第34回星の講演会

－立体視で宇宙を旅しよう！－

「世界に星空と夢を求めて」

３Ｄ天文シミュレーションシステムが登場

ドーム映像番組
「星の旅—世界編—」
の制作者であり星景写真家のKAGAYA
さんから撮影で見てきた世界の星空や制作についてのお話を紹介していた
だきます。
ドーム映像番組
「星の旅—世界編—」
もご覧いただきます。
場所
定員
申込

※受付時間は10時～17時
（休館日を除く。）

オープニング公開

9月9日(日)（展示ゾーン入館者対象）

※当日の第4～6回目の番組は休止となります。

場所
講師
申込

「化学を利用してオリジナルグッズを作ろう！」
化学の性質を利用して、スタンプ作りを行います。
また紫外線を使って、写真の転写やオリジナル
アクセサリー作りも行います。

9月17日(月・祝) 14:00～15:30
Ⓒ池下章裕
多目的研修室
（20階）
寺薗 淳也 先生
（会津大学 准教授） 定員 先着30名
８月11日(土・祝)より電話または22階インフォーメーションにて受付中 参加
※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。

場所
講師
対象
定員
申込

参加
無料

宇宙についての実験や工作を親子で楽しもう！
場所
対象
申込

※受付時間は10時～17時
（休館日を除く。）

10月27日(土)・28日(日)11:00～16:00
展示ゾーン研修室

日時
場所

天体観望会

参加
無料

日

観望天体

場

11月17日
（土）17:00～18:00

月・火星など
月・火星など

所
出演

郡山駅西口駅前広場

前売券

郡山駅西口駅前広場

宇宙劇場

利用料金

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(祝日の場合翌日)
⃝9月3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。

団体割引

展示ゾーン

有料入館者
20名様以上の
ご利用で

→20％OFF
[個人料金より]

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

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。

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

20日（土）

18：00〜19：00

27日（土）
・28日
（日）

小中学生・高校生のための

至福島

Facebook 配信中!

り

ら通

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。

11：00〜16：00

科学技術へのいざない

期間

『はやぶさ２』探査最前線

22日（土）
・23日
（日・祝）
プラネタリウムイブニングアワー
中秋の名月

23日（日・祝）
科学ゼミナール

音でカラダを探る

11月

4日（日）

17日（土）

17：00〜18：00

駅前観望会 ※郡山駅西口駅前広場

25日（日）

15：30〜17：00
第34回星の講演会

世界に星空と夢を求めて
第18回コンピュータグラフィックス展

11月10日（土）〜翌年1月14日（月・祝）10：00〜17:00

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！
！

◦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！
！

10:30〜15:30

コズミックカレッジ キッズコース

時間

展望ロビー 鉄道ジオラマ

C a l e n d a r

17日（月・祝）
スターレクチャー

鉄道の日 鉄道フェスティバル
10.6（土）〜8（月・祝）
10：00～17：00（※8日は16:00まで）
観覧
無料

秋のドーム映像番組

KAGAYAスタジオ待望の最新作を郡山で！

星の旅 —世界編—

※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。

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

◦プラレールコーナー
◦リニアモーターカーコーナー
◦Nゲージ鉄道模型操作体験 など

(公益財団法人郡山市文化･学び振興公社)

スペースパーク

14日（日）
ワークショップ

展示ゾーン 研修室

東北新幹線

ウ ェ ブ サ イ ト 検 索 も カ ン タ ン ！ さく

星空ライブ６０ 〜秋の星空編〜
宇宙の旅と立体星図づくり

時間
至仙台

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

10月

13日（土）

駅前観望会 ※郡山駅西口駅前広場

※販売は開館日の10時～17時となります。
※当日の第２～６回目の番組は休止となります。

※当日自由参加となります。
（悪天候時は中止となります。）

開館時間

駅前観望会 ※郡山駅歩行者連絡橋

12月２日(日)
※前回の様子
①14:30～15:30 ②17:00～18:00
場所 宇宙劇場(23階)
加賀谷 玲 さん
11月３日(土・祝)より22階インフォメーションにて販売開始！

日時

9月15日
（土）18:30～19:30 月・土星・火星など 郡山駅歩行者連絡橋

10月20日
（土）18:00～19:00

18：30〜19：30

10～11月の星と音楽のひとときの音楽やプラ
ネタリウム番組「銀河鉄道の夜」の音楽を加賀
谷玲さんの生演奏でお楽しみください！
（詳細は
ウェブサイトをご覧ください）

