係各位
株式会社 中 萬 学 院
｢サ イ エ ン ス ハ ー ト ｣に 火 を つ け よ う

秋 の 学 習 祭 in み な と み ら い 開 催
学習塾と技術館とがコラボイベント

学習塾の株式会社中萬学院（神奈川県横浜市 社長中萬隆信）と三菱みなとみらい技
術館(神奈川県横浜市 館長能宗俊起)は、
「秋の学習祭 in みなとみらい」を１０月２
４日(土)・２５日(日)の２日間にわたり、三菱みなとみらい技術館にて開催します。
本イベントは、年長・小学生とその保護者を主な対象に、毎年１０月に開催され今年で６回目を
迎えます。技術館、中萬学院それぞれが提供する実験教室のほか、技術館提供の宇宙服試着体験
やガイドツアー、中萬学院提供のプチ講座や能力開発トレーニングの体験などさまざまなプログ
ラムをご家族でお楽しみいただけるイベントです。今年は特に｢サイエンスハートに火をつけよ
う｣をテーマに「技術館まるごとクイズラリー」を追加し、科学への興味・関心をさらに高める企
画となっています。
事前申込・有料制の実験教室にお申し込みの場合は同伴ご家族の入館料を無料にする特典をご用
意したほか、事前申込制以外のイベントはすべて入館料のみでご参加いただけます。
子どもたちが科学への興味・関心を高める機会として、またご家族の思い出作りの一つとして本
イベントをご活用いただきたく、各種媒体での告知および当日の取材をご検討くださいますよう
ご案内申し上げます。
【秋の学習祭 in みなとみらい】
■開催日時

２０１５年１０月２４日・２５日 両日とも１０時～１７時(最終入館１６時３０分)

■開催場所

三菱みなとみらい技術館

■入館料

大人５００円(税込) 中・高生３００円(税込) 小学生２００円(税込)

■プログラム ○事前申込制実験教室 ○クイズラリー ○プチ講座 など
プログラム詳細は２枚目に記載しています。またホームページにも掲載しています。
https://www.chuman.co.jp/gakusyusai/minatomirai.html

■お客様問い合わせ先 中萬学院総合案内 ０４５-８４０-１７０１
(日・祝除く)11:30～19:30

～本件に関するお問い合わせ～
株式会社中萬学院 広報室 担当天野
〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台 1-10-24
℡045-840-1703(広報室直通)
e-mail amano@chuman.co.jp

fax045-840-1705

URL https://www.chuman.co.jp

入館料だけでお楽しみいただける特別プログラム
技術館まるごとクイズラリー
展示を周りながらクイズに挑戦！シートは当日受付でも配付します

●開催日時 10 月 24 日（土）・25 日（日） 両日とも 10：00～17：00
●｢科学｣がイッパイ 7 つのゾーン・コーナー
乗物の歴史コーナー、技術探検ゾーン、環境・エネルギーゾーン、くらしの発見ゾー
ン、交通輸送ゾーン、海洋ゾーン、航空宇宙ゾーン

宇宙服を着よう

【当日先着順(受付にて整理券発行】

JAXA 所有の船外宇宙服(レプリカ)を試着してみよう！

●開催日時 10 月 24 日(土)・25 日(日) 両日とも以下の時間
＜10：15 から整理券配付＞
①10：40 ②11：00 ③11：20 ④11：40 ⑤14：00 ⑥14：20 ⑦14：40
＜13：45 から整理券配付分＞
⑧15：00 ⑨15：20

⑩15：40

⑪16：00 ⑫16：20 ⑬16：40

●対象 おもに小学生

中萬学院プチ講座「分かる!天体の仕組み」「分かる！発電の仕組み」「分かる！力と運動」
中萬学院講師が電子黒板 See-be を使って約 15 分の授業の後、関連する展示ゾーンにご案内
します

●開催日時
10 月 24 日(土） ①12：30～「天体の仕組み」 ②13：30～「発電の仕組み」 ③16：00
～「力と運動」
10 月 25 日(日)

①11：30～「天体の仕組み」 ②14：00～「発電の仕組み」 ③15：00～「力と運動」

※各回共通 15 分
●対象 おもに小学生
※時間前に集合

チャンバーシアター特別上映 「太陽系惑星アドベンチャー」
ふだんは上映していない２日間だけの特別プログラムです。直径 5.2 メートルの円形スクリー
ンのシアター。360 度フルスクリーンの迫力ある音響と映像をお楽しみください。航空宇宙ゾ
ーンで随時上映します

