
郡山市ふれあい科学館

プログラム
ガイド

space park 月号
2019年5-6

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 番組開始時刻 18：30 〜【約1時間】

時間

時間

場所

場所

場所

スペースパーク企画展
「フォトラボ ―映える写真でいいね 　―」

特別番組「星になったチロ」

10:00〜17:00

10:30〜、14:20〜

展示ゾーン 多目的研修室 (20階）
※展望ロビー（22階）から入場

宇宙劇場(23階)

• 実験・工作ブース

• サイエンススタジオ

• わくわく実験教室

• サイエンスショー

• 3D天文シミュレーション

ゴールデンウイーク限定企画 ！

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。

科学の実験・工作をお祭りの屋台感覚で楽しみましょう！

実験や工作を通して科学の理解を深めよう。

工作した装置で実験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つのショーを見ることができるよ。

立体的な宇宙の姿を見てみよう。

10:00〜17:00

11:30〜

14:00〜
10組・整理券制 ※10分前から配布

①10:30〜、②13:00〜、③16:00〜

15:00〜

時間

時間

時間
定員

時間

時間

※デジタルスタジオは休止

展示ゾーン(21階) ※展望ロビー（22階）から入場

4月27日（土）～5月6日（月・休） 10:00～17:00日時

スペースパークに「あなたが来てはじめて作品が完成する」フォトスポットをたくさん用意しま
した。友だちや家族と写真を撮って、みんなに見せちゃおう！

福島県の山奥に、チロ天文台がありました。その天文台長さんは「チロ」と
いう名前の犬でした。「星の犬」として日本全国の天文ファンに愛されたチ
ロが仲間たちと繰り広げる、楽しくてちょっと切ない物語です。

時間 場所

プラネタリウムキッズアワー
宇宙ミステリーツアー
～コースはみんなで選択～

13:00〜 宇宙劇場（23階）

 天体美術館
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

宇宙には星雲や銀河など様々な天体があります。
芸術作品のような美しい天体たちの姿を紹介し
ます。

4月11日〜6月

 宙とロック３〜洋楽ロック特集〜

 星空ライブ60

6月▶7月

5月4日(土・祝)

 地球外生命発見？！ ー第２の地球探しー
惑星を持つ恒星が次々と見つかっています。その中には地球に似
たところもあるようですが・・・。”宇宙人”は見つかったので
しょうか？

5月▶6月

「宙とロック」シリーズ第３弾。海外のロックミュージックとともに巡る
宇宙の旅をお送りします。

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！

福島県出身の写真家 野口勝宏さんによる四季折々の花の世界と星
空のコラボレーション。幻想的な花園で星空を見上げてみましょう。

キトラ古墳の「天文図」には、どのような宇宙が描かれていたのでしょう。
古代の宇宙観に迫ります。

Ⓒ GOTO

Ⓒ Hiromitsu Kohsaka/HSC Project/NAOJ

 たなばたのほしとあまのがわ6月▶8月7日（水）
プラネタリウムで七夕を楽しみましょう。

※4/27～5/6を除く

 ほしぞらのどうぶつたち4月13日（土）▶5月
星空には動物の星座がたくさんあります。どんな動物たちがい
るのか、プラネタリウムで探してみましょう。

みなさんで行き先のコースを選びながら、宇宙をめぐるミステリーツアーにご案内い
たします。

  宇宙ミステリーツアー
 〜コースはみんなで選択〜

  4月27日（土）▶
  5月6日（月・休）

宇宙劇場【2019年5月～6月】番組スケジュール

平 日 10：15（学 習）

11：00（キッズ）

10：30（特 別）

※5月26日（日）の第4・5回目は休止となります。  ※各回約45分です。（イブニングアワーを除く。）　
※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 ●特別／特別番組（4/27～5/6）

11：30（学 習）

12：30（一 般）

11：40（一 般）

14：00（一 般）

14：00（キッズ）

13：00（キッズ）

15：30（星 音）

15：30（一 般）

14：20（特 別）

19：00（星 音）
　　　※金曜のみ

17：00（星 音）

15：40（一 般） 17：00（星 音） 19：00（星 音）
　　　※5/3のみ

土・日

ゴールデンウイーク
（4/27～5/6）

番組開始時間 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回

科学のお祭り サイエンスフェスティバル!!

