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ウ ェ ブ サ イ ト 検 索 も カ ン タ ン ！

Facebook 配信中!

春休み
特別企画

3月25日(土)　14:00～15:00
4月  2日(日)　14:00～15:00
小･中学生 各日16名(先着順)
当日30分前より展示ゾーン多目的研修室にて受付

スペースパーク春場所 ロボット相撲大会
相撲ロボットで対戦しよう！トーナメントを勝ち抜いた
優勝・準優勝者にはロボットキットをプレゼント！
日時

対象
申込

清陵情報高校・郡山北工
業高校・白河実業高校と
連携したロボットワール
ド満載のイベント！たく
さんのロボットとふれあ
って、キミもロボット達
人をめざせ！

3月24日(金)～４月5日(水) 
10:00～17:00
展示ゾーン 多目的研修室

ロボット展示・操作体験
いろんなロボット操作を体験しよう！
日時

場所

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)　※3/27(月)と4/3(月)は特別開館
⃝4/25(火)は保守点検のため休館となります。

～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

イベントカレンダー

時間

時間

場所

場所

時間

時間

場所

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

郡山市ふれあい科学館 3-4平成29年

月号

プログラムガイド

ともに日本初公開の話題作。この春は2種類のドーム映
像をお届けします。ドームスクリーンに広がる迫力あ
る映像をお楽しみください。

スペースパークボランティアまつり

科学技術週間「一家に１枚」
ポスター解説ミニ講座

19:00～20:00

19:00～20:00

10:00～16:00

①11:00～11:15
②14:00～14:15

展望ロビー（22階）

4日（土）

8日（土）

18日（土）・19日（日）

23日（日）

3月

4月

スペースパークボランティアまつり

科学技術週間「一家に１枚」
ポスター解説ミニ講座

19:00～20:00
展望ロビー（22階）

駅前観望会

駅前観望会

郡山駅西口駅前広場

郡山駅西口駅前広場

駅前観望会

駅前観望会

要観
覧券

要観
覧券

平成29年度 科学館クラブ員募集！

スペースパークボランティアまつり ボランティア大募集！

郡山市少年少女発明クラブ
平成29年度クラブ員募集！

科学技術週間
「一家に1枚」ポスター解説ミニ講座

「実験や工作で科学を知りたい」
「コンピュータを自由に使いこな
したい」「プラネタリウムや天体
望遠鏡で宇宙を知りたい」など、
郡山市ふれあい科学館で科学する
楽しさを探求しよう！

毎年好評の「スペースパーク 
ボランティアまつり」を今年も
開催します。案内・科学・天文の
各グループが、懐かしい紙芝居
の実演や工作など、様々な企画
で皆さんを お・も・て・な・し！

「スペースパークボランティアの会」では、ボラン
ティアを募集します。
ボランティア活動に興味のある方は、お気軽にお
問い合わせください。幅広い年代の先輩ボラン
ティアが、皆さんの加入をお待ちしております。

いろいろなモノづくりをとおして、科学や
発明、特許について楽しく学ぼう！！

科学技術週間に合わせて毎年制作される「一家に１
枚」ポスター。今回は「細胞」がテーマです。ミニ講座
では、ポスターの解説と細胞について実験を行います。

３月18日(土)～４月9日(日)

３月18日(土)・19日(日)
10:00～16:00

３月11日(土)～４月2日(日)

４月23日（日）
①11:00～11:15　②14:00～14:15

３月１日(水)～４月30日(日)

天文・科学・科学情報の３クラブ

展望ロビー(22階)

小学３年生～中学３年生（平成29年度の学年）
13名

展示ゾーン（21階）びっくり実験ラボ

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。）

小学３年生～中学３年生 (平成29年度の学年)

電話、ハガキまたは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。）

当館職員 展示ゾーン入館者
各回先着30名

募集期間

日時

募集期間

日時

募集期間

募集

場所

対象
募集人数

場所

応募方法

対象

応募方法

講師 対象
定員

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。）

応募方法

※応募多数の場合は、抽選となります。※詳しい内容は、ウェブサイトなどをご覧ください。

※応募多数の場合は、抽選となります。※科学館のクラブと併せての申込みも可能です。

※詳しい内容は、ウェブサイトなどをご覧ください。

※当日自由参加となります。（悪天候時は中止となります。）

望遠鏡で星を見よう！天体観望会
日　時 観望天体 場　所

  3月4日㈯ 19:00～20:00 月など 郡山駅西口駅前広場

  4月8日㈯ 19:00～20:00 月など 郡山駅西口駅前広場

参加
無料

4日（土） 18日（土）・19日（日）

10:00～16:00

①11:00～11:15 
②14:00～14:15

8日（土）

郡山駅西口駅前広場

郡山駅西口駅前広場

23日（日）

ロボット展示・操作体験

春休み
特別企画

３月24日(金)～４月５日(水)
10:00～17:00

３月25日(土) 14:00～15:00
４月  2日(日) 14:00～15:00

日時

日時

スペースパーク春場所 ロボット相撲大会

春のドーム映像番組

くまのがっこう
ジャッキーのおほしさま

planetarian
プラネタリウム特別版

3月4日(土)～4月5日(水) 期間

19:00～20:00

参加
無料

Ⓒ VisualArt's/Key/planetarian projectⒸ BANDAI



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。

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！

今回の番組では、北極や南極の周辺に現
れる“光のカーテン”オーロラを、世界
で初めて４Kリアルタイム撮影された臨
場感あふれる映像でお楽しみいただきま
す。皆様をひとときのオーロラ旅行へご
招待しましょう。
※3/26（日）の11:40～の回は
　字幕つきで投映いたします。