●開催日時 10 月 24 日（土）・25 日（日） いずれも 10：00～17：00

航空宇宙ゾーンガイドツアー
国産ジェット旅客機 MRJ やロケットについて分かりやすく紹介

●開催日時 １０月２4 日（土）25 日(日)
●対象主に小学生を推奨
両日とも

①１1：００～

②１3：0０～

※時間前に集合

パズル道場体験
能力開発トレーニングパズル道場の体験

●開催日時 １０月２4 日（土）25 日(日)

10:00～17:00

●対象 年長・小学生

玉井式国語的算数教室体験
能力開発トレーニング玉井式国語的算数教室体験

●開催日時 １０月２4 日（土）25 日(日)

10:00～17:00

●対象 年長・小学 1 年生～3 年生

速読トレーニング体験
能力開発トレーニング速読トレーニング体験

●開催日時 １０月２4 日（土）25 日(日)
●対象

小学 3 年生程度～

10:00～17:00

事前申込・有料制実験教室
パラボラアンテナの威力 ～手作り集音器の実験、真空実験など～
【中萬学院グループに事前申込】
「宇宙」をテーマ に、真空実験や空気の力を体験し、パラボラアンテナの威力を実験キットを
使って体感します。
●開催日時 １）10 月 24 日(土)10：30～12：00 ２）10 月 25 日(日)15：30～17：00 ※各回同
一内容
●対象 小 4 生～小 6 生（定員 30 名） ※保護者の方も見学いただけます
●参加費 1,500 円(税抜)
●申込方法 お近くのＣＧ啓明館、 ＣＧ中萬学院、ＣＧパーソナルに申込書をご提出ください
●申込受付期間 10 月 1 日(木)～10 月 10 日(土)12：00
※満席の場合は厳正なる抽選の上、参加者を決定します。抽選結果は 10 月 13 日（火）以降申込スクール・教室よりお知
らせします。ご参加確定の方には、参加証を送付します。

小学校 1・2・3 年生のための理科実験教室 「みえない力を見てみよう」
【中萬学院グループに事前申込】
昨年初開催の小学校低学年向けの理科実験教室を今年も開催します。
小学 1 年生から 3 年生の皆さんを対象に、空気の力やじしゃくの力など、みえない「力」を体
感するプログラムです。
●開催日時 10 月 25 日(日)12：30～13：30
●対象 小学 1 年生～小学 3 年生

※保護者の方も見学いただけます

●参加費 1,500 円 (税抜)
●申込方法 お近くのＣＧ啓明館、ＣＧ中萬学院、ＣＧパーソナルに申込書をご提出ください
●申込受付期間 10 月 1 日(木)～10 月 10 日(土)12：00
※満席の場合は厳正なる抽選の上、参加者を決定します。抽選結果は 10 月 13 日（火）以降申込スクール・教室よりお知
らせします。ご参加確定の方には、参加証を送付します。

年長さんと保護者のための「ひらめき理科実験」 【中萬学院グループに事前申込】
●紙コップロケットを飛ばそう ●空気の力で空きカンつぶし ●じしゃくの
力をたしかめよう
年長さんに科学のフシギを楽しく体験してもらう実験教室です！ 目に見えない空気の力、
じしゃくの力をたしかめよう! じしゃくはおみやげにどうぞ
●開催日時 10 月 25 日①10：30～11：30 ②14：00～15：00 ※各回同一内容
●対象 年長さん(新小 1) 各回定員 10 名

※保護者の方とご一緒にご参加ください

●参加費 1,500 円(税抜) ※当日受付にてお支払いいただきます。（税込/1,620 円）
●申込方法 事前に本社総合案内（TEL：045-840-1701）にお電話でお申し込みください。

●申込受付期間 10 月 1 日(木)～10 月 10 日(土)12：00
※事前にお電話でご予約をいただき、お席の確保がお済みの方は、ダウンロードした申込書に必要事項をご記入のうえ、
当日受付にお持ちください

〔特別出張授業〕「ロケットと人工衛星のおはなし」 【受付終了】
三菱重工エンジニアによる出張授業～ロケットと人工衛星のおはなし～
愛知県にある三菱重工のロケット工場。そこで働くエンジニアが日本のロケットや人工衛星のおはなしをします。ロケットが
飛ぶ仕組みなど、実験をまじえて分かりやすく解説。本イベントのための特別授業です！

●開催日時 10 月 24 日（土）14：00～15：30
●対象 小学 3 年生～中学生（定員 40 名）
※保護者の方も見学いただけます
●参加費 1,000 円(税込／お土産付)

以下余白

