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ウ ェ ブ サ イ ト 検 索 も カ ン タ ン ！

Facebook 配信中!

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

23日（土） ●19：30～20：30
「駅前観望会」場所：郡山駅西口駅前広場

5月

6月

27日（日） ●9：30～17：00
地質の日記念
野外講座「郡山で化石をさがそう！」
場所：郡山市逢瀬町　　講師：猪瀬弘瑛 先生
※天候により日程の変更があります。詳細は裏面をご覧ください。

星夜の花園～野口勝宏の花の世界～ 星空ライブ60
～こどもの日
　スペシャル～

日時 5月5日（土・祝）
18：30～

期間 4月20日（金）～5月6日（日）

日時 ５月３日（木・祝）～6日(日) 10:00～17:00

場所 宇宙劇場（23階）

場所 展示ゾーン（21階）

宇宙劇場 ゴールデンウイーク限定番組！
星と音楽のひととき イブニングアワー

19日（土） ●19：00～20：00
「駅前観望会」場所：郡山駅歩行者連絡橋

郡山市ふれあい科学館

5-6月号
平成30年

プ ロ グ ラ ム ガ イ ド

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！

Ⓒ野口勝宏

 ※この番組は、モルティ・エスパルなど駅前の
施設とともに行う「ふくしまの花回廊」コラボ
レーション企画となります。「星と音楽のひと
とき」のほか、写真展などもお楽しみください。

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
4,000円 3,000円 2,000円

「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.２～5」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19日（土） 19:00～20:00 月・木星など 郡山駅歩行者連絡橋
  6月23日（土） 19:30～20:30 月・木星など 郡山駅西口駅前広場

参加
無料

参加
無料

地質の日記念 野外講座「郡山で化石をさがそう」
科学館を飛び出して化石をさがしに行こう！見つけた化石は持ち帰れるよ！

平成30年5月27日(日) 9:30～17:00

※小雨決行。大雨の場合は、翌週6月3日(日) 同時刻。
※6月3日も大雨の際は中止。延期及び中止の際はお電話で当日午前7時30分

までにご連絡いたします。

郡山駅西口駅前広場に9時30分集合
（現地まで貸切バスで移動します。）

猪瀬 弘瑛 氏（福島県立博物館）

郡山市逢瀬町 小学校3年生以上※小・中学生は必ず保護者同伴。

43名（先着順、保護者も人数に含む。)

一人500円（バス代・保険代含む。)※当日徴収、保護者も参加費が必要です。

4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。）

日時

集合

講師

採集地 対象

定員

参加費

申　込

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10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（木・祝）～6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

プラネタリウム サマーコンサート

夏休みドーム映像番組 先行試写会

トリニーダード・トバゴ発祥の楽器「スティールパン」の音色とともに、海
辺の星空をお楽しみください。（詳細はウェブサイト等をご覧ください。）

一足早く、大迫力のドーム映像番組を見ましょう！
（詳細は、ウェブサイト等をご覧ください。）

※当日の宇宙劇場 第２～５回目番組は休止となります。

7月8日(日)　①14:30～15:30 ②17:00～18:00

7月7日(土)　11:30～

宇宙劇場(23階)

宇宙劇場(23階) 220名（先着順)

6月2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。）

6月9日(土)10時より、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回の申込みは10名までとなります。
※当日の宇宙劇場第１・２回目番組は休止となります。

日時

日時

場所

場所 定員

前売券

前売券

ふくしま星・月の風景Vol.2～5
各500円(税込)

〝ほんとの空〟のある福島の
素晴らしい星・月の風景が満載です。

新刊 Vol.5
平成30年
3月発刊、
好評販売中！

要観
覧券

※写真は昨年度の
　コンサートの様子です。

※写真は昨年度の様子です。



展
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ロ
ビ
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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】

キッズアワー【約45分間】

  イブニングアワー【約60分間】
酸アルカリ大実験 ～色水で遊ぼう！～

 はやぶさ２　小惑星に到着！

 振り子のひみつ

遊びに

きてね♪

 紫外線で遊ぼう

 湿度で遊ぼう

 うちわ作り

 下じき作り

 ゆらゆらドキドキ！バランスの科学

 酸・アルカリを調べよう

 第5回ふくしま星・月の風景
 フォトコンテスト作品展

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！

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。

2014年12月に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ２」がいよいよ
小惑星「リュウグウ」へ到着します。はやぶさ２が見ている「リュウグ
ウ」の姿をタイムリーに追っていきましょう。

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。良い子のみなさんが
知りたいと思う星のこと・宇宙のことを
プラネタリウムでいっしょに見ていきま
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。

※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・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

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。

勝手に動き出す振り子が存在する!?振り子の動きに決
まりはあるの？振り子のひみつを解き明かします。

お家にあるものを使って、不思議で楽しい色変わり実験！
何色に変化するのかな？

私たちが普段意識しないバランス感覚。でも、
私たちは歩いたり、立ち上がったり、座った
りするときも、常にバランスをとりながら生
活しています。バランスの科学を実験しま
しょう。

私たちに身近な液体を酸性・アルカリ性に分
類しよう！自由研究のヒントになるかも!?

◦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

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！
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

紫外線で遊べる工作を作ってみよう。

湿度の変化でどのように変わるかな？

科学館オリジナルのうちわを作って、
暑さを吹き飛ばそう！

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)
※5/6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) 
※5/5はイベント開催のため休止となります。

パルちゃん ロボべぇ

※ＧＷ期間(5/3～6)はイベント開催のため休止となります。

※13:00～の開催となります。

実験工房［20階] パソコン工房［20階］

5月▶6月

5月▶6月

GW期間 5月3日（木・祝）～6日（日）

5月

6月

5月

6月

5月

6月

3月3日▶5月

宇宙劇場【平成30年5月～6月】番組スケジュール 展示ゾーン【平成30年5月～6月】イベントスケジュール

Ⓒ NASA※ 4/20 ～ 5/6 を除く。

Ⓒ野口勝宏

Ⓒ池下章裕

◦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（5/3～6）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

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。

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。

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 ）

場所
時間

観覧
無料

鉄道ジオラマ
11:00、15:00、17:00

走る列車で知る郡山
鉄道ジオラマショー

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。

 おたんじょうびのせいざ4月▶5月

プラネタリウムで12こあ
るお誕生日の星座たちを
見ていきます。みなさん
の「おたんじょうびのせい
ざ」はどんな星座でしょう
か？星空でさがしてみま
しょう。

※休館日は休止となります。

 宇宙探査機のあゆみ6月2日▶8月

人間が行くことができない宇宙へ飛び立った数
多くの探査機と、その成果をご紹介します。

たなばたの星を探して、た
なばたのものがたりを見て
みましょう。
プラネタリウムでたなばた
まつりもします。

 たなばたのものがたり6月▶7月

星と音楽のひととき【約45分間】

 宙とロック２

 ゲーム音楽特集

 星夜の花園 ～野口勝宏の花の世界～

 星空ライブ60 ～こどもの日スペシャル～

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

6月▶7月

4月20日▶5月6日

5月5日（土・祝）

人気ゲーム作品の中からセレクトした曲とともに、星空と宇宙の幻想的
な世界をお楽しみください。


