
住　所：

電　話：

ＦＡＸ：

メール：

ＵＲＬ：

担当者：

富山県環境科学センター（射水市）

サイエンス・ラボ　～身近な環境を科学しよう～

その他
留意事項

各開催日の５日前まで

・実施内容の詳細は環境科学センターホームページをご確認ください。
・筆記用具、上履き、水分補給のための飲み物をお持ちください。
・ご来場の際はマスクをご着用ください。
・参加費は無料です。
・保護者同伴でお願いします。

行事名

内容

日時

開催場所
（交通手段）

対象・人数

申込方法

応募締切

〒939-0363　富山県射水市中太閤山17-１

0766-56-2835

0766-56-1416

akankyokagakuc@pref.toyama.lg.jp

http://www.pref.toyama.jp/1730/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/17/1730.html

大気課　山﨑

申込先

以下の内容を電話、ＦＡＸ又はメールでお申し込みください。（先着順）
①住所、②氏名・ふりがな（本人・保護者）、③学校名・学年、
④電話番号、を明記してください

サイエンス・ラボ　～身近な環境を科学しよう～

地球温暖化やマイクロプラスチック、身近な環境の状況などに関する科学
実験や工作を通じて、環境を守ることの大切さを楽しく学びます。

令和４年７月21日（木）～８月10日（水）の平日
①10:00～12:00、②13:30～15:30

富山県環境科学センター
あいの風とやま鉄道 小杉駅南口より射水市コミュニティバスで「環境科
学センター前」（又はパスコ前）下車（パスコ前からは徒歩６分）

①小学校４～６年生程度　８名
②小学生以上　８名　　　　　　　（本人・保護者あわせて）

http://www.pref.toyama.jp/1730/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/17/1730.html
http://www.pref.toyama.jp/1730/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/17/1730.html
http://www.pref.toyama.jp/1730/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/17/1730.html
http://www.pref.toyama.jp/1730/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/17/1730.html
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住　所：

電　話：

ＦＡＸ：

メール：

ＵＲＬ：

担当者：

会場の位置　（〒939-1503　南砺市岩武新35-1　電話：0763-22-2141）

応募締切 令和４年７月15日（金）

その他
留意事項

保護者の同伴はお子様一名につき一名までとさせていただきます。
寒い部屋に入るので、当日は長袖の上着など羽織るものをお持ちく
ださい。

申込方法

電話、FAXまたは電子メールにてお申し込みください。FAX、電子
メールの場合は、①住所、②名前、③学校名・学年　④電話番号
（日中連絡の取れる番号）を明記してください。申込み多数の場合
は先着順とします。参加決定者には７月22日（金）までに通知いた
します。

申込先

〒939-1503　富山県南砺市岩武新35-1

0763-22-2141

0763-22-4604

kikakuk@itc.pref.toyama.jp

http://www.itc.pref.toyama.jp/

佐々木、中橋、吉田

開催場所
（交通手段）

富山県産業技術研究開発センター　生活工学研究所
（〒939-1503　南砺市岩武新35-1　電話：0763-22-2141）
（交通手段）　自動車もしくはJR城端線 高儀駅から徒歩25分

対象・人数 小学校４年生～６年生　10名程度

デジタル温度計をつくり、真夏に冬の寒さを測ってみよう！

行事名 デジタル温度計をつくり、真夏に冬の寒さを測ってみよう！

内容

デジタル表示の温度計を作製し、温度と湿度を自由に変えられる特
別な部屋の環境を調べてみます。ものや人の表面温度を測定できる
特殊な装置を用い、体感温度の不思議にせまります。
※今後のコロナ禍の状況により、開催内容の変更及び中止となる場
合がございます。ご理解のほどよろしくお願い致します。

富山県産業技術研究開発センター 生活工学研究所（南砺市）

日時 令和４年８月３日（水）　14:00～16:00

mailto:kikakuk@itc.pref.toyama.jp
mailto:kikakuk@itc.pref.toyama.jp
mailto:kikakuk@itc.pref.toyama.jp
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会場周辺地図



住　所：

電　話：

ＦＡＸ：

メール：

ＵＲＬ：

担当者：

会場の位置

開催場所
（交通手段）

富山県農林水産総合技術センター農業研究所
（富山地方鉄道　開発駅より徒歩15分。地鉄バス（月岡西緑町・福沢・国
際大学行き）開発駅前より徒歩15分

対象・人数 小学校４年生～６年生　15名

フィールドに生息する昆虫や微生物の世界を見てみよう!

行事名 フィールドに生息する昆虫や微生物の世界を見てみよう!

