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利用料金

団体割引
有料入館者
20名様以上の
ご利用で

→20％OFF
[個人料金より]

開館時間

休館日

展示ゾーン／10:00～17:45(入館は17:00まで)
展望ロビー／10:00～20:00(入館は19:30まで)
宇 宙 劇 場／[平　　日] 10:00～16:15(入館は15:30まで)
 [金　　曜] 10:00～19:45(入館は19:00まで)
 [土･日･祝] 10:00～17:45(入館は17:00まで)

⃝毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
⃝９月５日(月)はビルの定期点検のため、展望ロビーを含む
　全館休館となります。

～１年間思う存分楽しもう〔ワンイヤーパスポート〕～
※ワンイヤーパスポートはお申込日から１年間有効で、宇宙劇場･展示ゾーンを何度でもご利用いただけます。

宇宙劇場 一般 高校・大学生等 小・中学生 幼児・65 歳以上
400 円 300 円 200 円 100 円

展示ゾーン 一般 高校・大学生等 小・中学生 幼児・65 歳以上
400 円 300 円 200 円 無料

ワンイヤーパスポート 一般 高校・大学生等 小・中学生 幼児・65 歳以上
4,000 円 3,000 円 2,000 円 ー

※当日自由参加となります。（悪天候時には中止となります。）

望遠鏡で星を見よう！天体観望会
日　時 観望天体 場　所

  9月10日（土） 18:30～19:30 月など 郡山駅西口駅前広場
10月  8日（土） 18:00～19:00 月など 郡山駅西口駅前広場
11月  5日（土） 18:00～19:00 月など 郡山駅歩行者連絡橋

参加
無料

要観
覧券

第30回星の講演会 はやぶさ２へのバトン
～受け継がれた小惑星探査～

コズミックカレッジ キッズコース

小中学生・高校生のための「科学技術へのいざない」

プラネタリウムコンサート
金属探知機で宝さがし

第2回 バイオ実験を体験しよう！
～お酒がエネルギーになるの？酵素パワーを体験しよう！～

偏光を使った万華鏡を作ろう

第3回 色をとりだし、光をつくる!?

多くのトラブルを乗り越え小惑星「イトカワ」のサンプルを持ち帰った小惑星探査機「はやぶ
さ」。その当時の心境や成果、そして、その後継機であり小惑星「リュウグウ」へ向かっている

「はやぶさ２」の旅路を2つの「はやぶさ」に携わった吉川真先生からお話しいただきます。

宇宙についての実験や工作を親子で楽しもう！

新潟大学の先生や学生はどんな研究をしているのか？“工学”の世界を体験してみよう！

生演奏の音楽とともに、クリスマスの星空をお楽しみください。（詳細はウェブサイト等をご覧ください）
金属のありかがわかる測定器を作って、
みんなで宝さがしをしよう！

お酒で紙コップロケットを飛ばしてバイオエタノールが燃料になることを体験します。そのほか、胃腸
薬の酵素パワーを体験したり、ホタル発光酵素で手の汚れと手洗いの効果を確認する実験を行います。

偏光を使うと透明シートがカラフルな模様に早変わり！
光について考えながら、きれいな万華鏡を作ってみよう。

身の回りにある植物や野菜から色の素を取り出してみよう！また、光
と色をつくりだし、あなたも科学者になって実験してみませんか？

11月13日(日) 16:00～17:30

11月6日(日) 10:30～15:30

平成28年12月４日(日)

10月29日（土）11:30～16:00

※当日の宇宙劇場 第４～５回目番組は休止となります。

宇宙劇場(23階)

