
2021 年Ⅱ期

10:00 ～ 12:00

 10/24( 日 )

  500一名
※入館料不要

11 7

  5名

小学１年～６年生 （小学１年～２年生は保護者同伴）

名 20

世界に一つだけの
ルアーづくり！
ビーズを使った釣りのルアー（疑
似餌）づくりを通して、魚の生態
について学ぼう。ルアーでどんな
魚が釣れるのかな？

オンライン（Zoom）

日

※ルアーづくりの材料（ビーズ、おもり、釣り
　針等）を参加者の各家庭に送付します。釣り
　竿は付属しません。

抽　選

8:00 ～ 12:30

 10/16 ( 土 )

漁師になって
魚をとってみよう
小名浜港から漁船に乗って、どんな
魚がとれるのか調べてみよう！とれ
た魚を使った模擬せり体験等、漁業
について楽しく学びます。模擬競り
で競り落とした魚は持ち帰れます。

小学１年～6年生の親子（親１名・子１名）

組

1300一組
※入館料不要

　８

10 23

組　１先着順

現地集合

※荒天の場合はオンラインで実施します。その場合、
　乗船体験は中止となりますが、模擬競り体験は実
　施します。

荒天時　オンライン（Zoom）

 9:30 ～ 13:00
2800一組

※入館料不要

　　11/ 20( 土 )

12  4

組10
抽　選 組　５

オンライン（Zoom）

小学1年～６年生の親子（親１名・子１名）

筋子からいくらを
作ろう

※サケの筋子１房を12月 3日指定で送付します。クール便　
　で送付しますが、生ものなので必ず当日にお受け取り下さい。

木戸川のサケ孵化場をオンライン
で見学して、サケが卵から稚魚まで育
つ様子を観察します。筋子から卵をは
がして作る「いくらのめんつゆ漬け」
に、お家でチャレンジしてみよう！

10:00 ～ 12:00

12 / 5 ( 日 )

あなたのお部屋に
「ダンゴケリウム」
コケ植物やダンゴムシの生態につ
いて学び、ダンゴムシを飼育する
コケリウム「ダンゴケリウム」作り
に挑戦してみよう !

  小学1年～中学生
（小１～２年は保護者同伴）

名20

12 1９

名　５抽　選

オンライン（Zoom）

主な準備物
ご家庭でご準備
下さい。

※コケリウムの材料（コケ、植物、ソイル、石
　等）は12月 17日指定で送付します。

・飼育する生物（ダンゴムシ等）
・コケリウムを作るガラスまたはプラス
　チック容 器  （サイズ 縦10×横20×高さ10cm程度）

1500一名
※入館料不要

飼育する生物（ダンゴムシ等）
コケリウムを作る容器（縦10× 横20×
高さ10cm程度）

 13:00 ～ 15:30

絶滅に瀕しているウミガメのから
だの秘密を学び、給餌の様子など
をオンラインで見学します。ウミ
ガメの一生をゲームを通して学ぶ
「ウミガメすごろく」もお楽しみ
に！

21
500一名

名 名 11/7 ( 日 )５20

 11
※入館料不要

抽　選

すごろくでウミガメの
一生を学ぼう

日
オンライン（Zoom）

すごろくをZOOMで行うにあたり、
パソコン等、画面の大きなモニターでの
ご参加を推奨します。※カメラ必須参加条件小学１年～６年生

日



●公益財団法人ふくしま海洋科学館　●ふくしま海洋科学館  ●展示業  ●  動物取扱責任者／平治隆●  登録番号／福島県１８い保展示第３号●登録年月日／2006年11月30日●登録の有効期限の末日／2021年11月29日

応募フォームからお申込み下さい
下のＱＲコードから専用応募フォームにアクセスして 
お申し込み下さい。
アクアマリンふくしまの公式ＨＰからも応募フォームに
アクセスできます。

https://www.aquamarine.or.jp

プログラム中、当館の広報やマスコミの取材で写真等を撮影・使用
させていただく場合があります。予めご了承の上、ご応募下さい。

公益財団法人ふくしま海洋科学館　命の教育グループ

Mail    aquamarine.kyoiku@aquamarine.or.jp
問い合わせ先　TEL      0246-73-2539

参加費に入館料は含まれません。プログラムによっては別途入館料が
必要になる場合があります。（年間パスポート利用可）
全てのプログラムはオンライン決済サービス「paypal」経由で
お支払いいただきます。

応募締切前日までのキャンセルはお受けいたします。命の教育グループ
まで電話でご連絡下さい。返金がある場合は、お支払い金額から手数料
（５％＋７円）を差し引いた金額の返金となります。
応募締切日当日以降のキャンセルは参加費の全額を負担していただきます。
先に参加費をお支払いいただいた場合は返金できません。予めご了承の上
お申し込み下さい。

10/23 漁師になって
魚をとってみよう

漁師になって～以外の
プログラム

アクアマリンからの連絡について

「漁師になって魚をとってみよう」以外のプログラムは応募が定
員を超えた場合は抽選となります。プログラムの締切日から３日
以内にメールにて、参加の可否および参加費支払い方法等につい
てご案内いたします。
各プログラムの締切後、３日すぎてもアクアマリンからメールが
届かない場合は、電話にてお問合せ下さい。

