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

17日（日） ●14：00～16:00
おもしろ科学びっくり箱
土と水のふしぎなサイエンス どろだんごづくり
24日（日） ●10：30～12:00
プラネタリウム演劇Ⅱ
シアトリカルプラネタリウム「きみとモンスター」

30日（土） ●18：30～19:30
プラネタリウムイブニングアワー 十五夜の月

30日（土） ●18：00～19：00
駅前観望会※郡山駅歩行者連絡橋

9
月

1日（日） ●18：30～19:30
プラネタリウムイブニングアワー 十五夜の月

14日（土） ●18：30～19:30
星空ライブ60 秋の星空編

28日（土） ●17：30～18：30
駅前観望会※郡山駅西口駅前広場

28日（土） ●14：00～15：30
スターレクチャー
４K映像で楽しむ「空のふしぎ」
29日（日） ●13：30～15:00
おもしろ科学びっくり箱 水とメタルの不思議なサイエンス
平成29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
10月1日（日）～15日（日） 10：00～17:00

第17回コンピュータグラフィックス展
11月4日（土）～平成30年1月8日（月・祝） 10：00～17:00

15日（日） ●14：00～16:00
おもしろ科学びっくり箱 進化系スーパーボールを作ろう！

10
月

3日（金・祝） ●11：00～16:00
小中学生・高校生のための「科学技術へのいざない」

5日（日） ●10：30～15:30
コズミックカレッジ キッズコース

26日（日） ●14：00～15:30
科学ゼミナール 不思議なカタチ、テンセグリティーを作ろう！

18日（土） ●16：00～17:30
第32回星の講演会 ハビタブルプラネット～生命を宿す惑星の条件～

25日（土） ●17：00～18：00
駅前観望会※郡山駅西口駅前広場

11
月

郡山市ふれあい科学館

9-11月号平成29年

プ ロ グ ラ ム ガ イ ド

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(祝日の場合翌日)
⃝９月４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

プラネタリウム演劇Ⅱ「シアトリカルプラネタリウム『きみとモンスター』」

科学ゼミナール
日本大学工学部・郡山市ふれあい科学館連携事業

「不思議なカタチ、テンセグリティーを作ろう！」

おもしろ科学びっくり箱
福島大学・郡山市ふれあい科学館連携事業

「土と水のふしぎなサイエンス どろだんごづくり」

「進化系スーパーボールを作ろう！」

「水とメタルの不思議なサイエンス」

全国のプラネタリウムで公演する雑貨団が登場。今回はギリシア神話の“モンスター”を
題材にします。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！（内容等の詳細はウェブサイトをご覧ください）

テンセグリティーは、一番少ない材料で丈夫な形を作るし
くみです。木の棒とひもで不思議なボールを作ろう。

生命を育む環境にある惑星を「ハビタブルプラネット」と言います。この宇
宙に生命を宿す星はあるのでしょうか。東京大学の田近先生から生命を育
む星についてお話しいただきます。

キラリと光るどろだんごを作りながら、土や水について学んでみましょう！

みんなが大好きなスーパーボールを一緒に作って遊んでみよう。今回は、
さらに不思議な「進化系スーパーボール」づくりにも挑戦してみよう！

金ピカのメタル（金属）や水から起こるいろいろな変化を、実験や工作で体
験しよう！

※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

9月30日（土） 18:00～19:00 月・土星など 郡山駅歩行者連絡橋
10月28日（土） 17:30～18:30 月・土星など 郡山駅西口駅前広場
11月25日（土） 17:00～18:00 月など 郡山駅西口駅前広場

参加
無料

スターレクチャー「４K映像で楽しむ『空のふしぎ』」

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」

第32回星の講演会 
「ハビタブルプラネット～生命を宿す惑星の条件～」

ホワイエ企画展「武田康男 空のふしぎ写真展」の写真
を撮影された武田先生から4Kの美しい映像とともに、
空のふしぎな現象の数々を紹介していただきます。

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！

10月28日(土) 14:00～15:30

11月5日(日)10:30～15:30

11月3日(金・祝)11:00～16:00

11月18日(土)　16:00～17:30

※１回あたりの申込は10名以内とさせていただきます。

※当日の宇宙劇場第4～5回目番組は休止となります。

20階多目的研修室

多目的研修室(20階)

