要観
覧券

春休み
特別企画

スペースパーク春場所

ロボット展示・操作体験

日時

3月24日(土)〜４月5日(木)
10:00〜17:00
展示ゾーン 多目的研修室

場所

対象
申込

科学×美術 ワークショップ「アニメのしくみを体験しよう！
&かんたん、びっくり！写真をオリジナルの絵にしよう」

日時 ３月3日(土)・4日(日) 10:00～16:00

展望ロビー(22階)

科学館クラブ員募集！

天文・科学・科学情報の3クラブ
小学３年生～中学３年生 (平成30年度の学年)
募集期間 ３月17日(土)～4月8日(日)
応募方法 電話または22階インフォメーションにて受付

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
「光・量子」がテーマです。ミニ講座で
は、
ポスターの解説と光・量子について実験を行います。

※受付時間は10時～17時（休館日を除く。）

※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。

場所

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！
！

講師

３月10日(土)～４月1日(日)
小学３年生～中学３年生（平成30年度の学年）
募集人数 15名
応募方法 電話、
ハガキまたは２２階インフォメーションにて受付
募集期間

定員

対象

※受付時間は10時～17時
（休館日を除く。）

所

3月24日㈯ 18:30～19:30

月など

郡山駅西口駅前広場

4月21日㈯ 19:00～20:00

月など

郡山駅西口駅前広場

開館時間

休館日
⃝毎週月曜日(祝日の場合は翌日)※3/26㈪と4/2㈪は特別開館
⃝4/24㈫は保守点検のため休館となります。

21日（土）

22日（日）

場所：展望ロビー（22階）

駅前観望会

18:30〜19:30

※郡山駅西口駅前広場

※悪天候時は中止となります。
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駅前観望会

19:00〜20:00

※郡山駅西口駅前広場
※悪天候時は中止となります。

①11:00〜11:15

科学技術週間
「一家に１枚」
ポスター解説
ミニ講座

②14:00〜14:15

春のドーム映像番組

グレーの子パンダ
小さなグレートの成長日記

2016年に中国・成都で生まれたグレーのパンダの愛と
真実の物語！
期間

3月3日(土)～4月5日(木)

３月１日(木)～４月30日(月・休)
電話または22階インフォメーションにて受付

募集期間
応募方法

※受付時間は10時～17時（休館日を除く。）

※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。）

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)

24日（土）

春休み
特別企画

「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。

望遠鏡で星を見よう！
場

14:00〜16:00

郡山市立美術館・郡山市ふれあい科学館連携事業

スペースパーク
ボランティアまつり

要観
覧券

ボランティア大募集！

※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。

観望天体

10:00〜16:00

月

４月22日
（日）
①11:00～11:15 ②14:00～14:15
展示ゾーン（21階）びっくり実験ラボ
対象
当館職員
展示ゾーン入館者
各回先着30名

日時

郡山市少年少女発明クラブ 平成30年度クラブ員募集！

時

4日（日）

C a l e n d a r

科学×美術 ワークショップ
「アニメのしくみを体験しよう！
&かんたん、びっくり！
写真をオリジナルの
絵にしよう!」

3日（土）
・4日
（日）

場所

科学技術週間「一家に1枚」ポスター解説ミニ講座

対象

日

月

月号

※受付時間は10時～17時（土日・休日を除く。）

募集

天体観望会

18:30〜19:30

Live!オーロラ
〜アラスカから
オーロラ生中継〜

多目的研修室
（20階）
対象 小学生以上
（小学2年生未満は保護者同伴）
定員 先着20名
申込 2月5日
（月）
10時より、郡山市立
美術館
（024-956-2200）
にて電話受付
日時 ３月4日(日) 14:00〜16:00

「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！

参加
無料

3

参加
無料

アニメーションの基本が学べる
「ゾートロープ」
（ 回転のぞき
絵）
体験と写真転写を応用したすてきな絵画づくりを行います。

参加
無料

3月の毎週土・日曜日

平成30年

イベントカレンダー
E v e n t s

郡山市立美術館・郡山市ふれあい科学館連携事業

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、様々な企画でみなさんをお・も・て・な・し！

平成30年度

郡山市ふれあい科学館

3月25日(日) 14:00〜15:00
4月 1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

スペースパークボランティアまつり

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！

いろんなロボット操作を体験しよう！
日時

3-4

プ ロ グ ラ ム ガ イ ド

郡山北工業高校・清陵情
報高校・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！

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

一般

高校・大学生等

小・中学生

400 円

300 円

200 円

幼児・65 歳以上
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

～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。

→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

4,000 円

3,000 円

2,000 円

ロボット展示・操作体験
日時

３月24日(土)～４月５日(木)
10:00～17:00

至仙台

スペースパーク春場所

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

日時

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。

ロボット相撲大会

３月25日(日) 14:00～15:00
４月 1日(日) 14:00～15:00

Ⓒ DRAGON FILMS

春のドーム映像番組【約45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。

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

3月▶5月

時間 11:00、15:00、17:00

4月20日▶5月6日 星夜の花園 ～野口勝宏の花の世界～
Ⓒ DRAGON FILMS

福島県出身の写真家 野口勝宏さんが撮影された
四季折々の花の世界を花の唄とともに見ていき
ましょう。

宇宙はじまりの物語 ～ビッグバン～

Ⓒ ESA

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！
※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

