郡山市ふれあい科学館開館15周年記念

スペースパーク企画展「プラレールフェスティバル」

プラレールで自由に遊べるプレイランドの他、プラレールが走り
回るジオラマやアトラクションコーナーなど、お子様だけではな
く大人も夢中！家族で楽しめるわくわくの冬休みになります。
期間
時間
場所
入場料

プログラムガイド

要観
覧券

12月３日(土)～平成29年１月９日(月･祝)

Ⓒ TOMY

「プラレール」
は株式会社タカラトミーの登録商標です。

P R O G R A M

一般：600円 高校・大学生等：500円 小・中学生：400円 幼児（3歳以上）
・65歳以上：200円 3歳未満：無料

※本企画展入場券で展示ゾーンも観覧できます。 ※団体割引、各種割引等は使用できません。 ※幼児のみの入場はできません。
※一部のアトラクションでは、プレイチケット（有料）が必要となります。 ※ワンイヤーパスポートでもご入場いただけます。

科学ゼミナール

スターレクチャー パルサーの不思議
～中性子星昆虫館から～

場所
講師
申込

香りの魅力

化粧品や食材等の香料の研究・製造・販売を行っている曽田香料
株式会社の郡山工場の協力を得て講座を開催します。
「香り」
に
関するお話しを聞いたり、
オリジナル香水作りを体験できます。

参加
無料

1月28日(土) 14:00～15:30
定員 先着30名
多目的研修室(20階)
柴田 晋平さん
（山形大学教授）
12月17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

『やってみる』からはじめよう

場所
対象
申込

日時
定員
申込

場所
前売券

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。
期間
場所

観覧
無料

１月28日㈯～２月26日㈰ 10:00～17:00
展望ロビー
（22階）

場所

開館時間
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)

休館日
⃝毎週月曜日(祝日の場合は翌日) ※12/26(月)と1/2(月)は特別開館
⃝12/31(土)・1/1(日) ※1/1は展望ロビーも休館します。
⃝1/16(月)～20(金) ※保守点検のため、展望ロビーを含めた全館を休館します。

団体割引

一般
400 円

高校・大学生等
300 円

小・中学生
200 円

幼児・65 歳以上
100 円

展示ゾーン

一般
400 円

高校・大学生等
300 円

小・中学生
200 円

幼児・65 歳以上
無料

有料入館者
20名様以上の
ご利用で

～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。

ワンイヤーパスポート

一般
4,000 円

高校・大学生等
3,000 円

小・中学生
2,000 円

幼児・65 歳以上
ー

至福島

り

ウ ェ ブ サ イ ト 検 索 も カ ン タ ン ！ さ

旧国

至東京

道４

号線

至須賀川

日時 １月28日
（土）〜2月26日（日）
10:00〜17:00

スターレクチャー

講師

2月

柴田 晋平さん

14:00～15:30

時間

4日（土）
第31回星の講演会

『やってみる』からはじめよう
岩谷 圭介さん
16:00～17:30

12日（日）
プラネタリウムファミリーコンサート

ゆうぞうおにいさんのファミリーコンサートⅡ
出演
時間

今井 ゆうぞうさん
①11:00～12:00 ②13:30～14:30

25日（土）

曽田香料株式会社連携事業 科学ゼミナール

バレンタインの夜に ～星空の恋物語～ 香りの魅力
時間

講師

18:30～19:30

時間

この印刷物は、適切に管理された森からの木材を含む
FSC 認証紙と、環境にやさしい植物油インキを使用
しています。紙へリサイクル可。

郡山市ふれあい科学館開館15周年記念

「プラレールフェスティバル」

Ⓒ TOMY

～オリジナル香水を作ってみよう～

宇田川 亜希さん
13:30～16:30

スペースパーク企画展

市民ふれあいプラザ 展示室（６階）
第2会場：
展示ゾーン多目的研修室（20階）※画像はイメージです

通
くら

科学技術の
「美」
パネル展

28日（土）

10:00～17:00

(公益財団法人郡山市文化･学び振興公社)

Facebook 配信中!