展示ゾーン研修室

宇宙劇場(23階）

９月24日(日)10:30～12:00

11月26日(日) 14:00～15:30

9月17日(日) 14:00～16:00

10月15日(日)14:00～16:00

10月29日(日)13:30～15:00

先着30名

小学１～４年生とその保護者

郡山市・郡山市教育委員会・郡山市ふれあい科学館（公益財団法人 郡
山市文化・学び振興公社）・国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

田近　英一先生（東京大学教授）

武田 康男さん（空の写真家）

先着25組50名

先着220名

宇宙劇場(23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)

多目的研修室(20階)

9月30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7日(土)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
※受付時間は10時～17時（休館日を除く。）
※１回あたりの申込は10名以内とさせていただきます。

雑貨団

ガン ブンタラステンリー先生(日本大学工学部教授)

新井 浩先生(福島大学教授)

佐藤 理夫先生(福島大学教授)

大山 大先生(福島大学教授）

小学生～中学生まで

小学1年生以上(小学4年生以下は保護者同伴)

3歳以上（小学生未満は保護者同伴）

小学3年生～一般

先着30名

先着20名(無料)

先着30名(無料)

先着30名(無料)

８月19日（土）10時より22階インフォメーションにて販売
※休館日を除く10時～17時　※当日の第１～２回目の番組は休止となります。

10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
※受付時間は10時～17時（休館日を除く。）

8月26日（土）10:00より電話または22階インフォメーションにて受付中
※受付時間は10時～17時（休館日を除く。）
※泥を扱いますので、汚れてもよい服装でご参加ください。

9月16日（土）10:00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30日(土)10:00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。）
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申込
要観
覧券

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！！

◦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
◦手回しトロッコ「てトロ」体験など

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開催します。鉄道フェスティバルへ出発進行！！

大好評につきアンコール投映！

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

10：00～17：00（※最終日9日は16:00まで）

時間

期間 時間10.7（土）〜9（月・祝）

鉄道の日 鉄道フェスティバル 秋のドーム映像番組

くまのがっこう ジャッキーのおほしさま

planetarian ちいさなほしのゆめ
－プラネタリウム特別版－

3日間
限定

秋の星空
解説編

10月7日（土）▶9日（月・祝）

11月1日（水）▶30日（木）

※写真は前回公演の様子です。

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

観覧
無料

要観
覧券
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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】

キッズアワー【約45分間】

ドーム映像番組【約45分間】

  イブニングアワー

 ウィンターソング11月▶12月

 ブラックホールが見える?!

くまのがっこう ジャッキーのおほしさま planetarian ちいさなほしのゆめ －プラネタリウム特別版－

 宇宙のアート ～天体めぐり～

 月たんけん・天の川たんけん

 ほしのものがたり「ほしをつかまえたおうじ」

 サバイバルの科学

 あっ！と驚く圧力の科学

遊びに

きてね♪

 牛乳パックで遊ぼう！

 風で遊ぼう！

 リサイクルで遊ぼう！

 シール作り

 ペン立て作り

 ポストカード作り

 月ってどんなところ？

 塩の科学

 カタチの科学

 十五夜の月

 星空ライブ60 ～秋の星空編～

 武田康男 空のふしぎ写真展  月のながめ

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！

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。

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。

光さえものみこむ暗黒の天体ブラックホール。最新の研
究により、その周辺での出来事が明らかになってきまし
た。驚異的なブラックホールの姿を見ていきましょう。

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。

星に導かれた奇跡の物語。プラネタリウム特別版が再び
登場！今回は秋の星空解説バージョンで投映いたします。

宇宙にはとても自然にできたとは思えないような美しい天体たちがたくさ
んあります。夜の星空に浮かぶ宇宙のアート作品たちをみていきましょう。

今年は10月4日が「中秋の名月」と呼ばれるお
月見の日です。月が最も美しく見られるこの時
季、じっくりと月を眺めてみませんか？

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！今回は星座早見盤を使った、秋の星空めぐりも体験してみましょう。
※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。