うちゅうのおはなし「ほしみるおじさん」と星空めぐり

イブニングアワー【約60分間】

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。

◦18:30～

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。

びっくり実験ラボ［21階］

◦平
日…
10:30～、13:00～
◦土・日・祝・3/24～4/5…
10:30～、13:00～、16:00～

3月▶4月

写真で知る宇宙
場所

おたんじょうびのせいざ

日

平

日

（3/6〜23を除く）

（3/6～23）

第１回

第２回

ロボットと楽しく遊ぼう！

第４回

ホワイエ企画展

観覧
無料

第５回

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～

開催時刻

◦土…13:30～

※開催10分前に21階 展示ゾーン宇宙服前で受付(定員16名)

空気で遊ぼう！

3月

空気で動く工作を作ってみよう。

4月

パソコン工房［20階］

名刺作り

顔写真が入った名刺を作ります。
お友達に渡して自己紹介にも使えます。

混ぜて遊ぼう！

4月

名前シール作り

名前シールを作ろう。
できあがったら自分の持ち物に貼ってみてね。
※3/24、3/31はイベント開催のため休止します。

展示ゾーン【平成30年3月～4月】イベントスケジュール
第６回

第7回

4/7 からの
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 ）

（3/24～4/5）

宇宙劇場利用のご注意

びっくり実験ラボ［21階］

※3/25、4/1はイベント開催のため休止します。

（星音）
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 ） 19:00
※ 3/30 のみ

◦キッズ/キッズアワー

遊びに
きてね♪

混ぜたらどんなふうに変わるかな？
作って遊んでみよう。

3月の
土・日・祝
春休み期間

◦一般/プラネタリウム一般番組

カラフルサイエンス

サイエンス広場【約40分間】

3月

（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

※各回約45分間です。◦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)

4月

赤・青・緑・紫・黄･･･、あなたは何色が好き
ですか？ふしぎな「色」の世界を体感してみま
しょう。

※開催10分前に21階 展示ゾーン宇宙服前で受付(定員30名)

第5回ふくしま星・月の風景
フォトコンテスト作品展

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

浮いたり沈んだり！浮力のふしぎ

◦土・日・祝・3/24～4/5…12:30～、15:30～

開催時刻

コンテスト表彰作品40点を展示いたします。
“ほんとの空”のある、福島の素晴らしい
星・月の風景をお楽しみください。

第３回

3月

ロボットショー【約15分間】

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

3月3日▶5月

Ⓒ Astrolab

◦11:30～ 14:30～

鉄でできている船は、なぜ沈まないのでしょう？
浮力のふしぎにせまります。

魔法の粉で大実験

宇宙劇場【平成30年3月～4月】番組スケジュール
平

開催時刻

魔法の粉で、あっと驚くサイエンスマジック！
君はトリックを見破れるかな!?

※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。

時間

みなさんの「おたんじょうびのせいざ」は何座で
しょうか。プラネタリウムで、12個あるお誕生
日の星座をぜひ見つけてみてください。

番組開始時刻

実験や工作を体験して科学の不思議を知ろう！

びっくり実験ラボ［21階］

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～

キッズアワー【約45分間】

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。

サイエンススタジオ【約20分間】

実験で科学を知ろう！

Ⓒ野口勝宏

番組開始時刻

宇宙の遠くを見ることは過去を見ることです。
宇宙最遠の光である宇宙背景放射を紐解くこと
で宇宙のはじまりの物語が見えてきます。私た
ちの宇宙はどのようにはじまり、現在に至って
いるのか、その秘密を解き明かしましょう。

サイエンスショー【約20分間】
開催時刻

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

※休館日は休止となります。

展示ゾーン【21 階】

Ⓒ NASA

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。

4月▶5月

場所 鉄道ジオラマ

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

宙とロック２

プラネタリウム一般番組【約45分間】

2月▶3月

鉄道ジオラマショー

大好評いただいた「宙とロック」の第２弾。日
本のロックバンドによるアツい音楽とともに宇
宙を巡りましょう。
※ 4/20 ～ 5/6 を除く。

※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。

3月▶4月

走る列車で知る郡山

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

3月3日（土）▶4月5日（木）
グレーの子パンダ 小さなグレートの成長日記

え！グレーのパンダがいる？2016年に
中国・成都で白とグレーの姿で生まれ
てきたパンダの男の子、成実（チェン
スー）ことグレート。グレートは、同じ
年に生まれた身体の大きな優しいパンダ
の女の子、梅蘭（メイラン）の友情と母
親たちの愛で、すくすく育っていきます。
一番小さかったグレートが、誰よりも一
生懸命に生きる真実の物語。

22

星と音楽のひととき【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。

展望ロビー
【 階】

宇宙劇場【23 階】

◦星音/星と音楽のひととき

平

日

土･日･祝
春休み期間
（3/24～4/5）

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

◦ドーム/春のドーム映像番組

◦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。
◦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。

◦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
※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。
※3/24～4/1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。

◦広場／サイエンス広場