日時 11月5日
（土）〜平成29年
1月9日（月・祝）10:00〜17:00

場所 第1会場：

東北新幹線

スペースパーク

18:30～19:30

第16回
コンピュータグラフィックス展

日時 12月３日(土)～平成29年１月９日(月･祝)

至仙台

メールアドレス info@space‐park.jp
ウェブサイト http://www.space‐park.jp

時間

～冬の星空編～

プラネタリウムイブニングアワー
各500円(税込)

宇宙劇場

[個人料金より]

星空ライブ60

11日（土・祝）
・12日
（日）

利用料金

→20％OFF

1月

プラネタリウムイブニングアワー

講師

ふくしま星・月の風景「Vol.２～４」好評販売中！

ふくしま星・月の風景Vol.2〜4

11月25日（金）～12月25日（日）
日没～20:00

18:30～19:30

7日（土）

時間

「ふくしま星・月の風景フォトコンテスト」の作品を収録した作品写真集を22階イン
フォメーション等で販売しています。福島の空を彩る星・月と福島県内各地の素晴ら
しい風景の数々を、ぜひご自宅でゆっくりとお楽しみください。

日時

パルサーの不思議

さまざまな研究等の過程や成果などで生まれた「美しい現象」や「見たこと
のない」画像のパネル展です。平成28年度の作品を展示します。科学者
や研究者だけが驚き、楽しんでいるのはもったいない！ぜひご覧ください。
期間

Christmas Dreams
in SPACEPARK 2016

プラネタリウムイブニングアワー
「クリスマスの星空」

～中性子星昆虫館から～

科学技術の「美」パネル展

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
展望ロビー
（22階） 休館となります。

音速ライン
①14:30～15:30 ②17:30～18:30

クリスマスイルミネーション

24日（土）
・25日
（日）

※販売時間は10時～17時
（休館日を除く）
※詳しくはチラシやウェブサイトをご覧ください。
※当日の宇宙劇場 第１～３回目番組は休止となります。

観覧
無料

出演

スペースパークライブ

～星空百景～」

※ 10/22 から前売券販売中
（各回 220 名。定員となり次第販売は終了となり
ます。
）詳しくはお問い合わせください。

2月12日(日) １回目11：00～12：00 ２回目13：30～14：30
宇宙劇場（23階） 出演 今井 ゆうぞうさん 定員 各回220名
1月14日(土)10時より、22階インフォメーションにて発売

日時

※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。
※当日の宇宙劇場 第４～５回目番組は休止となります。

第16回 コンピュータグラフィックス展

要観
覧券

NHK
「おかあさんといっしょ」
10代目歌のおにいさんの
今井ゆうぞうさんをお迎えしてのファミリーコンサートです。
おなじみの歌とともに、
ご家族で星空を見上げ、お楽しみください。

場所 宇宙劇場(23階)
2月4日(土) 16:00～17:30
講師 岩谷 圭介さん
先着220名
１月７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

プラネタリウムコンサート
「音速ライン

時間

ゆうぞうおにいさんのファミリーコンサートⅡ

日本で初めて小型の風船カメラを使い上空30㎞からの撮
影に成功した岩谷圭介氏から、撮影された地球の映像とと
もにふうせん宇宙撮影の魅力をご紹介いただきます。

4日（日）
時間

※受付時間は10時～17時
（休館日を除く）

プラネタリウム ファミリーコンサート

参加
無料

12月

2月25日㈯ 13:30～16:30
多目的研修室（20階） 講師 宇田川 亜希さん（曽田香料・調香師）
定員 先着30名
小学5年生以上 ※小学生は保護者同伴
1月28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

日時

※受付時間は10時～17時
（休館日除く）

第31回星の講演会

～オリジナル香水を作ってみよう～

参加
無料

G U I D E

イベントカレンダー

※画像はイメージです

日時

月号

郡山市ふれあい科学館

10：00～17：00
第1会場：市民ふれあいプラザ展示室（6階）
第2会場：展示ゾーン多目的研修室（20階）

パルサーとはどのような天体なのでしょう？
パルサーの研究をされている柴田先生からわ
かりやすくご紹介いただきます。

12-2

平成28年平成29年

「プラレール」
は株式会社タカラトミーの登録商標です。

冬のドーム映像番組

「ナットのスペースアドベンチャー」
月を目指そう！
ナット、IQ、スクーターの
大冒険が今、始まる。
期間 12月３日(土)～

平成29年１月９日(月・祝)