Ⓒ GOTO

宇宙劇場【23 階】
星と音楽のひととき【約45分間】

 星空の花園〜野口勝宏の花の世界〜

 古墳の宇宙

4月▶5月

5月2日(木・休)
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スペースパーク

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

(公益財団法人郡山市文化･学び振興公社)

ウ ェ ブ サ イ ト 検 索 も カ ン タ ン ！

Facebook 配信中!
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サイエンスショー【約20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】

３Ｄ天文シミュレーション【約20分間】

その他のイベント

 ドレミの音で大実験

 メッセージカード作り

楽器を使わず身近なものを利用してドレミをつくろう！
ドレミの音にはどんなヒミツがあるのかな？

私たちの地球をつくっているさまざまな岩石のひみつを探ろう！

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

◦13：00〜

◦11:30〜、14:00〜開催時刻

開催時刻

開催時刻

開催時刻

びっくり実験ラボ［21階］

パソコン工房［20階］

特別なメッセージカードを書いてプレゼントしよう！
※5/5はイベント開催のため休止します。

※4/27～5/6はイベント開催のため、11：30～のみ開催します。

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！
※機器入替のため、6/2、9、16は休止します。

3月▶5月

5月

 うちわ作り6月

 地球は生きている 岩石のひみつ5月▶6月

◦日…13:30〜 野菜を使って実験しよう!

 酸アルカリ大実験〜色水で遊ぼう！〜
いつもの食事に欠かせない野菜。その野菜を使った科学実験をお楽しみください。

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？

6月▶7月

ＧＷ期間(4/27〜5/6)

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

第36回星の講演会
「太陽の脅威とスーパーフレア」

5月26日（日） 16:00〜17:30

220名（参加無料、先着順）
宇宙劇場 (23階)

柴田 一成さん
（京都大学／日本天文学会会長）
4月20日（土）より

※申込は、電話または22階インフォメーションで受付。受付時間は10時～17時（休館日を除く。）

※申込は、電話または22階インフォメーションで受付。受付時間は10時～17時（休館日を除く。）
日時

定員
場所

講師

申込

平 日

●ショー／サイエンスショー ●スタジオ／サイエンススタジオ ●デジスタ／デジタルスタジオ ●3D天文／3D天文シミュレーション
※4/27～5/6の「サイエンススタジオ14:00～」「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。
※イベント等により休止する場合がありますので、ご了承ください。

10：30

ショー スタジオ ショー スタジオ
11：30 13：00 14：00

土・日・祝
10：30

ショー

11：30

スタジオ

13：00

ショー

13：30

デジスタ
（日曜のみ実施）

14：00

スタジオ

15：00

3D天文

16：00

ショー

展示ゾーン【2019年5月～6月】イベントスケジュール

3D 天文シミュレーション
システム「Mitaka 3D」を
用いて、立体視による地球
から宇宙の果てまでの姿を
ご紹介します。びっくり実験ラボ［21階］◦土・日・祝…15:00〜開催時刻

立体視で宇宙を巡ろう！

※当日自由参加となります。（悪天候時は中止となります。）

※1回の申し込みは10名までとなります。

望 遠 鏡 で 星 を 見 よ う ！天体観望会
日　時 観望天体 場　所

5月11日㈯ 19：00〜20：00 月など 郡山駅西口駅前広場
6月 8 日㈯ 19:30〜20:30 月など 郡山駅西口駅前広場

7月7日（日) 11:30〜 220名（参加無料、先着順）
宇宙劇場(23階) 6月8日（土）より

日時 定員

場所 申込

夏休み ドーム映像番組 先行試写会

場所
時間

観覧
無料鉄道ジオラマ

土・日・祝の11:00〜、15:00〜

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。

びっくり実験ラボ［21階］

展示ゾーン【21 階】

参加
無料

参加
無料

参加
無料