多目的研修室（20階）

宇宙劇場（23階）

９月18日(日) 14:00～15:30

9月10日(土) 14:00～15:30

9月25日（日） 14：00～15：30

10月22日(土) 14:00～16:00

先着220名

小学１～４年生とその保護者

音速ライン

展示ゾーン研修室

吉川真さん（JAXA准教授）

先着25組50名

多目的研修室（20階）

多目的研修室（20階）

多目的研修室（20階）

多目的研修室（20階）

10月15日(土)10時より、電話または22階インフォメーションにて受付
※受付時間は10時～17時（休館日を除く）　※１回の申込は10名までとなります。

10月8日(土)10時より、電話または22階インフォメーションにて受付
※受付時間は10時～17時（休館日を除く）

10月22日（土）10時より22階インフォメーションにて販売開始
※販売時間は10時～17時（休館日を除く） 齋藤明徳さん（日本大学工学部教授）

杉森大助さん（福島大学教授）

加藤隆二さん（日本大学工学部教授）

高貝慶隆さん（福島大学准教授）

8月27日(土)10時より、電話または22階インフォメーションにて受付
※受付時間は10時～17時（休館日を除く）

8月20日(土)10時より、電話または22階インフォメーションにて受付
※受付時間は10時～17時（休館日を除く）

9月3日（土）10時より、電話または22階インフォメーションで受付
※受付時間は10時～17時（休館日を除く）

9月24日(土)10時より、電話または22階インフォメーションにて受付
※受付時間は10時～17時（休館日を除く）

日時

日時

日時

日時

場所

場所

場所

日時

日時

日時

日時

定員

対象

出演

場所

講師

定員

場所

場所

場所

場所

申込

申込

前売券
講師

講師

講師

講師

申込

申込

申込

申込

イベントカレンダー

10月9月
時間

時間

時間

時間

時間

時間

日時

日時

時間

時間

時間時間

時間

P R O G R A M  G U I D E

郡山市ふれあい科学館 9-11平成28年

月号

プログラムガイド

小学生 ※小学2年生以下は保護者同伴

どなたでも ※小学2年生以下は保護者同伴

小学3年生～中学生

小学3年生～6年生

先着20名

先着30名

先着30名

先着20名

対象

対象

対象

対象

定員

定員

定員

定員

展望ロビー 鉄道ジオラマ 展示ゾーン 研修室
◦鉄道ジオラマショー
通常、1日3回のジオラマショーを、7回に増便して開催！！

◦特別企画展「きかんしゃトーマスとなかまたち」
◦プラレールコーナー　◦工作コーナー　
◦Nゲージ鉄道模型操作体験コーナー

毎年恒例の「鉄道の日」(10月14日)を記念した鉄道イベントを行います。
今年は「きかんしゃトーマスとなかまたち」のイベントがやってきます。
鉄道フェスティバルへ出発進行！！

11:00～、12:00～、13:00～、14:00～、
15:00～、16:00～、17:00～　※各回20分 10:00～17:00

10：00～17：00

時間
時間

期間
時間

10.8（土）〜16（日）※11日の休館日を除く

開館15周年記念 鉄道の日 鉄道フェスティバル「きかんしゃトーマスとなかまたち」など

10.1（土）〜2（日） 10:00〜17:00開館１５周年記念イベント

21階 展示ゾーン ◦トリックアート展

◦記念もちつき

◦星座ビンゴ大会

20階 研修ゾーン

22階 展望ロビー
第1会場 第2会場

第3会場

式典参加者には記念グッズプレゼント

郡山市ふれあい科学館 ビッグアイ ７階大会議室

ビッグアイ１階 エスカレーター下
特設ステージ

◦サイエンスショー
　特別メニュー 超低温の世界　等
◦ロボットショー

◦記念イベント　オープニング

◦記念イベント　式典

見て、撮影して体験できる
参加型企画展

◦ハイスクール科学祭 in スペースパーク
◦サイエンススタジオ
　【20・21階 ゲストショー・ブース】
　ムシテックワールド・
　ふくしまサイエンス
　ぷらっとフォーム　等

18:30～19:30

14:00～16:00

11:30～16:00

9月11日（日）～25日（日） 10:00～17:00

10:00～17:00
※11日の休館日を除く。

22日（土）

29日（土）

8日（土）～16日（日）

おもしろ科学びっくり箱
色をとりだし、光をつくる!?