※投映日時は裏面の宇宙劇場
番組スケジュールをご覧ください。
Ⓒ nWave Pictures

プラネタリウム一般番組【約45分間】
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。

冬のドーム映像番組【約45分間】
スクリーンに広がる迫力ある映像をお楽しみください。

※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。

1969年、アポロ11号に乗った宇宙飛
行士がはじめて月面に第一歩をしるし
た。でも、実はそのとき、そこにいた
のは人間だけじゃなかったんだ。
一体、誰が月に行ったのかって？
それは･･･
Ⓒ nWave Pictures

キッズアワー【約45分間】

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

約60分間

バレンタインデーを前に、星空に広がる恋物語を紹介します。
星空のもとでロマンチックな時間をお過ごしください。

写真で知る宇宙

ホワイエ企画展

開館15周年に合わせて、当時のヒット曲とともに星空
や宇宙のできごとを見ていきましょう！

観覧
無料

場所 宇宙劇場ホワイエ（23階）
時間 平

日 10:00～16:15
金
曜 10:00～19:45
土・日・祝・12/23～27・
1/5～7 10:00～17:45

ラブソング特集

ラブソングとともにお送りする星空の旅に出かけま
しょう！

※宇宙劇場番組スケジュールにより
時間は変更となります

12月▶2月
オーロラミュージアム
オーロラの輝き
は、古来から私
たちをひきつけ
てはなしません。今回は、夜
空をいろどる美しいオーロラ
の姿をお楽しみください。

【平成28年12月～平成29年2月】番組スケジュール
第３回

第４回

第５回

第６回

平

日

平

日

（星音）
10:15（ 学 習 ） 11:30（ 学 習 ） 14:00（ 一 般 ） 15:30（ 星 音 ） 17:00（ドーム） 19:00
※金曜のみ

第7回

※金曜のみ

（12/3～1/9）
19:00（ 星 音 ）
12/23～27・ 10:30（ドーム） 11:40（ 一 般 ） 13:00（キッズ） 14:20（ドーム） 15:40（ 一 般 ） 17:00（ 星 音 ） ※ 12/23、1/6 のみ
1/5～9
年末・年始 11:00（キッズ） 12:30（ 一 般 ） 14:00（ドーム） 15:30（ 星 音 ）
（1/14～）

びっくり実験ラボ［21階］
開催時刻

◦11:30～ 14:30～

12月▶1月 電気のひみつ

◦平
日…10:30～、13:00～
◦土・日・祝・12/23～27・1/5～9…10:30～、13:00～、16:00～

生活になくてはならない電気。
電気のひみつを探ってみよう！

シャボン玉で大実験

2月

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。

バチッときたぜ静電気！

乾燥するこの時季といったら「静電気」。
静電気のひみつにせまり、静電気と楽しく暮らし
ましょう。

国際宇宙ステーションはどんなところにあるの？

ロボットショー【約15分間】
ロボットと楽しく遊ぼう！
開催時刻

びっくり実験ラボ［21階］

◦土・日・祝・12/23～27・1/5～9 …12:30～、15:30～

サイエンス広場【約40分間】
科学工作を楽しもう！
開催時刻

12月

デジタルスタジオ【約50分間】
パソコンを活用してみよう！

実験工房［20階]

◦日・祝…13:30～

光で遊ぼう！

※開催10分前に21階 展示ゾーン宇宙服前で
受付（定員30名）
※2/11（土・祝）はデジタルスタジオを開催します。

開催時刻

12月

どんなふうに光るのかな？

1月
2月

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

※12/4
（日）
の第2～6回、2/4
（土）
の第４～５回、2/12(日)の第1～3回は、休止となります。
※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 ◦ドーム/冬のドーム映像番組
◦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。
宇宙劇場利用のご注意 ◦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階受付で入場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。

◦土…13:30～

パソコン工房［20階］

※開催10分前に21階 展示ゾーン宇宙服前で
受付(定員16名)

