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本日、下記にかかるプレスリリースを別添資料のとおり配信いたしますので、ご査収いただき取材につ

いてご検討くださるようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

○「サイエンスカフェひょうご in 甲南大学」開催のお知らせ ＜１０/２７＞ 

 

 

〇「あそび」を「まなび」に！iCommonsで一日大学生！  

「キッズフェスティバル」開催のお知らせ ＜１１/１８＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレスリリース配信先：兵庫県教育委員会記者クラブ、神戸市政記者クラブ 

 

 以 上 

≪本プレスリリース全体に関するお問い合わせ先≫ 

甲南学園広報部 

〒658-8501神戸市東灘区岡本 8-9-1 

電話 078ー435－2314 FAX 078ー435－2546 

Email: kouhou@adm.konan-u.ac.jp 

プレスリリース（201８.１０.２４） 

mailto:kouhou@adm.konan-u.ac.jp


サイエンスカフェは、飲み物片手に科学の話題を気軽に語り合
うイベントです。どうぞお気軽にご参加ください！ 

 

 

 

2018/07/26 8:59、山崎篤志 <yamasaki@konan-u.ac.jp>のメール: 

 

 

兵庫県佐用郡にあるSPring-8とSACLA  
提供元：理化学研究所 

主催: 公益財団法人ひょうご科学技術協会 
共催: 甲南大学大学院自然科学研究科・甲南大学地域連携センター 

兵庫県には、物理学、化学、生物学、地学、医学、工学などあらゆる科学技術分野の研究を行

う上で重要な実験施設であるSPring-8とSACLAがあります。大型放射光施設であるSPring-8

とX線自由電子レーザー施設であるSACLAは世界的に見ても優れた研究成果を生み出し続けて

おり、兵庫県や日本が誇る最先端の巨大実験施設です。20年近くこの地で実験を行い、世界の

放射光施設にも多数訪れた体験から、放射光を使った研究事情について易しく紹介します。 

講演者：山﨑篤志 教授 
(甲南大学大学院自然科学研究科物理学専攻） 

日時: 2018年10月27日(土）14:00-15:30
場所: 甲南大学 岡本キャンパス ５号館１階 カフェパンセ 
参加費: 500円(お茶・お菓子代） 
定員: 30名（先着順）（事前申し込み制） 
 
申込み方法：下記のアドレスに 

件名は「サイエンスカフェ申込み」 

内容は氏名、フリガナ、住所、 

   電話番号、年齢を記載の上、 

メールまたはFax.でお申込み下さい。 
申し込みアドレス： 
rikou@adm.konan-u.ac.jp 
Fax.: 078-435-2539 

お問い合わせ先： 
甲南大学理工学部知能情報学部事務室 
(担当：家形・楠田） 

TEL.: 078-569-0186 
E-mail: rikou@adm.konan-u.ac.jp 
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なんぼーくんにも 
会えるよ！ 

兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1 
[会      場] 甲南大学 岡本キャンパス  i Commons 
[アクセス] 阪急岡本駅から徒歩10分、JR摂津本山駅から徒歩12分 
 

お問い合わせ：kidsfes@adm.konan-u.ac.jp 
 

ホームページ：http://www.konan-u.ac.jp 

漫才ロボットも 
見に来てね！ 

キッチンで和菓子
作りに挑戦！ 

お気に入りのカバンで 
おでかけしよう！ 

i Commons 
（会場） 

こんなに大きな太鼓、 
はじめて叩いたよ！ 

・保護者同伴でお越しください。 

・各プログラムの開始時刻はチラシの裏面をご覧ください。 
・お車での来場はご遠慮ください。 
・館内の食堂をご利用いただけます。(11：00～15：00) 
・悪天候により、開催が中止になる場合がございます。 
  中止の場合はHPでお知らせします。 
・一部事前予約・参加費が必要なプログラムがございます。 

注 意 事 項 等 

先着でわたがしを 
 

プレゼント！！ 
※対象小学生以下 

イベントの詳細はホームページをご覧ください。 



/ 

甲南大学の教員がこどもに身近なテーマで特別授業を行います。楽しく学んでものしり博士になろう！ 

自然の香りであるアロマ 
には効能がたくさん！ 
好きな香りでスプレーや 
バスボムを作ろう！ 
(協力 )エッセンス 

「三ツ巴菓舗」三代目職人に 
よるお菓子教室。秋のお菓子 
づくりに挑戦！[参加費1,500円] 
(講師 )三ツ巴菓舗 三代目職人  
   蕗原 正剛 

◆13:30～（60分）  
◆対象：小学4年生以上 
◆定員：15組 

 

野菜や果物、身近な草花には、 
”ふしぎ ”がいっぱい！  
動物にはマネできない植物の姿を知ろう！ 

講師 後藤 彩子 
 

甲南大学理工学部生物学科講師 

アリってどんな生き物？身近な 
生き物ですが、意外と知らない 
ことは多いのでは。昆虫好きは必見！ 

◆①10:30～②11:30～ 
 ③13:30～（各回45分） 
◆対象：4歳以上 

◆定員：各回25組 

 

高得点をねらってお菓子をゲットしよう！ 

詳細はHPへ 

G O ！ みんな大好き！ミニ四駆。 
自分で組み立てて、専用 

のコースでレースしよう！   
(講師 )ドラゴンGP 運営委員会  
      田原 建吾 

 

 

