う そして、 これから
と
が
も―
あり
開館 20 周年記念

20 年のあゆみ
郡山市ふれあい科学館

開館５周年記念講演会

特別番組記者会見

小山宙哉先生との対談

開館 10 周年記念式典

20 年間ありがとうございました
「銀河鉄道 999」
、
「宇宙戦艦ヤマト」などの作品を手掛け

る漫画家 松本零士先生には、開館以来、約 20 年にわたっ
て当館の名誉館長をお務めいただきました。先生のご意

向により、2021 年 6 月をもって名誉館長の職をご退任さ

れました。松本先生には、当館の様々なイベントにお越し

いただき、来館者やファンの方々など、多くの方に夢のあ
るお言葉をかけていただきました。今まで本当にありが

とうございました。

エンゼルナ

平成 13 年オープニングセレモニー

ミーニャン
© 松本零士 / 郡山市

SINCE 2001

スペースパーク

20 年のあゆみ

―はじめてみた宇宙は いまもここに―

2001年10月

〇郡山市ふれあい科学館開館

2002年 １ 月

○ギネス認定

７月

ギネス認定

10月
2003年 ３ 月
10月

2004年 ２ 月

小柴先生講演会

Ｈ２ロケットフェアリング（協力：宇宙開発事業団）
船外活動装置装備宇宙服レプリカ（協力：日本宇宙少年団）

○火星大接近特別イベント
「講座『火星の魅力』
＆火星大観望会」開催
○スペースパークボランティアの会設立
○高円宮妃殿下御視察

10月

〇郡山市制施行80周年・合併40年記念郡山市ふれあい科学館開館３周年記念
小柴昌俊講演会「心に夢のタマゴを持とう」開催

11月

○展示ゾーン新展示物設置

12月

パラボラアンテナ（協力：国立天文台野辺山電波観測所）

○アインシュタイン特別企画「～不思議な世界 紹介～」開催
○郡山市ふれあい科学館・郡山市こおりやま文学の森資料館連携事業
星の講演会スペシャル版「星と民話の夕べ」開催

2010年11月
12月

10月
12月

○開館10周年記念｢ドラえもんの科学みらい展｣開催

2011年 ３ 月
７月

2012年 １ 月

○展望ロビー入館者が300万人突破

４月

○宇宙劇場リニューアルオープン

５月

○金環日食観望会開催

2013年 ２ 月

2015年 ４ 月

９月

○開館５周年記念
全館企画｢宇宙飛行士スペシャル｣開催(９･10月)
〇ロボットで遊ボット！特別企画
「ASIMOが郡山にやってくる！」開催

５月

○
「いないいないばぁっ！
ワンワンとあそぼうショー＋プラネタリウム」開催

７月

○夏休み特別番組「銀河鉄道999 ～星空はタイムマシーン～
太陽系・恐竜絶滅編」投映開始

12月

○展望ロビー入館者が200万人突破

2008年 １ 月

○有料ゾーン入館者が100万人突破

○第23回星の講演会「アラスカからオーロラ生中継
そして、７年間の記録」開催

10月

○スペースパークボランティアの会10周年
○皆既月食観望会開催
○有料ゾーン入館者が200万人突破

９月

○第６回「国際科学映像祭ドームフェスタ」開催

11月

○
「ブラザーアーストーク ～JAXA 油井宇宙飛行士と
リアルタイムで交信～」開催

2016年 ８ 月
10月

○開館15周年記念イベント開催

12月

○開館15周年記念 企画展「プラレールフェスティバル」開催

2017年 ７ 月
８月
2018年 ７ 月
９月

○企画展「3Dゴーストハウスの科学」開催
○有料ゾーン入館者が250万人突破
〇ドリームアートロケットプロジェクトタペストリー
おひろめ会開催

12月

○全館企画「月の科学」オープニングイベント
「月の石がやってきた！」開催

2019年 10月

○ワークショップ「望遠鏡を作って観よう！」開催

2009年 ２ 月

○第１回ふくしま星・月の風景フォトコンテスト

2020年 ４ 月

○新型コロナウイルスのため
4月18日より全館休館（５月18日まで）

４月

○高校生対象天体観測実習
「君が天文学者になる３日間at郡山」開催
○
「世界一周観望会in郡山」開催

金環日食観望会

〇3D天文シミュレーション「Mitaka３D」導入

○第１回星空案内人 資格認定証授与式

○プラネタリウム演劇フェスティバル開催

ドラえもんの科学みらい展

○展望ロビー入館者が400万人突破

３月

３月

はやぶさ帰還カプセル展示

○
「星出宇宙飛行士ミッション報告会
～こおりやまに宇宙飛行士がやってくる！～」開催

○宮沢賢治生誕110周年記念
星の講演会スペシャル版「銀河鉄道の夜 朗読会」開催

2007年 ３ 月

世界天文年 2009

○宇宙劇場の改修により１月10日より宇宙劇場が休館

２月

８月

○マンガの日スペシャル企画「まんがでサイエンス！」開催

○全館企画「ようこそ！宇宙ステーションへ」開催
○企画展「レゴ･エデュケーション展
～みて･さわって･うごかして～」開催
○東日本大震災により３月11日より休館（４月28日まで）
○
「はやぶさがやってきた
～はやぶさ帰還カプセル特別展示～」開催
○開館10周年記念イベント開催

2014年 ２ 月

オープニングイベント「杉木優子びっくりサイエンスショー」開催

〇全館企画「世界天文年2009
～ガリレオの世界を体験しよう～」開催
○企画展「ようこそ！ダーウィンの部屋へ」開催
○
「世界天文年2009 グランドフィナーレ in 郡山」開催

○展示ゾーンにびっくり実験ラボオープン

11月

月の石がやってきた

○常陸宮両殿下御視察
○展示ゾーン新展示物設置

９月

2006年 ３ 月

ASIMO 登場

○開館１周年記念「松本零士講演会」開催

○展望ロビー入館者が100万人突破

11月

2009年11月

「地上から世界で一番高いところにあるプラネタリウム」

３月

2005年 ９ 月

びっくり実験ラボオープン

郡山市ふれあい科学館オープン式典を開催
名誉館長を松本零士氏に委嘱

〇
「銀河鉄道999」をデザインしたラッピングカー導入

12月
2021年 ７ 月
８月

○企画展「ワールドオブサイエンス＆サウンド」開催
○企画展「ふしぎ発見 ピラミッドサイエンス」開催
○新型コロナウイルスのため全館休館

はやぶさ２インパクター贈呈式

開館 20 周年記念オンライン企画
開館 20 周年を記念してオリジナル動画を制作し、YouTube を使った
オンライン企画を開催。

開館 20 周年記念イベント
〇星と音楽のひととき
「松本零士特集」

〇ドーム映像番組
〇イブニングアワー
星空はタイムマシーン
」 「GReeeeN 特集」
「銀河鉄道 999

2021 年夏休み期間

2021 年 10 月・11 月

2021 年 12 月

〇ホワイエ企画展「恒河沙 in スペースパーク 板橋克己作品展」
2021 年 10 月２日～ 11 月28日

〇トークイベント「宇宙への夢を描く」
2021 年 11 月27日

開館 20 周年記念グッズ
〇企画展「ロボットフェスティバル」
2021 年３月26日・27日

エコバッグ

マグネット

ウェルカム横断幕

〇特別企画「メーテルと記念撮影！」
2021 年 11 月27日・28日