小中学生・高校生のための
科学技術へのいざない

鉄道フェスティバル
「きかんしゃトーマスと
なかまたち」など

プラネタリウムイブニングアワー
星空ライブ60 ～秋の星空編～

8日（土）

科学ゼミナール

おもしろ科学びっくり箱

おもしろ科学びっくり箱
バイオ実験を体験しよう！
～お酒がエネルギーになるの？
酵素パワーを体験しよう！～

14:00～15:30

18:30～19:30

18:00～19:00

10日（土）

8日（土）

駅前観望会

駅前観望会

※郡山駅西口駅前広場
※悪天候時は中止となります。

※郡山駅歩行者連絡橋
※悪天候時は中止となります。

※郡山駅西口駅前広場
※悪天候時は中止となります。

18:30～19:30

14:00～15:30

14:00～15:30

10日（土）〜11日（日）

18日（日）

25日（日）

プラネタリウムイブニングアワー
月世界探訪

第16回
コンピュータグラフィックス展

平成28年「宇宙の日」記念
全国小・中学生作文絵画コンテスト 絵画の部 受賞作品展

科学ゼミナール
金属探知機で宝さがし

科学ゼミナール
偏光を使った万華鏡を作ろう

開館１５周年記念イベント
10:00～17:001日（土）〜2日（日）10日（土）

11月 時間 時間 時間

駅前観望会 コズミックカレッジ
キッズコース

18:00～19:00 10:30～15:30 16:00～17:30
5日（土） 6日（日） 13日（日）

１日（土）13：00～

１日（土）14：00～

1日（土）10：00～

日時

日時

日時

23階 宇宙劇場

【講演会】講師 渡部潤一さん（国立天文台副台長）

【記念コンサート】辻村結實子さん（シンガーソングライター）
※申込：9月3日（土）10時より電話または22階インフォメーションにて受付（先着順）
　受付時間は10時～17時（休館日を除く）

◦プラネタリウム特別プログラム
　1日8回投映　※10月1日は6回

1日（土）10：10～日時

18:30～19:30

14:00～16:00

11:30～16:0029日（土）

プラネタリウムイブニングアワー
星空ライブ60 ～秋の星空編～

8日（土）

おもしろ科学びっくり箱
バイオ実験を体験しよう！
～お酒がエネルギーになるの？
酵素パワーを体験しよう！～

14:00～15:30

18:30～19:30

18:00～19:00

10日（土）

8日（土）

駅前観望会

駅前観望会 ※郡山駅西口駅前広場
※悪天候時は中止となります。

18:30～19:30

14:00～15:30

14:00～15:30

10日（土）～11日（日）

18日（日）

25日（日）

プラネタリウムイブニングアワー
月世界探訪

科学ゼミナール
金属探知機で宝さがし

科学ゼミナール
偏光を使った万華鏡を作ろう

開館１５周年記念イベント
10:00～17:001日（土）～2日（日）10日（土）

22日（土）

※郡山駅西口駅前広場
※悪天候時は中止となります。

おもしろ科学びっくり箱
色をとりだし、光をつくる!?

小中学生・高校生のための
科学技術へのいざない

11月5日（土）～平成29年
1月9日（月・祝） 10:00～17:00

第30回 星の講演会
はやぶさ２へのバトン
～受け継がれた小惑星探査～

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

要観
覧券

※写真は過去の開催風景です。
Ⓒ 2016 Gullane (Thomas) Limited. 

Ⓒ 2016 Gullane (Thomas) Limited. 

無料
開放

無料
開放



宇宙劇場【23階】

展示ゾーン【21階】

美しいプラネタリウムの星空と、デジタルプラネタリウム機能を持つ全
天ビデオシステムによる大迫力の映像で、さまざまな宇宙の旅へとみな
さんをご案内する、プラネタリウムのスタンダードプログラムです。

音楽とともに、満天の星を楽しむプログラムです。

テーマごとに星空や宇宙の話題をじっくりとご紹介するプラネタリウムの時
間です。

小さなお子さんから楽しむことのできる、遊び心いっぱいの演出と音楽
とともに星空を楽しむプラネタリウムの時間です。はじめてのプラネタ
リウムにご家族で、あるいは星好きのお友だちは集合！