※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。

オーロラ旅行

プラネタリウム一般番組【約45分間】

キッズアワー【約45分間】

◦3月4日(土)～4月5日(水) 投映期間

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・3/24～4/5…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

3月▶4月

主人公は12人兄妹の末っ子、女の子のジャッキー。あ
る日天体観測にやってきたジャッキーは、お星さまの
話を聞くうちにこれまでの冒険を思い出します。お月
さまや北極での素敵な思い出に浸っていたジャッキー、
気がつくと一番の宝物「おほしさまのペンダント」が
なくなっているからさぁ大変！夜の森を舞台にジャッ
キーの新しい冒険がはじまります。

世界大戦後の危険な封印都市にある忘れ去られたプラネ
タリウム。そこに迷い込んだ男が出会ったロボットの少
女・ほしのゆめみ。1年で7日間しか稼働できないロボッ
トの少女が、目覚めたまさにその日に訪れた偶然。そこ
で起こった奇跡とは――。星に導かれた奇跡の物語。プ
ラネタリウム特別版が遂に登場！

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。

占いなどで目にする
ことが多い誕生日の
星座は、私たちに
とって最も身近な星
座といえます。今回
は、12の誕生日の
星座をご紹介します。プラネタリウムで世界旅行に出かけましょう。地

球上を旅すると、場所によってみられる星空の様
子は違います。見たことのない星座の姿や星の様
子を見ましょう。

くまのがっこう ジャッキーのおほしさま planetarian プラネタリウム特別版

宇宙旅行にでかけよう！
誕生日の星座たち

ほしのせかいりょこう

2月▶3月

3月▶4月

4月▶5月

展
望
ロ
ビ
ー

【
22
階
】

身のまわりのいろいろなところで使われてい
るレンズ。実はいくつも種類があり、身近な
物でつくることができるのです。さあ、レン
ズを使って実験しよう！

私たちの周りにあるのに意識することのない
空気。その空気で起こる不思議な現象を実験
で確かめよう。

いろいろな実験をとおして、磁石
のひみつを解き明かします。きっ
とあなたの知らない磁石の世界が
見えてくる！

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・3/24～4/5…
　10:30～、13:00～、16:00～

◦土・日・祝・3/24～4/5…12:30～、15:30～

◦平日…11:30～　◦土・日・祝・春休み期間（3/24～4/5）…10:30～ ◦平日…17:00～　◦土・日・祝・春休み期間（3/24～4/5）…14:20～

◦11:30～　14:30～
開催時刻

開催時刻

開催時刻

場所
時間

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。

走る列車で知る郡山
鉄道ジオラマショー

レンズで実験しよう！

空気で実験

磁石を使って実験しよう！ 4月

3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］

空気で動く工作を作ってみよう。 顔写真が入った名
刺を作ろう。お友達
に渡して自己紹介
にも使えます。

どんな力があるのかな？
作って遊んでみよう。

アイロンを使うと布に貼ることが
できるシールを作ろう。

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！

空気で遊ぼう！ 名刺作り

力で遊ぼう！ アイロンプリントシール作り

※開催10分前に21階 展示ゾーン
　宇宙服前で受付(定員30名)

※3/26、4/2はイベント開催のため休止します。
※4/29（土・祝）はデジタルスタジオを開催します。 ※3/25、4/1はイベント開催のため休止します。

※開催10分前に21階 展示ゾーン宇宙服前で
　受付(定員16名)

実験工房［20階] パソコン工房［20階］

【平成29年3月～4月】イベントスケジュール

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。

3月▶4月

3月 3月

4月 4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
※3/24～4/5の「サイエンス広場」「デジタルスタジオ」は、イベント開催のため休止となります。

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
春休み期間

(3/24 ～ 4/5)

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

◦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。

※各回約45分間(イブニングアワーを除く。)です。
◦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/春のドーム映像番組

宇宙劇場利用のご注意

【平成29年3月～4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 第６回 第 7 回

平　　日
（3/7～23を除く） 10:15（ 学 習 ）11:30（ 学 習 ）14:00（ 一 般 ）15:30（ 星 音 ）19:00（ 星 音 ）

※金曜のみ

平　　日
（3/7～23） 10:15（ 学 習 ）11:30（ドーム）

くまのがっこう 14:00（ 一 般 ）15:30（ 星 音 ）17:00（ドーム）
planetarian

19:00（ 星 音 ）
※金曜のみ

3月の土・日・祝日
春休み期間

（3/24 ～ 4/5）

10:30（ドーム）
くまのがっこう 11:40（ 一 般 ）13:00（キッズ）14:20（ドーム）

planetarian 15:40（ 一 般 ）17:00（ 星 音 ）19:00（ 星 音 ）
※ 3/24、31 のみ

4/8～の土・日・祝日 11:00（キッズ）12:30（ 一 般 ）14:00（キッズ）15:30（ 一 般 ）17:00（ 星 音 ）

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。
※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

※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。

星と音楽のひととき【約45分間】

ラブソングとともにお送りする星空の旅。
みなさんの想いは届くのでしょうか。

ラブソング特集3月

大好評につきアンコール投映！日本のロッ
クバンドの音楽とともに宇宙をめぐりま
しょう。　

宙とロック～日本のロック
バンド特集～【アンコール】4月

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

Ⓒ Kwon,0 Chul

Ⓒ BANDAI Ⓒ VisualArt's/Key/planetarian project

Ⓒ NASA


