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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

1日（土）　●14:00～16:00
おもしろ科学びっくり箱「自分で遊べる木のおもちゃを作ろう」

2日（日）　●14:00～16:00
おもしろ科学びっくり箱「砂のひみつをさぐろう」

2日（土）　●14:00～16:00
おもしろ科学びっくり箱「どうしてわかるの？心理テストのひみつ」

11日（月・祝）
●①11：00～12:00
  ②13：30～14:30
「ワンワンと
あそぼうショー」
出演：ワンワン

毎週土曜 ●18:30～19:30　イブニングアワー「大探訪！４次元デジタル宇宙」

23日（土） ●13:30～16:30
科学ゼミナール 香りの魅力～オリジナル香水を作ってみよう～

第18回コンピュータグラフィックス展
11月10日（土）～平成31年1月14日（月・祝）
●10：00～17:00 宇宙でまちづくり

2日（日）　●①14：30～15:30　②17：00～18:00
プラネタリウム ウィンターコンサート
星空と音楽のシンフォニー～月と星の夢物語～
出演：加賀谷 玲 さん

24日（月・休）・25日（火）　●18：30～19:30
プラネタリウムイブニングアワー
Christmas Night ～星空からのプレゼント～

12
月

6日（日）　●8：30～11:40　郡山駅歩行者連絡橋
部分日食観望会

12日（土） ●18：30～19:30
プラネタリウムイブニングアワー
星空ライブ60～冬の星空編～

1
月

2
月

テーマ

クリスマスイルミネーション
Christmas Dreams
in SPACEPARK 2018
11月16日（金）～
12月25日（火）
●日没～20:00

郡山市ふれあい科学館

12-2月号平成30年
平成31年

プ ロ グ ラ ム ガ イ ド

©NHK・NED

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)
⃝12/31(月)・1/1(火) ※1/1は展望ロビーも休館します。
⃝1/21(月)～25(金) ※保守点検のため、展望ロビーを
　含めた全館を休館します。

～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
4,000 円 3,000 円 2,000 円

第１回 「自分で遊べる木のおもちゃを作ろう」

第２回「砂のひみつをさぐろう」

第３回「どうしてわかるの？心理テストのひみつ」

部分日食観望会

科学ゼミナール
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〜

切り落とし材を組み合わせたり、のこぎりで切ったり、ドリルで
穴をあけたりして、木の車や、木のロボット・人形など、思いつく
楽しいおもちゃを親子で作りましょう。

みなさんの周りで見られる「砂」。小さいけれどもいろい
ろなひみつを持っています。じっくり観察したり、いろい
ろな実験をしたりして、砂のひみつをさぐっていきます。

12月1日(土)14:00～16:00

12月2日(日)14:00～16:00

1月6日(日) 8:30～11:40 郡山駅歩行者連絡橋

2月23日(土)13:30～16:30

多目的研修室(20階)

多目的研修室(20階)

多目的研修室（20階）

先着30名

片野 一 先生(福島大学人間発達文化学類特任教授)

平中 宏典 先生(福島大学人間発達文化学類准教授)

宇田川 亜希 さん(曽田香料株式会社)

11月3日(土・祝)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。）

11月3日(土・祝)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。）

1月26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。）

日時

日時

日時 場所

日時

場所

場所

場所

定員

講師

講師

講師

申込

申込

申込

小学１年生以上（小学4年生以下は保護者同伴）

小学1年生～中学3年生(小学2年生以下は保護者同伴)

小学5年生以上(小学生は保護者同伴)

先着20名

先着30名

対象

対象

対象

定員

定員

ゲームやキャラクター紹介のコーナー、アトラクションが盛りだくさん！トーマスの世界をおもいっきり楽しもう！

10：00～17：00
展示ゾーン多目的研修室・実験工房（20階）

日時
場所

12月8日(土)～平成31年１月7日(月) 

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

テレビや雑誌などで大人気の心理テスト。いろいろなタイプの心理テスト
がありますが、本当に人の性格やこころが、たちどころにわかってしまうの
でしょうか？実際にいくつかの心理検査を行い、そのひみつにせまります。

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。

2月2日(土)14:00～16:00 多目的研修室(20階)
高原 円 先生(福島大学共生システム理工学類准教授)