カレンダー作り

2017年のカレンダーを作ろう！完成させてお家で使おう。

1月

静電気で遊ぼう！

静電気で動く工作を作ってみよう。

しかけカード作り

楽しいしかけの付いたカードを作ろう！
実際に作って、
しかけのしくみをたしかめてね。

錯覚で遊ぼう！

2月

クリアファイル作り

イラストなどが入ったA4サイズのクリアファイルを作
ろう！プリントなどをはさめて使えます。

年末・年始期間(12/28～30・1/2～4)は、上記イベントを休止して
「年末・年始も不思議な科学を満喫しよう！(工作コーナーなど)」
を開催します。

展示ゾーン
平

【平成28年12月～平成29年2月】
イベントスケジュール

日

（12/28～30・1/2〜4）

土・日・祝

実験や工作を体験して
科学の不思議を知ろう！

開催時刻

12月

観覧
無料

サイエンススタジオ【約20分間】

どのように見えるのかな？
作って遊んでみよう。

10:15（ 学 習 ） 11:30（ 学 習 ） 14:00（ 一 般 ） 15:30（ 星 音 ） 19:00（ 星 音 ）

土･日･祝

11月25日（金）～12月25日（日）日没～20:00

日時

展示ゾーン【21 階】

1月▶2月

2月11日（土・祝）・12日（日） バレンタインの夜に ～星空の恋物語～

2001年音楽の旅
～星空・宇宙ダイジェスト～

第２回

Christmas Dreams
in SPACEPARK 2016

地上高96mの幻想的な夜景とシンボルオブジェ
「プライマル」
のクリスタルな輝き、そして
やわらかなイルミネーションをお楽しみください。

国際宇宙ステーションがある場所はどんなところなのでしょう？
実験をしながら探っていきましょう。

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。

（12/6～22）

◦18:30～

約60分間

様々なジャンルの音楽とともに、星空や宇宙をめぐるプラネタリウムです。

第１回

【クリスマスイルミネーション】

1月7日（土） 星空ライブ60 ～冬の星空編～

星と音楽のひととき【約45分間】

番組開始時刻

は休止となります。
時間 11:00、15:00、17:00 ※休館日と年末・年始期間（12/28～30・1/2～4）

びっくり実験ラボ［21階］

クリスマスの夜、星と宇宙の旅にプラネ
タリウムで出かけましょう。音楽を交え
ながらのひとときをお楽しみください。

宇宙旅行にでかけよう！

宇宙劇場

番組開始時刻

場所 鉄道ジオラマ

実験で科学を知ろう！

約60分間

宇宙のさまざまな天体たちをめぐる宇宙旅行に出か
けましょう。惑星たちの姿、ふしぎな天体たちの姿
が目の前に広がります。

2月▶3月

イブニングアワー

鉄道ジオラマショー

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。

観覧
無料

サイエンスショー【約20分間】

12月24日（土）・25日（日） クリスマスの星空

冬の星座たちは明るい星が多くて形もたどりやすく、
星座がたどりやすいです。きれいな冬の星空をめぐ
りに、プラネタリウムで出かけましょう。

12月▶1月

この宇宙には1秒間に30回も点滅するように不思議
な信号を放つ天体があります。それがパルサーです。
パルサーとはどのような天体なのか、その秘密にせ
まります。

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。

ふゆの星座めぐり

2月▶3月

宇宙からのふしぎな信号～パルサーの世界～

Ⓒ KAGAYA studio

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！

12月▶1月

星たちの大集団「銀河」を調べてみると、中心に巨
大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。その銀河たちの姿を
めぐります。

1月▶2月

※休日は混雑が予想されますので、
お早めに観覧券をお求めください。

22

走る列車で知る郡山

階】

12月3日（土）▶1月9日（月・祝） ナットのスペースアドベンチャー

11月▶12月 ダイナミックな銀河

展望ロビー【

宇宙劇場【23 階】

土･日･祝
12/23～27・
1/5～9
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デジスタ（土）
広場（日・祝）

スタジオ

ロボット

ショー

◦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
※イベント等の都合により休止する場合がありますので、ご了承ください。

◦デジスタ／デジタルスタジオ

◦広場／サイエンス広場