開館15周年を記念して、この
15年間の天文学の新しい発見
を振り返り、21世紀の天文
学と宇宙の軌跡を見ていきま
しょう。

星たちの大集団「銀河」を調べてみると、中
心に巨大なブラックホールがあったり、銀河
どうしが衝突を繰り返していたり、とてもダ
イナミックに活動していることがわかってき
ました。銀河たちの姿をめぐります。

中秋の名月を前に、月世
界をプラネタリウムで巡

りませんか。音楽を交えながら、月の
伝承や科学を紹介します。

みなさんから寄せられた、
星空や宇宙に関する質問

に答えながら進行する参加型のプラネ
タリウム。
どんな内容になるかは、みなさん次第
です！
※時間の都合上、全ての質問にお答え
できない場合があります。

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

ー開館15周年記念ー 21世紀 宇宙新発見

ダイナミックな銀河

月世界探訪

星空ライブ６０ ～秋の星空編～

プラネタリウム一般番組【約45分間】

星と音楽のひととき【約45分間】

イブニングアワー

キッズアワー【約45分間】

◦18:30～番組開始時刻

宇宙劇場ホワイエ（23階）
平　　　日　10:00～16:15
金　　　曜　10:00～19:45
土・日・祝　10:00～17:45

写真で知る宇宙
ホワイエ企画展

場所
時間

観覧
無料

9月10日（土）～11日（日）

10月8日（土）

9月▶10月

11月▶12月

アニメとタイアップ
したJ-popを聴きな
がら夜空を見上げま
しょう！

話題の海外のアー
ティストの曲ととも
に宇宙旅行に出かけ
ましょう！

月の姿は目で見ても、双眼鏡や望遠鏡で見ても、い
ろいろな楽しみ方ができます。月の世界に出かけて
みましょう。今年は9月15日が十五夜、10月13日
が十三夜、お月見の日になります。

みなさんの「おたんじょうびのせいざ」はどの星座でしょうか。プラネ
タリウムで12個あるお誕生日の星座たちをめぐります。自分の星座をぜ
ひ見つけてください。星座の物語もご紹介します。

郡山市ふれあい科学館が開館してから15年を迎え
ます。その間、天文学では多くの発見がありました。
今回は、21世紀に入ってからの天文学の印象的な
できごとや宇宙の発見を振り返りましょう。
※開催日・展示内容は変更になる場合があります。