1月5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。）

日時 場所
講師

申込
小学4年生～中学3年生 先着30名対象 定員

「ワンワンとあそぼうショー！」
NHK Eテレで大人気のワンワンがプラネタリウムに登場！
ワンワンと一緒に歌って遊びましょう。

2月11日(月・祝)
１回目11：00～12：00　２回目13：30～14：30

※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1～3回目の番組は休止となります。

ワンワン
各回220名(抽選・指定席)
宇宙劇場(23階)

往復はがきに必要事項を記入の上申込
申込期間：12月1日(土)～12月31日(月)※期間内の消印のみ有効

日時

出演
定員
場所

申込

第35回星の講演会

天文カレッジ 第３期講座
「“宇宙カレンダー”を読む〜宇宙138億年の歴史を知る〜」

スーパーコンピュータを用いて宇宙のなぞを
解き明かす「シミュレーション天文学」でわかってきた
研究成果を、ドームスクリーンに広がる映像を交えて
ご紹介していただきます。

スペースパークオリジナルの「宇宙カレンダー」を見ながら、宇宙誕生・天体の進化・
太陽系と地球の歩みといった、宇宙の歴史138億年の壮大な様子を巡りましょう。

3月2日(土) 16:00～17:30

1月30日(水)・2月20日(水)・3月6日(水)
各回とも 19:00～21:00 (3回連続) 

※詳細はウェブサイトをご覧ください。　※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5～6回目の番組は休止となります。

※当日自由参加となります。

※詳細はウェブサイトをご覧ください。
※受付時間は10時～17時(休館日を除く。）

宇宙劇場(23階)
先着220名

多目的研究室（20階）
高校生以上一般 先着30名

小久保 英一郎さん(国立天文台)

科学館スタッフ

１月26日(土)より電話または22階インフォメーションにて受付

1月12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

日時

場所
定員

場所
対象 定員

講師

講師

申込

前売

Ⓒ 2018Gullane(Thomas)Limited.

Ⓒ NHK・NED

※写真は過去の開催風景です

展示ゾーン多目的研修室・実験工房（20階）
日時
場所

スペースパーク企画展
きかんしゃトーマスとなかまたち

スペースパーク企画展
きかんしゃトーマスとなかまたち

冬のドーム映像番組

ポラリス２　ルシアと流れ星の秘密
※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。

12月8日（土）▶平成31年1月7日（月）

12月8日(土)～平成31年１月7日(月)  10:00～17:00

スペースパーク企画展
きかんしゃトーマスとなかまたち

スペースパーク企画展
きかんしゃトーマスとなかまたち

でこぼこコンビと
もう一度宇宙へ！

日本初公開

参加
無料

参加
無料

要観
覧券

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

Ⓒ PLANETARIUM DE SAINT-ETIENNE PRODUCTION

※写真は過去の開催風景です

Ⓒ 2018Gullane(Thomas)Limited.

TM

TM
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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】

キッズアワー【約45分間】

  イブニングアワー【約1時間】

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】

宇宙劇場【23階】

ポラリス２ ルシアと流れ星の秘密

スクリーンに広がる迫力ある映像をお楽しみください。

シロクマのレナードとペンギンのジェームズ、あのでこぼこコンビ
が帰ってきた！今度は新しい仲間、ハチドリのルシアと共に伝説の
「光の石」の正体を突き止めに大冒険！

12月8日（土）▶1月7日（月）

Ⓒ PLANETARIUM DE SAINT-ETIENNE PRODUCTION

 一番身近な星 太陽  KAGAYA写真展

※開催日・展示内容は変更になる場合があります。

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

写真で知る宇宙 ホワイエ企画展
場所
時間

観覧
無料

太陽は私たちにとって最も身近な星
です。今回は太陽がどのような星なの
か紹介します。

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
んの写真展。美しい星景色
の世界をお楽しみください。

◦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。

※12月1日(土)・2日(日)のドーム映像番組は、「星の旅―世界編―」を投映します。　※12月2日(日)の第2～6回、2月11日(月・祝)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　◦ドーム/ドーム映像番組

宇宙劇場利用のご注意

12月▶1月27日 2月〜4月7日

宇宙劇場【平成30年12月～平成31年2月】番組スケジュール
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

（12/4～7・1/8～） 10:15（ 学 習 ） 11:30（ 学 習 ） 14:00（ 一 般 ） 15:30（ 星 音 ） 19:00（ 星 音 ）
※金曜のみ