内容
フィールド（ほ場）の植物上に見られる昆虫や微生物などの生き物につい
て、その活動や形態を顕微鏡などを使って観察・研究します。

応募締切 令和４年７月15日（金）

その他
留意事項

・内履き、長靴、帽子、筆記用具と水筒をお持ちください。
・保護者の同伴可。

富山県農林水産総合技術センター農業研究所（富山市）

申込方法

FAX、E-mailまたは電話で①～⑤についてお知らせください。
①郵便番号、住所、②氏名（ふりがな）、③学校名・学年、④電話番号
（日中に連絡可能な番号）、⑤保護者同伴の有無　を記入のうえ、お申し込み
下さい。
応募多数の場合は、先着順とします。

申込先

〒939-8153　富山市吉岡1124-1

076-429-2111（代）

076-429-2701

yumi.aoki@pref.toyama.lg.jp

https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/nougyou/

青木由美、向井環

日時 令和４年８月１日（月）　AM9:30～12:00

mailto:yumi.aoki@pref.toyama.lg.jp
mailto:yumi.aoki@pref.toyama.lg.jp
mailto:yumi.aoki@pref.toyama.lg.jp
mailto:yumi.aoki@pref.toyama.lg.jp
https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/nougyou/
https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/nougyou/
https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/nougyou/
https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/nougyou/
mailto:yumi.aoki@pref.toyama.lg.jp
https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/nougyou/


住　所：

電　話：

ＦＡＸ：

メール：

ＵＲＬ：

担当者：

会場の位置

内容
森にはいろいろな樹木が生きています。クイズを解きながら森を歩き、木
の葉や実を採集して、樹木の名前を調べます。

富山県農林水産総合技術センター森林研究所（立山町）

森の木を調べよう　―樹木の名前と形―

行事名 森の木を調べよう　―樹木の名前と形―

日時 令和４年７月25日（月）　13:00～16:00

開催場所
（交通手段）

富山県林業普及センター（立山町吉峰３）
電鉄富山駅から立山方面の電車に乗り岩峅寺(いわくらじ)駅下車徒歩２０
分

対象・人数 小学４～６年生　10名

応募締切 令和４年７月20日（水）　定員に達ししだい、締め切ります。

その他
留意事項

森の中を歩きますので、長袖、長ズボン、運動靴、タオル、水筒をご用意
ください。
雨天の場合には雨具、長靴もご用意ください。

申込方法 電話、もしくはFAXまたはE-mail

申込先

〒930-1362　富山県中新川郡立山町吉峰３

076-483-1511

076-483-1512

ohmiya@fes.pref.toyama.jp

https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/shinrin/

大宮

mailto:ohmiya@fes.pref.toyama.jp
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住　所：

電　話：

ＦＡＸ：

メール：

ＵＲＬ：

担当者：

会場の位置

内容 パン作りを体験しながら、パンの科学を学びます。

富山県農林水産総合技術センター食品研究所（富山市）

パンを作ってみよう

行事名 パンを作ってみよう

日時 令和４年７月29日（金）　9:00～15:00

開催場所
（交通手段）

富山県農林水産総合技術センター　食品研究所　富山市吉岡360
（交通手段）
富山駅から富山地鉄電車
（不二越・上滝線立山行き　開発駅　下車徒歩20分）
富山駅から地鉄バス
（開発駅前バス停または悪王寺バス停　下車徒歩20分）

対象・人数
小学４年生～中学生　10名程度
＊申し込み多数の場合は抽選とします。
　抽選結果につきましてはあらためて通知させていただきます。

応募締切 令和４年７月15日（金）

その他
留意事項

・持ち物：エプロン、三角巾または帽子、上履き（運動靴など）、
　昼食、筆記用具
・保護者の同伴はできません。

申込方法
＊電話またはＦＡＸでお申し込みください。
（①参加するお子様の名前（ふりがな）、②郵便番号・住所、③性別
　④学校名、⑤学年、⑥連絡先電話番号）

申込先

〒939‐8153　　富山市吉岡360

076‐429‐5400

076‐429‐4908

http://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/shokuhin/

森井宏明（もりいひろあき）

http://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/shokuhin/
http://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/shokuhin/
http://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/shokuhin/
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住　所：

電　話：

ＦＡＸ：

メール：

ＵＲＬ：

担当者：

会場の位置

内容
家庭でも入手しやすい果物やジュースの甘さ・すっぱさを機器で
測り、果物の味の秘密やおいしい果物の見分け方を学びます。ま
た、果樹園の見学や果実の収穫体験も行います。

富山県農林水産総合技術センター 園芸研究所果樹研究センター
（魚津市）

果物の味をくらべよう！

行事名 果物の味をくらべよう！

日時 令和４年８月９日（火）　13：00～16：00

開催場所
（交通手段）

富山県農林水産総合技術センター　園芸研究所果樹研究センター
（あいの風とやま鉄道　魚津駅からタクシーで10分、魚津イン
ターから車で5分）

対象・人数 小学３，４年生・７名　※保護者の同伴が必要です。

応募締切 令和４年７月５日(火)午後５時

その他
留意事項

・応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
　抽選の当落を含め、応募者全員に改めて通知させていただきま
す。
・汚れてもよい服装で来てください。
・ティッシュ、タオル、飲み物（水分補給用）、帽子、長靴、筆
記用具、カッパ（雨天時）を持参してください。
・当日はマスク着用の上、作業を行ってください。
・新型コロナウイルスの感染状況によって、中止になる場合があ
ります。