要観
覧券

望遠鏡で星を見よう！

時

15日（土）

月号

〜見えてきたリュウグウの姿〜

化学を利用してオリジナルグッズを作ろう！

プラネタリウム ウィンターコンサート

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！

３Ｄ天文シミュレーションシステム オープニング公開

４次元デジタル宇宙ビューワー
「Ｍitaka」
の立体視システムが登場！
科学ゼミナール

※受付時間は10時～17時
（休館日を除く。）

小中学生・高校生のための
「科学技術へのいざない」

9日（日）

9日（日）

※受付時間は10時～17時(休館日を除く。)

参加
体の健康を診るカギは音にある？
「音」
をテーマに体の秘密に迫ります。
無料
日時 9月23日(日・祝) 14:00～16:00
場所 多目的研修室(20階)
講師 片岡 則之 先生(日本大学工学部教授)
対象 小学4年生～一般
定員 先着20名
申込 8月25日(土)より電話または22階インフォメーションにて受付中

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

主催

9月

「音でカラダを探る」

11月4日(日)10:30～15:30
多目的研修室(20階)
定員 先着25組50名
小学１～４年生とその保護者
10月6日(土)より電話または22階インフォーメーションにて受付

日時

9月9日(日) 14:00～16:00
多目的研修室(20階)
佐藤 公俊 先生(日本大学工学部専任講師)
参加
無料
小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)
先着30名
8月4日(土)より電話または22階インフォメーションにて受付中

日時

無料

コズミックカレッジ キッズコース

E v e n t s

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

６月27日に小惑星探査機
「はやぶさ２」
が目標天体
である小惑星
「リュウグウ」
に到着しました。
「リュウ
グウ」
はどんな姿をしているのか、会津大学の寺薗
先生から最新情報をお話しいただきます。

平成30年

イベントカレンダー

申込方法など、詳細はウェブサイト等をご覧ください。

スターレクチャー「『はやぶさ２』探査最前線～見えてきたリュウグウの姿～」

日時

郡山市ふれあい科学館

ワークショップ

宇宙の旅と立体星図づくり
10月14日(日)

参加
無料

※１回あたりの申込は10名以内とさせていただきます。

9-11

スペースパークに、国立天文台が開発したソフトウエア・4 次元デジタ
ル宇宙ビューワー「Mitaka」の立体視システムが登場！迫力満点の宇
宙の旅にご案内します。

11月25日(日) 15:30～17:00
宇宙劇場(23階） 講師 KAGAYAさん
先着220名
10月27日(土)より電話または22階インフォメーションにて受付

日時

プ ロ グ ラ ム ガ イ ド

要観
覧券

要観
覧券

※お願い：ベビーカーでの展示ゾーンへの入場は危険ですので、
インフォメーションにお預けのうえ入場ください。

Ⓒ KAGAYA Studio

宇宙劇場【23 階】
階】

22

スクリーンに広がる迫力ある映像をお楽しみください。
KAGAYAスタジオの最新作！
南十字星や天の川、ウユニ塩湖の水鏡に映る満天の星。
何年もかけて撮影した星空実写映像いっぱいの作品で
す。今夜の星空解説と合わせてお楽しみください。

期間 11月10日(土)～翌年1月14日(月･祝) 10:00～17:00

Ⓒ KAGAYA Studio

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ラネタリウムです。

「天の川」をたどっていくと、
さまざまな天体たちの姿が見え
てきます。そして、その姿を知
ることは、私たちの「銀河系」
の姿を知ることにもなります。
天の川の流れをたどる、壮大な
旅に出かけましょう！

サイエンスショー【約20分間】

星たちの間を横切るひとすじの光「流れ星」を見るコツと「流星群」に
ついてご紹介します。

キッズアワー【約45分間】

イブニングアワー

開催時刻

開催時刻

9月▶10月

今年は9月24日がお月見の日です。
かぐやひめのお話を見たり、お月見をしましょう。

10月13日（土）

番組開始時刻

◦18:30～（約1時間）

秋の星座の多くは物語でつながっています。プラネタリ
ウムで秋の星座を探してみましょう。

ホワイエ企画展

場所
時間

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 10:00～17:45

観覧
無料

※開催日・展示内容は変更になる場合があります。

11月

科学工作を楽しもう！

遊びに
きてね♪

びっくり実験ラボ［21階］

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

※9/30、10/７・8はイベント開催のため休止します。

日本星景写真協会の会員の皆さんが撮影された、
美しい写真作品を展示します。

10月

くっつけて遊ぼう

11月

第１回

第２回

第３回

第４回

（9/4 〜 10/5）

10:15（ 学 習 ）

11:30（ 学 習 ）

14:00（ 一 般 ）

15:30（ 星 音 ）

平

日

土・日・祝
（9 月）

平

日

（10/10 〜 11/30）

土・日・祝

（10/6 〜 12/2）

展示ゾーン【平成30年9月～11月】イベントスケジュール

第５回

19:00（ 星 音 ）

第６回

平

日

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

（ 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
※11/23のみ

宇宙劇場利用のご注意

◦ドーム／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。

10:30

11:30

13:00

14:30

ショー

スタジオ

ショー

スタジオ

第７回

※金曜のみ

11月25日(日)の第4～6回、12月2日(日)の第2～6回が休止となります。
※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