「漁師になって魚をとってみよう」（10/23）は先着順です。定員に
達した時点で募集を締め切ります。締切後、10/19までにプログラム
参加の詳しい方法をメールでご案内いたします。

aquamarine.kyoiku@aquamarine.or.jp からのメールを
確実に受け取れるようにしておいてください。

オンラインプログラム
(Zoom)の参加の仕方

◆参加に必要なパソコン、タブレット、 スマートフォ
　ンなどの端末、及びその接続環境はご自身でご用意
　下さい。（Wi-Fi環境推奨）
◆プログラム開始前に「Zoom」のアプリをご自身の
　端末にインストールして下さい。アプリのインストー
　ルや利用に料金はかかりません。（通信費はご負担
　下さい）

◆「Zoom」への接続方法は、参加者にメールにて
　お知らせします。後日、お申込時に記入いただいた
　メールアドレス宛に招待メールをお送りします。

◆                 マークが付いているプログラムは、
　ウェブ会議サービス「Zoom」を用いて､インターネ
　ット上で実施します。

オンライン（Zoom）

新型コロナ対策
◆軽度であっても体調が悪い方（発熱、咳、のどの
　痛み、味覚障害等の症状がある方）は参加を
　ご遠慮ください。

◆活動中はマスクの着用をお願いします。

◆当日は受付時に検温を実施します。

◆同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が
　いる場合は参加をご遠慮ください。

◆新型コロナウイルスの感染拡大状況等によっては、
　プログラムの開催を中止する場合があります。

オンラインプログラムをのぞく全てのプログラムについて

参加費支払い
◆全てのプログラムはオンライン決済サービス
  「paypal」経由でお支払いいただきます。

◆「paypal」で支払うためには、アカウントを開設
　後、クレジットカードもしくは銀行口座（みずほ銀
　行、三菱ＵＦＪ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行）
　を登録する必要があります。

◆「paypal」以外のお支払方法については対応い
　たしかねます。予めご了承の上、お申し込み下さい。

●公益財団法人ふくしま海洋科学館　●ふくしま海洋科学館  ●展示業  ●  動物取扱責任者／平治隆●  登録番号／福島県１８い保展示第３号●登録年月日／2006年11月30日●登録の有効期限の末日／2021年11月29日

応募フォームからお申込み下さい
下のＱＲコードから専用応募フォームにアクセスして 
お申し込み下さい。
アクアマリンふくしまの公式ＨＰからも応募フォームに
アクセスできます。

https://www.aquamarine.or.jp

プログラム中、当館の広報やマスコミの取材で写真等を撮影・使用
させていただく場合があります。予めご了承の上、ご応募下さい。

公益財団法人ふくしま海洋科学館　命の教育グループ

Mail    aquamarine.kyoiku@aquamarine.or.jp
問い合わせ先　TEL      0246-73-2539

参加費に入館料は含まれません。プログラムによっては別途入館料が
必要になる場合があります。（年間パスポート利用可）
全てのプログラムはオンライン決済サービス「paypal」経由で
お支払いいただきます。

応募締切前日までのキャンセルはお受けいたします。命の教育グループ
まで電話でご連絡下さい。返金がある場合は、お支払い金額から手数料
（５％＋７円）を差し引いた金額の返金となります。
応募締切日当日以降のキャンセルは参加費の全額を負担していただきます。
先に参加費をお支払いいただいた場合は返金できません。予めご了承の上
お申し込み下さい。

10/23 漁師になって
魚をとってみよう

漁師になって～以外の
プログラム

アクアマリンからの連絡について

「漁師になって魚をとってみよう」以外のプログラムは応募が定
員を超えた場合は抽選となります。プログラムの締切日から３日
以内にメールにて、参加の可否および参加費支払い方法等につい
てご案内いたします。
各プログラムの締切後、３日すぎてもアクアマリンからメールが
届かない場合は、電話にてお問合せ下さい。

「漁師になって魚をとってみよう」（10/23）は先着順です。定員に
達した時点で募集を締め切ります。締切後、10/19までにプログラム
参加の詳しい方法をメールでご案内いたします。

aquamarine.kyoiku@aquamarine.or.jp からのメールを
確実に受け取れるようにしておいてください。

オンラインプログラム
(Zoom)の参加の仕方

◆参加に必要なパソコン、タブレット、 スマートフォ
　ンなどの端末、及びその接続環境はご自身でご用意
　下さい。（Wi-Fi環境推奨）
◆プログラム開始前に「Zoom」のアプリをご自身の
　端末にインストールして下さい。アプリのインストー
　ルや利用に料金はかかりません。（通信費はご負担
　下さい）

◆「Zoom」への接続方法は、参加者にメールにて
　お知らせします。後日、お申込時に記入いただいた
　メールアドレス宛に招待メールをお送りします。

◆                 マークが付いているプログラムは、
　ウェブ会議サービス「Zoom」を用いて､インターネ
　ット上で実施します。

オンライン（Zoom）

新型コロナ対策
◆軽度であっても体調が悪い方（発熱、咳、のどの
　痛み、味覚障害等の症状がある方）は参加を
　ご遠慮ください。

◆活動中はマスクの着用をお願いします。

◆当日は受付時に検温を実施します。

◆同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が
　いる場合は参加をご遠慮ください。

◆新型コロナウイルスの感染拡大状況等によっては、
　プログラムの開催を中止する場合があります。

オンラインプログラムをのぞく全てのプログラムについて

参加費支払い
◆全てのプログラムはオンライン決済サービス
  「paypal」経由でお支払いいただきます。

◆「paypal」で支払うためには、アカウントを開設
　後、クレジットカードもしくは銀行口座（みずほ銀
　行、三菱ＵＦＪ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行）
　を登録する必要があります。

◆「paypal」以外のお支払方法については対応い
　たしかねます。予めご了承の上、お申し込み下さい。