平　　日
（12/11～21） 10:15（ 学 習 ） 11:30（ 学 習 ） 14:00（ 一 般 ） 15:30（ 星 音 ） 17:00（ドーム） 19:00（ 星 音 ）

※金曜のみ

土 ･ 日 ･ 祝
（12/1～1/6）

12/22～27・
1/5～7

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 ）

年末・年始
（12/28～30・1/2～4） 11:00（キッズ） 12:30（ 一 般 ） 14:00（ドーム） 15:30（ 星 音 ）

土・日・祝
（1/12～） 11:00（キッズ） 12:30（ 一 般 ） 14:00（キッズ） 15:30（ 一 般 ） 17:00（ 星 音 ）

 90年代ヒット曲特集-Part.1-2月▶3月

 流れ星を見る！

 星のふしぎな正体〜星の"トップスター"〜

 うちゅうたんけんに出かけよう！

 ふゆのほしめぐり

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！

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。

夜空に輝く無数の星々。その１つ１つの輝き
には様々な特徴があります。星の“トップス
ター”を探しにいきましょう！

※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。

11月▶12月

1月▶2月

12月▶1月

2月▶3月

宇宙はとても広く、たくさんの星たちがあります。プラネ
タリウムから宇宙へでかけ、宇宙探検をしてみましょう。

寒い冬は空気が澄んでいて、たくさんの明るい星が
見られます。冬の星々をめぐってみましょう。

新旧様々なアニメ作品の主題歌からセレクト。心に
残るアニメ作品の歌とともに宇宙を巡りましょう。

音楽ブームとなった90年代のヒット曲の中からプラネタリウムに合わせて
選曲します。ちょっぴり懐かしい名曲とともに、星空を見上げましょう。Ⓒ国立天文台

Ⓒ津村光則  Christmas Night 〜星空からのプレゼント〜

 大探訪！ 4次元デジタル宇宙
 〜コンピュータが解き明かした最新宇宙像〜

 星空ライブ60 〜冬の星空編〜

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。

プラネタリウムからのクリスマスプレゼント。星々に包ま
れる素敵なひとときをお送りします。

宇宙のなぞを解き明かす方法の一つとして、コン
ピュータによる計算を駆使した「シミュレーション
天文学」があります。国立天文台４次元デジタル宇
宙プロジェクトによる映像で、宇宙の姿に迫ります。

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！
※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。

※期間中テーマを変えてご紹介します。詳しくはウェブサイト等をご覧ください。

◦18:30〜番組開始時刻

12月24日（月・休）▶25日（火）

2月〜3月の
毎週土曜日

1月12日（土）

 ビリリッ！ 電気の科学実験

 風船で大実験

遊びに

きてね♪

 あたためて遊ぼう

 溶かして遊ぼう

 カレンダー作り

 クリアファイル作り

 コマで実験しよう！

 氷のふしぎ

展示ゾーン【21階】

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！

コマで遊んだことはありますか？いろいろな形のコマを回して、
コマ博士になろう！

氷を使っておもしろ実験！
氷のふしぎを体験しましょう。キャー割れる！伸ばして、縮めて、ふくらませて、風船で

おもしろい実験をします。

◦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

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］

カイロを作ってみよう！

溶かすとどう変わるかな？

2019年のカレンダーを作ります。
オリジナルのカレンダーを1年間使おう！

プリントなどをはさめるA4サイズのクリアファイル
作りを行います。お家でも学校でも使えるよ！

◦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！

※12月は2日のみの開催。
　1月は13日・14日・20日・27日の開催。

※12月は1日のみの開催。
　1月は12日・19日・26日の開催。

実験工房［20階] パソコン工房［20階］

11月▶12月

1月▶2月

12月▶1月

2月

12月▶1月

2月

12月▶1月

2月

展示ゾーン【平成30年12月～平成31年2月】イベントスケジュール

◦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
※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
12/22～27・

1/5～7

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

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。

【クリスマスイルミネーション】

Christmas Dreams
in SPACEPARK 2018 11月16日(金)～12月25日(火) 日没～20:00日時

場所
時間

観覧
無料

観覧
無料

鉄道ジオラマ
11:00、15:00、17:00 ※休館日と年末・年始期間（12/28～30・1/2～4）は休止となります。

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。

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！」を開催します。

星と音楽のひととき【約45分間】

 アニメソング特集２

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。

12月▶1月

昨年のイルミネーション