音楽入りのペープサートやパネルシアター、
いろんな楽器に触れ合ってみんなで楽しく遊
びませんか？ 

英語って難しい！苦手！でも大丈夫。ゲー
ムやワークショップを通じて英会話や、異
文化理解を楽しもう！ 
 
 

◆10:30～15:30（60分おきに開催） 
[とうげい] 
対象：小学1年生以上、定員：各回8組 

[えつけ]  
対象：4歳以上、定員：各回7組 
※準備物：汚れてもよいエプロン 
   完成作品は後日お渡しとなります。 
 

色水を混ぜて実験しよう！実験の後は 
作品づくりに挑戦！ 
(講師 )一般財団法人日本こども色彩協会 

バッグやフォトフレームに飾りつけ 
をして自分だけの作品を作ろう！ 

◆10:30～15:30 
◆対象：制限なし 
※先着順。数に限りがあるため、 

 なくなり次第終了となります。 
 

◆10:30～15:30（30分おきに開催） 
◆対象：3歳以上 
◆定員：各回10組 

※汚れてもよい服装でご参加ください。 
 

◆①10:30～②11:30～（各回30分）  
◆対象：小学4年生以上 
◆定員：各回15組 

 

◆①10:30～②13:30～ 
 （各回90分）  
◆対象：小学3年生以上 

◆定員：各回15組 

◆①10:30～(アロマスプレー) 
 ②14:30～(アロマバスボム) 
 （各回60分）  

◆対象：①未就学児親子②小学1年生以上 
◆定員：各回10組 

◆①10:30～②13:30～（各回90分） 
◆定員：各回10組(抽選) 
◆対象：小学生以上の親子ペア 

(協力 )和太鼓 甲～KINOE～        
みんなで楽しく 
和太鼓を演奏しよう！ 

◆10:30～12:00 
 14:00～15:30 
◆対象：制限なし 

     (未就学児は保護者同伴) 

(協力 )天文同好会             
秋冬の星座を上映します。 
ぜひ覚えて帰ってね！ 

◆10:30～15:30（30分おきに開催） 
◆対象：制限なし 
◆定員：各回7組 

 

(協力 )鉄道研究部 

模型運転体験やプラレール展示。 
見て、遊んで、電車をもっと好きに！ 

(協力 )甲南奇術会 

こどもから大人まで誰でも 
楽しめるマジック。 

マジックの秘密をのぞいて 
みよう！         

(協力 )JAZZ研究会 

楽器体験とともに 
ジャズを知ろう！            

◆①10:30～②11:30～ 
（各回30分） 
◆対象：小学1年生以上 

◆定員：各回10組 
 

◆①11:30～②12:00～ 
 ③13:30～④14:00～ 
 (各回30分) 

(講師 )English CAFÉ 田中 亜紀 

共催：元町映画館 
    Ko be family labo 
後援：一般社団法人パートナーズ 

①10:30～11:15（対象：未就園児～幼児） 
②11:30～12:15（対象：年長～小学校低学年）  
③14:15～15:15（対象：小学生以上) 
 

※親子でご参加ください。 
※③は、映画『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』 
 とのコラボレーション内容になります。より楽しん 
 でいただくために、事前鑑賞もおすすめいたします。 

 ↓事前鑑賞の詳細はコチラ↓  

 (劇場公式サイト) http://www.motoei.com/  
◆定員：各回20組 
 

講師 田中 修 
 

甲南大学特別客員教授／名誉教授 

初心者大歓迎！がんばった人には認定証も！？ 
道場生によるミニミニ演舞もお楽しみに。 
(講師 )岡村道場 神戸東本部 師範代 村上 祐太 

～親子で楽しく空手体験～ 

甲南 キッズフェスティバル 

コップやお皿を作ったり、絵を描いてみよう！ 
（協力）美術部 
 

手持ちのカメラやスマホでプロ並みの 
写真が撮れるように！ 
(講師)松尾 美帆 

◆①10:30～②11:45～ 
 ③13:00～④14:15～ 
（各回60分） 

◆対象：制限なし 
◆定員：各回5組 
※準備物：カメラ（一眼レフ、ミラーレス、スマホ、 
タブレット端末可）、カメラの説明書（適宜） 
 

基礎から応用まで、かんたんにできるヘア 
アレンジのコツを知ってお子さんを笑顔に 
しませんか。 
(講師)近藤 理恵 

◆①10:30～②11:30～③13:30～ 
 ④14:30～（各回30分） 
◆対象：3歳以上 

◆定員：各回8組 
※親子でご参加ください。 

今話題のおひるねアート。お持ちのカメラ 
やスマホで撮影して1日の記念に！ 
(講師 )一般社団法人おひるねアート協会 
認定講師 たかはしまゆこ 

◆①10:30～②11:15～③13:00～④14:00～ 
  ⑤15:00～（各回50分 ※①のみ30分） 

◆対象：3歳以下 
◆定員：各回5組（①のみ3組） 

 

 

体を動かして元気いっぱい遊ぼう！ 

◆10:30～15:30 
※運転体験は混雑具合 
により、整理券を配る 

場合がございます。 
 

◆13:00～（60分）◆対象：制限なし 
 

じっさいに 
アリを見られるよ！ 

お
申
込
み
は
コ
チ
ラ 

 

事
前
予
約
制 

パパも 
大歓迎！ 

💨 

🌻 

✼ 

※対象年齢・学年は目安です。 


