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スペースパーク

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

(公益財団法人郡山市文化･学び振興公社)

ウ ェ ブ サ イ ト 検 索 も カ ン タ ン ！

Facebook 配信中!

プラネタリウム演劇
星空や映像とともに繰り広げられる演劇をお楽しみ
ください！（詳細はウェブサイトをご覧ください。）

「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。

ふくしま星・月の風景「Vol.２～４」好評販売中！

※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

  5月６日（土） 19:00～20:00 月・木星など 郡山駅西口駅前広場

  6月３日（土） 19:30～20:30 月・木星など 郡山駅西口駅前広場

参加
無料

プラネタリウム サマーコンサート
プラネタリウム番組「銀河鉄道の夜」などで曲を手掛け
る加賀谷玲さんの生演奏とともに星の世界へ出かけま
しょう！（詳細はウェブサイトをご覧ください。）

7月8日(土)
①14:30～15:30 ②17:00～18:00

※当日の宇宙劇場 第２～５回目番組は休止となります。 ※当日の宇宙劇場 第１～４回目番組は休止となります。

宇宙劇場(23階)

6月25日(日)
①10:30～12:00 ②13:30～15:00
宇宙劇場(23階)

6月3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。）

郡山演劇研究会「ほのお」
５月13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。）

日時

場所

日時

場所

前売券
出演

前売券

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)

～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

要観
覧券

実験・工作ブース わくわく実験教室

サイエンスショー ロボットショー

ゴールデンウイークはスペー
スパーク!

サイエンスフェスティバル!!

科学実験や工作の屋台を巡り、お祭りのように楽しもう！
学校の先生や生徒、科学館支援グループ、S.P.V、
科学館などが出展するよ！

工作した装置で実験をして科学のふしぎを知ろう！

実験ショーで科学の楽しさを知ろう！
特別なショーを1つ加え、1日で2つのショーに参加できるよ！

二足歩行ロボットを使ったショー！

科学の実験・工作をお祭りの屋台感覚で楽しみましょう！

10:00～17:00

①11:30～　②14:30～
先着18組 ※10分前から整理券を配布

①10:30～　②13:00～　③16:00～
①12:30～　②15:30～

時間

時間
定員

時間
時間

５月３日（水・祝）～7日(日) 
10:00～17:00

※サイエンスショー・ロボット
ショーの内容は内面をご覧く
ださい。

展示ゾーン(21階)場所

期間

※写真は昨年度の
　コンサートの様子です。 ※写真は前回公演の様子です。

ふくしま
星・月の風景
Vol.2～4
各500円
(税込)

イベントカレンダー
E v e n t s  C a l e n d a r

3日（土） ●19：30～20：30
「駅前観望会」※郡山駅西口駅前広場

25日（日）
「プラネタリウム演劇」

6日（土） ●19：00～20：00
「駅前観望会」※郡山駅西口駅前広場

5月

6月

6日（土） ●18：30～19：30
プラネタリウムイブニングアワー
「星空ライブ60 ～春の星空編～」

日時 場所

星空めぐりと星の物語「おたすけじぞう」
5月3日（水・祝）～７日(日) 
11:00～、14:00～

日時 ５月３日（水・祝）～７日(日) 10:00～17:00

宇宙劇場（23階）

場所 展示ゾーン（21階）

ゴールデンウイーク限
定！

プラネタリウム
キッズアワー

●①10:30～12:00
　②13:30～15:00

郡山市ふれあい科学館

5-6月号
平成29年

要観
覧券

要観
覧券

科学の
お祭り！ サイエンスフェスティバルサイエンスフェスティバル

科学の実験・工作をお祭りの屋台感覚で楽しみましょう！

プ ロ グ ラ ム ガ イ ド

ⒸLibra
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【
22
階
】プラネタリウム一般番組【約45分間】

サイエンスショー【約20分間】

ロボットショー【約15分間】

サイエンス広場【約40分間】 デジタルスタジオ【約50分間】

サイエンススタジオ【約20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】

 いちばん身近な星 ～太陽の姿～

 雨夜の星月 ～雨の唄～

 プルプル科学

 混ぜて遊ぼう  スリットフォトカード作り

 水で遊ぼう  下じき作り

 生き物たちの見る世界

 さまざまなプラスチック
 燃える科学

 星空ライブ６０ ～春の星空編～

 世界の天文台

 ほしのせかいりょこう

 たなばたの星

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。

様々なジャンルの音楽とともに星空や宇宙をめぐるプログラムです。

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！

太陽は私たちにとって最も身近な「恒
星」です。その様子は非常にダイナミッ
クで、活発な活動をしています。太陽の
姿をさまざまな方法で見てみましょう。

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。

※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。

◦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

現代では世界中に天
文台が建設され、望
遠鏡という「巨大な
目」で宇宙を見てい
ます。世界各地の天
文台と、そこで捉え
られた天体の姿をご
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
て見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空の様子を見ま
しょう。

7月7日は年に一度の星まつり・七夕で
す。七夕の星をみつけ、物語を聞いてみ
ましょう。

プリンやゼリーは、なぜあんなにやわらかいのでしょ
う？今回はぷるぷるとした感触が楽しい「ゲル」の秘
密に迫ります。

私たち人間が見ているこの世界。生き物たちには
どんなふうに見えているのでしょう？そんな彼ら
が見ている不思議な世界をそっとのぞいてみましょう！

私たちの生活に欠かせないプラスチックですが、
種類がたくさんあります。様々なプラスチックで
実験しましょう。

私たちにとても身近な「燃える」という現象を科学し
ます。どんなものが燃えるのでしょう。あなたの常識
が変わるかも？！
※13:00～の開催となります。

◦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
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

※ＧＷ期間(5/3～7)は
　イベント開催のため休止となります。

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。　　※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

宇宙劇場利用のご注意

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 ）

混ぜるとどうなるかな？ ２つの写真が一瞬で切り替わる不思
議なカードを作ろう！

どんな動きをするか作って
遊んでみよう。 イラストや写真を使って、A4サイズ

のオリジナル下じきを作ろう！

◦日…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！

※開催10分前に21階 展示ゾーン宇宙服前で受付(定員30名)
※5/7はイベント開催のため休止となります。

※開催10分前に21階 展示ゾーン宇宙服前で受付(定員16名) 
※5/6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］

約60分間

星空めぐりと星の物語
「おたすけじぞう」

日本には星にまつわることわざがありま
す。昔の人が星を見て語り継いできたこ
とわざのひとつを物語で見ていきましょ
う。星空のご紹介もいたします。

ゴールデンウイーク限定！
5/3（水・祝）～7(日)

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。

◦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
※ＧＷ期間（5/3～7）の「サイエンススタジオ」「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。
※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。

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） スタジオ ロボット ショー

5月▶6月

5月▶6月

5月▶6月

5月 5月

6月 6月

5月

6月

  GW期間
  5月3日（水・祝）▶7日（日）

5月6日（土）

  5月▶6月

4月▶5月

6月▶7月

宇宙劇場【平成29年５～６月】番組スケジュール 展示ゾーン【平成29年5～6月】イベントスケジュール

雨の多いこの季節に雨の唄をお
送りします。雲の向こうには素
敵な星空が広がっています。プ
ラネタリウムで星の世界をめぐ
りましょう。

Ⓒ国立天文台 /JAXA

Ⓒ dirtinmypocket

Ⓒ国立天文台

Ⓒ Libra