ポストカード作り

自分の顔写真とイラストを使ってオリジナルの
ポストカードを作ります。自由にデザインしてみよう！

どんなふうに光るかな？作って遊んでみよう

番組開始時刻

マグネット作り

イラストと写真を使って、マグネットを作ります。冷蔵庫などに貼りつけて使ってみよう！

光で遊ぼう

宇宙劇場【平成30年9月～11月】番組スケジュール

パズル作り

顔写真を入れたパズルを作ります。

アロマキャンドルを作ってみよう

11月

◦土…13:30～

9月

リサイクルで遊ぼう

10月

パソコン工房［20階］

※9/29、10/6はイベントのため休止します。

くっつけて遊ぶ工作で楽しもう

※前期(9/1～10/14)後期(10/16～11/25)で展示作品を入替いたします。

ほのかな灯かり″
そうそくの科学″

ろうそくはなぜ燃えるの？ろうそくについて実験しよう！

サイエンス広場【約40分間】

星空ライブ60 ～秋の星空編～

9月▶11月25日（日） 日本星景写真協会「星の風景」写真展

音の秘密をさぐろう！

◦土・日・祝…12:30～、15:30～

開催時刻

9月

写真で知る宇宙

10月

音はどうして聞こえるの？実験で探ってみよう！

ロボットショー【約15分間】
ロボットと楽しく遊ぼう！

※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。

いろいろな洗剤で実験しよう！

お風呂や台所などいろいろな場所で活躍している洗剤。
洗剤を使って実験してみましょう。

電気を通すものにはどんなモノがあるでしょう？みな
さんも知っている″あるモノ″で電球を作っちゃいま
す。今日からキミもエジソンかも！

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！

10月▶11月 あきのせいざを見つけよう

9月

台所で科学実験

11月▶12月 ビリリ！ 電気の科学実験

今年は９月24日が中秋の名月の日です。いにしえより
続くお月見の日に合わせて、美しい月をご覧ください。

かぐやひめのおはなし

◦11:30～ 14:30～

台所には科学の実験に使えるものがいっぱいあります。
台所を理科室にしちゃおう！

9月22日（土）▶23日（日・祝） 中秋の名月

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

びっくり実験ラボ［21階］

◦平
日…10:30～、13:00～
◦土・日・祝…10:30～、13:00～、16:00～

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！

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］

10月▶11月 月夜のメロディー ～加賀谷 玲の音楽世界～
Ⓒ国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクト

サイエンススタジオ【約20分間】

実験で科学を知ろう！

プラネタリウム番組「銀河鉄道の
夜」などで楽曲を手掛ける加賀谷玲
さんのオリジナル曲を、新曲を含め
てお送りします。当館オリジナルの
プラネタリウム演出と合わせて癒し
のひとときをお過ごしください。

11月▶12月 流れ星を見る！

8月18日（土）▶9月

80年代洋楽コレクション

今でもテレビＣＭなどで耳にするこ
との多い、1980年代の洋楽のヒッ
トナンバーとともに、宇宙を巡りま
しょう。

天の川ツアー

観覧
無料

展示ゾーン【21 階】

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

8月▶9月

今回のテーマは「宇宙でまち
づくり」です。静止画部門と
動画部門の想像力あふれるＣ
Ｇ作品をご覧ください。

※1月1日は展望ロビーも休館となります。

星と音楽のひととき【約45分間】

9月▶10月

第18回

コンピュータグラフィックス展

プラネタリウム一般番組【約45分間】

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

観覧
無料

鉄道ジオラマショー

展望 ロ ビ ー

【

秋のドーム映像番組【約45分間】
10月6日（土）▶12月2日（日）
星の旅 —世界編—

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
場所 鉄道ジオラマ
時間 11:00、15:00、17:00 ※休館日は休止となります。 の楽しいジオラマショーです。

走る列車で知る郡山

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

◦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
※9/30、10/7・8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。 ※9/29、10/6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。