星物語 ～アニメソング特集～

海外アーティスト特集

お月見をしよう！

おたんじょうびのせいざ

開館から15年 天文学と宇宙のあゆみ

9月

10月▶11月

9月▶11月

9月

10月▶11月

展
望
ロ
ビ
ー
【
22
階
】

伸ばして、縮めて、ふくらませて、
風船のおもしろ実験を見てみよう！

地上とはまったく異なった環境の宇宙。宇宙と地球ではどんな違いがあ
るのでしょう！宇宙実験に挑戦してみよう！

身近なところで使われている磁石。磁石にはどのようなパワーが秘めら
れているのでしょう？　磁石の不思議な力で実験だ！

さっぱり、ぽかぽかのおふろ。
今回は、おふろにあるもので実験してみよう！

燃えるシャボン玉に水中シャボン玉？
いろいろなシャボン玉で遊んでみよう！

サイエンスショー【約20分間】

ロボットショー【約15分間】

サイエンススタジオ【約20分間】

◦平　　　日…10:30～、13:00～
◦土・日・祝…10:30～、13:00～、16:00～

◦土・日・祝…12:30～、15:30～

◦11:30～　14:30～
開催時刻

開催時刻

開催時刻

場所

日時

時間

観覧
無料

観覧
無料

実験で科学を知ろう！

ロボットと楽しく遊ぼう！

実験や工作を体験して
科学の不思議を知ろう！

鉄道ジオラマ
11:00、15:00、17:00 ※休館日は休止となります。

11月5日(土)～平成29年１月９日(月･祝) 10:00～17:00 ※1月1日は展望ロビーも休館となります。

走る列車で知る郡山
鉄道ジオラマショー

第16回
コンピュータグラフィックス展

風船で大実験

宇宙実験に挑戦！

磁石のひみつ

おふろで科学実験？シャボン玉で大実験

9月▶10月

9月

10月

11月

びっくり実験ラボ［21階］

びっくり実験ラボ［21階］

びっくり実験ラボ［21階］

◦定員220名・各回入替制・途中入場はできません。　◦入場開始は番組開始時刻の約15分前です。　◦番組の内容や時間は変更する場合があります。　◦劇場内での飲食・写真撮影・喫煙・携帯電話等の使用はで
きません。　◦団体(20名以上)の場合は、23階受付で観覧券をお求めください。　◦座席を使用しない幼児は無料です。　◦ワンイヤーパスポートで観覧のお客様は、あらかじめ観覧券とお引き換えください。

※各回約45分間(イブニングアワーを除く。)です。　　※18:30～「イブニングアワー」の投映については、上記イブニングアワーの欄をご覧ください。
◦学習/学習番組(団体利用がない場合はプラネタリウム一般番組)　◦一般/プラネタリウム一般番組　◦キッズ/キッズアワー　◦星音/星と音楽のひととき
※10月1日～2日は開館15周年記念イベントのため、特別プログラムとなります。　※11月13日（日）は第4回、第5回が休止となります。

宇宙劇場利用のご注意

【平成28年9月～11月】番組スケジュール
番組開始時刻 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

平　日 10:15（ 学 習 ） 11:30（ 学 習 ） 14:00（ 一 般 ） 15:30（ 星 音 ） 19:00（ 星 音 ）
※金曜のみ

土 ･ 日・祝 11:00（キッズ） 12:30（ 一 般 ） 14:00（キッズ） 15:30（ 一 般 ） 17:00（ 星 音 ）

目には見えない磁石の力を見てみよう。 パソコンを使ってオリジナルフォトカードを作ろう！

鏡を使うとどんなふうに見えるのかな？
作って遊んでみよう。

自分の持ち物にも貼れる、写真入りのシールを作ろう！

どんなふうに飛ぶか作って遊んでみよう。
デザインしたプラスチックの板をオーブントース
ターで温めてキーホルダーを作ろう！

サイエンス広場【約40分間】 デジタルスタジオ【約50分間】

◦日・祝…13:30～ ◦土…13:30～開催時刻 開催時刻

科学工作を楽しもう！ パソコンを活用してみよう！

磁石で遊ぼう！ フォトカード作り

鏡で遊ぼう！ シール作り

飛ばして遊ぼう！
プラ板キーホルダー作り

※10/2、10/9、10/10、10/16は、
　イベント開催のため休止となります。

※10/1、10/8、10/15は、
　イベント開催のため休止となります。

実験工房［20階] パソコン工房［20階］

【平成28年9月～11月】イベントスケジュール

約60分間

約60分間

宇宙劇場 展示ゾーン

鉄道の発達とともに発展して
きた郡山の歴史を、時代を超
えたストーリーとして郡山駅
を中心に紹介する約20分間
の楽しいジオラマショーです。

今回のテーマは「宇宙オリンピック」
です。静止画部門と動画部門の想像力
あふれるCG作品をご覧ください。

11月▶12月

9月 9月

10月 10月

11月
11月

◦ショー／サイエンスショー　◦スタジオ／サイエンススタジオ　◦ロボット／ロボットショー　◦デジスタ／デジタルスタジオ　◦広場／サイエンス広場
※サイエンス広場10/２、10/9、10/10、10/16は、イベント開催のため休止となります。　※デジタルスタジオ10/1、10/8、10/15は、イベント開催のため休止となります。
※10月1日～2日は開館15周年記念イベントのため、特別プログラムとなります。

平　日
10:30 11:30 13:00 14:30

ショー スタジオ ショー スタジオ

土 ･ 日・祝
10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:30 15:30 16:00

ショー スタジオ ロボット ショー デジスタ（土）
広場（日・祝） スタジオ ロボット ショー

新ロボット
名前は

「パルちゃん」
です！

Ⓒ GOTO

Ⓒ国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクト


