スペースパーク企画展

12-2

プ ロ グ ラ ム ガ イ ド

要観
覧券

「びっくり！鏡のふしぎな世界 鏡の魔法展」

鏡の持つ特性を活かして、サイズを変えたり、何枚も組み合わせたり、重ねたり、
また光で
反射させたり…不思議で楽しい鏡のサイエンスマジック！さあ、あなたもミステリアスで
不思議なミラー作品の数々で構成された鏡の迷宮に迷い込んでください。

12月2日(土)～平成30年１月8日(月･祝) 10：00～17：00

日時

科学ゼミナール

折り紙ヒコーキ教室
場所
講師
対象
申込

場所
前売

※販売時間は10時～17時
（休館日除く。）
※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２～６回目番組は休止となります。

※受付時間は10時～17時
（休館日を除く。）

第33回星の講演会

驚異の視力で見る宇宙 ～アルマ望遠鏡～

参加
無料

橋をつくろう！

場所
講師
対象
申込

1月28日(日) 14:00～15:30
多目的研修室
（20階）
笠野 英行 先生
（日本大学工学部専任講師）
定員 先着20名
小学4年生～一般
12月23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

対象
申込

申込

おさむ＆めぐみ、ダリオ＆クリスと歌って遊ぼう

定員
前売券

日時

※自律型ロボット
「教育用レゴ マインドストーム」
を使用します。

申込

講師

自分でブロック※を組み立て、パソコンでプログラム
を組んで、技術・工学を遊びながら楽しく学びましょう。 対象

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)※12/25㈪は特別開館
⃝12/31（日）・1/1（月）※1/1は展望ロビーも休館します。
⃝1/15㈪～19㈮ ※保守点検のため、展望ロビーを含めた全館
を休館します。

Christmas Dreams
in SPACEPARK
2017
11月17日（金）〜12月25日（月）
日没〜20:00

3日（土）

2

月

利用料金

宇宙劇場

団体割引

展示ゾーン

有料入館者
20名様以上の
ご利用で

高校・大学生等

小・中学生

幼児・65 歳以上

400 円

300 円

200 円

100 円

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

→20％OFF

ワンイヤーパスポート

[個人料金より]

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

21日（日）

科学ゼミナール

28日（日）

科学ゼミナール

14：00〜16:00

折り紙ヒコーキ教室
14：00〜15:30

橋をつくろう！

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
テーマ

ワクワク夢見る宇宙生活

驚異の視力で見る宇宙 〜アルマ望遠鏡〜

17日（土）

25日（日）

13:30〜16:30

①11:00〜12:00 ②13:30〜14:30
プラネタリウムファミリーコンサート

おさむ＆めぐみ、ダリオ＆クリスと
歌って遊ぼう
出演：坂田おさむ＆めぐみ、
ダリオ＆クリス

びっくり！鏡のふしぎな世界 鏡の魔法展
場所

～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。

星空ライブ60〜冬の星空編〜

13:30〜16:30

講師：平松 正顕 先生（国立天文台チリ観測所助教）

日時

月

6日（土）
18：30〜19:30
プラネタリウムイブニングアワー

香りの魅力
〜オリジナル香水を作ってみよう〜

スペースパーク企画展

一般

1

C a l e n d a r

24日（土）

16:00〜17:30
第33回星の講演会

（20階）
2月25日(日)13:30～16:30 場所 多目的研修室
参加
株式会社 富士通コンピュータテクノロジーズのみなさん
無料
定員 先着14名
小学校３年生～６年生と、そのご家族 2名1組
1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。）

主催：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)・株式会社 富士通コンピュータテクノロジーズ
協力：福島高専、WRO Japan／(株)アフレル
電池提供：富士通乾電池／ＦＤＫ株式会社

開館時間

クリスマスイルミネーション

※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。

※受付時間は10時～17時
（休館日を除く。）

震災復興支援 家族ロボット教室

要観
覧券

2月17日(土) １回目11：00～12：00 ２回目13：30～14：30
宇宙劇場（23階） 出演 坂田おさむ＆めぐみ、ダリオ＆クリス
各回220名
（全席指定）
1月6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。）

場所

2月24日(土) 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

出演：hatao&nami

スターリークリスマス

NHK「おかあさんといっしょ」
７代目歌のおにいさんの坂田おさむさんと
坂田めぐみさん、
「えいごであそぼ」
のダリオ＆クリスをお迎えしてのファミ
リーコンサートです。たのしい歌とともに、みんなで星空を楽しみましょう！
日時

ケルト・北欧の調べ 〜オーロラの輝く夜に〜

18：30〜19:30
プラネタリウムイブニングアワー

※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。

参加
無料

月

参加
無料

プラネタリウム ファミリーコンサート

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。
場所

定員

12

16日（土） 14：30〜15:30 17:00〜18:00
プラネタリウム クリスマスコンサート

12月2日(土)～平成30年１月8日(月･祝) 10:00〜17:00
展示ゾーン多目的研修室
（20階）

月号

イベントカレンダー
E v e n t s

23日（土・祝）〜25日（月）

場所 宇宙劇場(23階)
2月3日(土) 16:00～17:30
講師 平松 正顕 先生
先着220名
（国立天文台チリ観測所助教）
１月6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
（休館日を除く。）

曽田香料株式会社・郡山市ふれあい科学館連携事業
香りの魅力 ～オリジナル香水を作ってみよう～

日時

要観
覧券

南米チリの標高5,000ｍの高地で宇宙を見つめるアルマ望遠鏡。視力4000に達
した目でどのような世界を見ているのでしょうか。今回は、国立天文台の平松先
生から現地の映像と合わせて、アルマ望遠鏡が見る宇宙を紹介していただきます。

川をはじめ、いろいろなところに架けられる橋。世界では、いろいろな橋が造ら
れてきました。実際に橋の工作にも取り組みながら、橋のひみつにせまろう！
日時

12月16日(土) １回目14：30～15：30 ２回目17：00～18：00
宇宙劇場（23階） 出演 hatao&nami 定員 各回220名
11月4日（土）10時より22階インフォメーションにて販売中。

日時

平成30年1月21日(日)14:00～16:00
多目的研修室
（20階）
齋藤 秀男 さん
（折り紙ヒコーキ協会 福島支部指導員）
定員 先着30名
小学生 ※小学２年生以下は保護者同伴
12月16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

日本大学工学部・郡山市ふれあい科学館連携事業

郡山市ふれあい科学館

北欧の笛とハープによるケルト・北欧の音楽のコンサートです。星空
に輝くオーロラとともに、一足早く北欧のクリスマスを楽しみましょう。

一枚の紙を折って、折り紙ヒコーキを楽しみ、滑空、飛距離に挑戦しよう！
日時

展示ゾーン多目的研修室（20階）

プラネタリウム クリスマスコンサート
ケルト・北欧の調べ ～オーロラの輝く夜に～

参加
無料

折り紙ヒコーキ協会福島支部・郡山市ふれあい科学館連携事業

場所

平成29年
平成30年

科学ゼミナール

科学ゼミナール

震災復興支援 家族ロボット教室

2月〜3月の毎週土・日曜日

プラネタリウムイブニングアワー

18:30〜19:30

Live! オーロラ 〜アラスカからオーロラ生中継〜

冬のドーム映像番組
12月2日（土）▶平成30年1月8日（月・祝）

ノーマン・ザ・スノーマン 〜北の国のオーロラ〜
少年と雪ダルマの「ノーマン」が織りなす、
心あたたまるストーリー

至仙台
東北新幹線

(公益財団法人郡山市文化･学び振興公社)

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

至福島

Facebook 配信中!
スペースパーク

り

ウ ェ ブ サ イ ト 検 索 も カ ン タ ン ！ さ

通
くら

旧国

至東京

道４

至須賀川

号線

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。

Ⓒ TAIYO KIKAKU co.,ltd./EXPJ,Ltd

※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。

冬のドーム映像番組【約45分間】

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。

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。

12月2日（土）▶1月8日（月・祝）
ノーマン・ザ・スノーマン 〜北の国のオーロラ〜

※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。

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

Ⓒ NASA

うちゅうのおはなし「ほしみるおじさん」と星空めぐり

1月▶2月

夜空にまたたく星たちをつなぐと、星座が出来上が
ります。星座は世界中で作られ、また、星座にちな
んだ物語もたくさんあります。知れば知るほど奥深
い、星座の世界をご紹介します。

サイエンスショー【約20分間】

イブニングアワー【約60分間】

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

番組開始時刻

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。

ホワイエ企画展

宇宙劇場ホワイエ（23階）
観覧
平
日 10:00～16:15
無料
金
曜 10:00～19:45
土・日・祝・12/23〜27・1/5〜7 10:00～17:45

※宇宙劇場番組スケジュールにより、時間が変更となります。

星空ライブ60 ～冬の星空編～

Ⓒ KAGAYA studio

Ⓒ Slipshod Photog

宇宙劇場がアラスカの空になる！オーロラ生中継プロ
ジェクト「Live!オーロラ」の協力でアラスカとライ
ブで結び、オーロラの様子を生中継でプラネタリウム
のドームスクリーン全天に投映いたします。北緯65
度の"いま"のオーロラをいっしょに体感しましょう。

11月2日▶12月 月のながめ

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。

Ⓒ国立天文台

1月▶2月25日 ほうき星

彗星は、太陽系の遠くからやっ
てくる旅人のような天体です。
今回は、彗星が夜空で尾を引く
印象的な姿などをご紹介します。

平

日

（12/1・1/10〜）

（12/5～22）

土･日･祝

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

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

第６回

彗星

静電気で大実験

ロボットと楽しく遊ぼう！

遊びに
きてね♪

びっくり実験ラボ［21階］

科学工作を楽しもう！
開催時刻

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～

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

※12/16（土）の第2～6回、2/3（土）の第4～5回、2/17（土）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
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

◦土…13:30～

開催時刻

※開催10分前に21階 展示ゾーン宇宙服前で受付(定員16名)
※12/30は休止します。

組み立てて遊んでみよう。

2018年の1年分のカレンダーを作ろう！完成したら飾ってみてね！

どのように見えるのかな？作ってのぞいてみよう。

好きなものに貼れるオリジナルのステッカーを作ってみよう！

段ボールで遊ぼう！

12月

のぞいて遊ぼう！

2月
第7回

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30名)
※12/23(土・祝)はデジタルスタジオ開催となります。

1月

あたためて遊ぼう！

2月

あたためるとどのように変わるかな？

（12/28～30・1/2〜4）

◦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。

けいたいカイロをつくろう♪“発熱の秘密”

◦土・日・祝・12/23～27・1/5～8…12:30～、15:30～

開催時刻

カレンダー作り
ステッカー作り

クリアファイル作り

プリントをはさめるA4サイズのものを作ります。家や学校でも使えるよ！

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【平成29年12月～平成30年2月】イベントスケジュール

（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

宇宙劇場利用のご注意

2月

ロボットショー【約15分間】

1月

Ⓒ NASA

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 ）
※ 1/5 のみ
1/5～8
年末・年始 11:00（キッズ） 12:30（ 一 般 ） 14:00（ドーム） 15:30（ 星 音 ）
（1/13～）

鏡に映る自分は本当の自分？ミラーの科学

火がないのに温まるカイロ。
発熱について探っていこう！

冬になると私たちの身の回りに起きやすい「パチッ！」とくる
静電気。この静電気を逆手にとって、おもしろい実験をします。

12月

（12/2～1/8）

土・日・祝

12月▶1月

いろいろなものを映す鏡。鏡を使って実験しましょう。

サイエンス広場【約40分間】

※天候の都合などで、ライブ中継によるオーロラが見られない場合があります。予めご了承
ください。その場合には事前に撮影されたオーロラの映像と解説をお楽しみいただきます。

◦11:30～ 14:30～

開催時刻

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。

※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。

宇宙劇場【平成29年12月～平成30年2月】番組スケジュール
日

びっくり実験ラボ［21階］

11月▶12月 あっ！と驚く圧力の科学

1月▶2月

2月～3月の
Live! オーロラ
毎週土・日曜日 ～アラスカからオーロラ生中継～

世界の歌姫

海外の女性アーティストの美しい歌声とともに、
世界の星空を巡りましょう。

◦18:30～

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！

11月▶12月 ウィンターソング

平

実験や工作を体験して科学の不思議を知ろう！

◦平
日…10:30～、13:00～
◦土・日・祝・12/23～27・
1/5～8 …10:30～、13:00～、16:00～

開催時刻

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。

1月6日（土）

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。

番組開始時刻

サイエンススタジオ【約20分間】

実験で科学を知ろう！

今年はプラネタリウムでクリスマスを過ごしてみません
か？クリスマスにピッタリな音楽とともに星空を見上げる
ひとときをお送りします。

星と音楽のひととき【約45分間】

時間

11月17日（金）～12月25日（月）日没～20:00

日時

観覧
無料

展示ゾーン【21 階】

星々の物語 ～星座の世界～

12月23日（土・祝）▶25日（月） スターリークリスマス

おじさんとウシくんは、宇宙のなかで暮らしています。
太陽が東からのぼるころ、おじさんとウシくんは、畑に向
かって…。おじさんとウシくんののどかな１日を通して、
はじめての子どもにもわかりやすく伝える宇宙のお話を見
ましょう。星空もみなさんと楽しくめぐります。

場所

Christmas Dreams
in SPACEPARK 2017

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。

びっくり実験ラボ［21階］

星たちには赤ちゃんや子ども、大人の星がいます。冬の
夜空でキラキラ光るこどもの星たちを探してみましょう。

写真で知る宇宙

【クリスマスイルミネーション】

昨年のイルミネーション

12月▶1月 こどもの星たち

1月▶2月

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）

Ⓒ NASA

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！

2月▶3月

場所 鉄道ジオラマ

宇宙にはとても自然に出来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。星空に浮かぶ、
“宇宙のアート作品たち”をめぐってみましょう。

キッズアワー【約45分間】

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

鉄道ジオラマショー

22

11月▶12月 宇宙のアート ～天体めぐり～
Ⓒ TAIYO KIKAKU co.,ltd./
EXPJ,Ltd

走る列車で知る郡山

階】

ある冬の日、少年は雪ダルマの「ノーマン」と旅に
出た。北国の動物たちやオーロラの輝きと出会い、
少年の心は成長していく。１コマずつ丁寧に撮影さ
れた人形アニメーションによる珠玉の物語です。

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

展望ロビー【

宇宙劇場【23 階】

平

日

土･日･祝
12/23～27・
1/5～8

10:30

11:30

13:00

14:30

ショー

スタジオ

ショー

スタジオ

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

◦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