申込方法

電話、ＦＡＸ、E-mailにてお申し込みください。
※保護者の方もあわせてお申し込みください。
郵便番号、住所、氏名・ふりがな（本人、保護者）、学校名、学
年、電話番号（連絡先）を明記してください。

申込先

〒937-0042　富山県魚津市六郎丸1227-1

0765-22-0185

0765-22-6930

azusa.kanagawa@pref.toyama.lg.jp

https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/engei/

金川梓
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住　所：

電　話：

ＦＡＸ：

メール：

ＵＲＬ：

担当者：

会場の位置

内容

人が卵から稚魚にまで育てて放流しているヒラメやキジハタや、沿岸
に生息する魚を手にとって観察するほか、アユなどの川魚のつかみ捕
り体験を行います（捕った魚は持ち帰りできます）。また、調査船
「立山丸」の見学も行います。

富山県農林水産総合技術センター水産研究所（滑川市） 

海と川の魚たちと触れ合おう

行事名 海と川の魚たちと触れ合おう

日時 令和４年７月29日（金）　9：30～11：30

開催場所
（交通手段）

富山県農林水産総合技術センター　水産研究所（滑川市高塚364）
（交通手段）あいの風とやま鉄道滑川駅から徒歩15分

対象・人数 小学４～６年生　18名（保護者同伴可）、申込多数の場合は抽選

応募締切 令和４年７月８日（金）

その他
留意事項

・当日はコンクリート池の中に入り（水深は膝下くらい）魚の手づか
みをしますので、ぬれてもよい服装でお越し下さい。
・タオル、帽子、サンダル、着替え、水筒（飲みもの）、筆記具、
カッパ（雨天時）をご用意下さい。

申込方法

E-mail、ＦＡＸまたは電話でお申込ください。
①便番号・住所、②氏名（ふりがな）、③電話番号（日中に連絡可能
な電話番号）、④学校名、学年、⑤保護者同伴の場合は同伴者氏名を
明記またはお知らせ下さい。

申込先

〒936-8536　滑川市高塚364

076-475-0036

076-475-8116

tsuneo.maeda@pref.toyama.lg.jp

https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/suisan/

前田経雄（まえだつねお）
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住　所：

電　話：

ＦＡＸ：

メール：

ＵＲＬ：

担当者：

会場の位置

内容
富山県の里山で育った木材をルーペ、顕微鏡等の実験道具
を使って詳しく調べます。また、トンカチやノコギリを
使って、木製の小物を作ります。

里山で育った木材の観察と木工工作をしてみよう

富山県農林水産総合技術センター木材研究所（射水市） 

行事名 里山で育った木材の観察と木工工作をしてみよう

日時 令和４年７月26日（火）　10：00～12；00

開催場所
（交通手段）

射水市黒河新4940　木材研究所
バス：あいの風富山鉄道　小杉駅南口より、小杉駅・太閤
山線（コミュニティバス）にて富山県立大学前下車徒歩5分

対象・人数 小学生中高学年：10名程度

応募締切
令和４年７月15日※ただし、定員になり次第締め切りま
す。

その他
留意事項

簡単な木工工作を行いますので、保護者の方も参加いただ
けます。
工作や実験がありますので、汚れてもよい服装でご参加下
さい。
新型コロナウイルス感染対策として、参加者の方にはマス
クの着用と入室時等の手指の消毒などをお願い致します。
なお、新型コロナウイルスの感染状況によって、中止にな
る場合があります。

申込方法

E-mail、ＦＡＸまたは電話でお申込ください。
①郵便番号・住所、②氏名（ふりがな）、③電話番号（日
中に連絡可能な電話番号）、④学校名、学年、⑤保護者同
伴の場合は同伴者氏名を明記またはお知らせ下さい。

申込先

〒939-0311　射水市黒河新4940

0766-56-2915

0766-56-2816

satoshi.kiriyama@pref.toyama.lg.jp

https://taffrc.pref.toyama.jp/nsgc/mokuzai/

桐山　哲
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住　所：

電　話：

ＦＡＸ：

メール：

ＵＲＬ：

担当者：

応募締切 令和４年６月21日（火）

その他
留意事項

希望をする方は、担任の先生に申し出てください。

申込方法
参加申込及び同意書に必要事項を記入し、学校毎にまとめて、公益社団法
人　富山県薬剤師会まで郵送

申込先

〒939-8057　富山県富山市堀27番地２　公益社団法人　富山県薬剤師会

076-420-5450

076-420-5451

日時 令和４年７月26日（火）～８月９日（火）

開催場所
（交通手段）

県薬事総合研究開発センター、県内公的病院及び調剤薬局

対象・人数 中学生87名、高校生68名

内容
県薬事総合研究開発センターでの製薬体験
県内公的病院及び調剤薬局での薬剤師の仕事体験

薬剤師のお仕事体験学習

富山県薬事総合研究開発センター（富山
市）

行事名 薬剤師のお仕事体験学習