※開催日・展示内容は変更になる場合があります。

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

※11/3（金・祝）の19:00～は休止となります。

※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

10:30～、14:20～ 平　日 17:00～　　土・日・祝 18:20～

写真で知る宇宙ホワイエ企画展
場所
時間

番組開始時刻 番組開始時刻

観覧
無料

国内外で空の現象を探求している“空の
探検家”武田康男さんが撮影した、六十
数点の空のさまざまな現象の写真を展示
します。美しく、また不思議な姿を見せる
空をお楽しみください。（期間内で分割展示します。）

私たちにとって月は最もな
じみ深い天体と言えます。
夜ごとに姿や表情を変えて
いく月をご覧ください。

山の中などで道に迷ってしまった時、生き残るためには何が必要なので
しょう？実験をとおして考えていきます。

地球から一番近いところにある身近な天体、「月」。
月はどんな世界なのでしょうか？月のひみつにせまります。

味覚の秋。料理の味付けになくてはならない塩を使って、
楽しい科学実験に挑戦しましょう！

私たちの周りには不思議なカタチがいっぱい！ 
カタチのひみつにせまります。

運動靴とハイヒールでは、踏まれたときに痛いのは
どっち？ 私たちが普段感じる“圧力”を、目に見える
実験で紹介します。

◦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

期間

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4日(土)～平成30年１月8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17回
コンピュータグラフィックス展

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、上記番組プログラムをご覧ください。
◦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 
※9月24日（日）は第1～2回が休止となります。11月18日（土）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

番組開始時刻 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

平　日 10:15（ 学 習 ） 11:30（ 学 習 ） 14:00（ 一 般 ） 15:30（ 星 音 ） 17:00（planetarian）
※11月のみ

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 ） 18:20（planetarian）
※11月のみ

10/7（土）～
9（月・祝）

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

（くまのがっこう） 15:40（ 一 般 ） 17:00（ 星 音 ）

牛乳パックで紙すきをしてみよう。

風でどんな動きをするのかな？

アロマキャンドルを作ってみよう。

オリジナルのシールを作ろう！自分の持ち物に貼ってみよう。

写真やイラストが入ったペン立て作り！お家で使ってみてね。

世界でたった1枚のカードをデザインしよう！！

◦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！

※9/23(土・祝)は、デジタルスタジオ開催となります。
※10/8、10/9は、イベント開催のため休止となります。

※10/7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］

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「ワクワク夢
見る宇宙生活」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。

9月▶10月

10月7日（土）▶9日（月・祝） 11月1日（水）▶30日（木）

11月▶12月

8月▶9月

10月▶11月

9月▶10月

11月▶12月

9月

10月

11月

9月

10月

11月

9月

10月

11月

9月30日（土）▶10月1日（日）

10月14日（土）

  9月▶10月 11月2日▶12月

宇宙劇場【平成29年9～11月】番組スケジュール 展示ゾーン【平成29年9～11月】イベントスケジュール

私たちにとって身近な月と、星たちの間を流れる
ように見える天の川の正体を知る宇宙旅行にみな
さんをご案内しましょう。

絵本をもとにした星の物語を見ましょう。
秋の星空もめぐります。
―　あらすじ　―
　むかしむかし、不思議なお城に、王子が一人で住んでいました。
彼には、流れ星をつかまえてどうしても叶えたい願い事があったの
です。王子の思いは通じるのでしょうか？「決してあきらめない気
持ち」を持った王子が繰り広げる心温まる物語……。

Ⓒ Hiromitsu Kohsaka/HSCProject/NAOJ

Ⓒ KAGAYA studio

Ⓒスターライトスタジオ

Ⓒ国立天文台

◦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
※10/8、10/9のサイエンス広場は、イベント開催のため休止となります。　※10/7の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

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

宇宙には無数の銀河が輝いています。宇宙を感
じさせるクラシック音楽とともに、“星の大集
団”銀河を巡る旅に出かけましょう。

凍てつくような冬の夜空には、輝きを増した
星々が煌めいています。冬の歌を聴きながら、
冬の星空を巡りましょう。

Ⓒ BANDAI Ⓒ VisualArt's/Key/planetarian project

星と音楽のひととき【約45分間】

 スターライトクラシックvol.4 ～遥かなる銀河への旅～

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。

9月▶10月


