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郡山市ふれあい科学館
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※7/16休館日を除く

スペースパーク企画展
「恐怖の謎に迫る ーTHE ホラーハウスー」

夏休みドーム映像番組

「オーシャン ～青い海の仲間たち～」

人はなぜ
「恐怖」
を感じるのか…。
この夏、スペースパークに恐怖が訪れます…。
あなたはこのミッションをクリアできますか？

広大な海を住みかとする生きものたちの生態は、実に神秘的で、
驚きに満ちあふれています。道具を使う賢い魚、ウニが大好物
なラッコ、南極や深海の厳しい環境に住む奇妙で不思議な生き
ものたち。さぁ、発見に満ちた感動の旅に出かけてみませんか。

時間

宇宙劇場(23階)

場所

※7/17〜19はドーム映像番組の投映はありません。
※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

10：00〜17：00
展示ゾーン 多目的研修室(20階)
※展望ロビー（22階）から入場

◦展示ゾーン実験・工作コーナー

◦サイエンスフェスティバル

数日ごとにメニューが変わる科学の実験・工作を
楽しみましょう！

科学の実験・工作をお祭りの屋台感覚で楽しもう!
学校の先生や生徒、S.P.V、科学館などが出展するよ!

期間
時間

月号

7月13日（土）～8月25日（日）

夏の期間は、科学館で科学の実験や工作、そして宇宙劇場で迫力満点の番組を楽しみましょう！

場所

2019年

7月20日(土)〜8月25日(日)

期間

7月13日(土)〜15日(月・祝)

◦自由研究ミニ教室 14:00～14:30
◦科学実験・工作コーナー 10:00～17:00

10：00〜17：00

※開始・終了時刻は変更になる場合があります。

宇宙劇場【23 階】
プラネタリウム一般番組【約45分間】
7月▶8月

星と音楽のひととき【約45分間】

月面着陸 再び！ーアポロ11号から50年ー

6月▶7月 宙とロック３ 〜洋楽ロック特集〜

50年前に人類は初めて月に降り立ちましたが、再び月に人類は
向かおうとしています。
月探査のこれまでと未来を見ていきましょう。

「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。

ⓒGOTO

8月▶9月 スターライトクラシック vol.5 ～ショパンの調べ～

キッズアワー【約45分間】

クラシックとともに星空を巡るスターライトクラシック。
今回は、
ピアノの詩人と称されるショパンの音楽を
お楽しみいただきます。

6月1日(土)〜8月7日(水) たなばたのほしとあまのがわ
プラネタリウムで七夕を楽しみましょう。

8月8日(木)〜9月29日(日) 宇宙だいぼうけん！

イブニングアワー 番組開始時刻 18：30 〜【約 1 時間】

宇宙のいろいろな天体を見る旅に出かけましょう。

いきいきプラネタリウム教室

7月6日(土)・7日(日) 七夕の星空

番組開始時刻 10：15 〜【約 45 分間】

織姫星と彦星を見上げながら、
じっくりと七夕の話題をご紹介します。

星を楽しみたいシニア世代にお届けするプラネタリウムの時間です。
ゆったりと星空を見上げながら、星の話題をご紹介していきます。

7月19日(金)

8月1日(木)〜3日(土) 星まつりの夜 ～ゆかた de プラネタリウム！～

プラネタリウムの星まつり。
ゆかたで星空を楽しみましょう！
※ゆかた、甚平の方は無料となります。

今夜の星空と動く惑星たち

今夜見られる夏の星座を巡り、惑星のふしぎな動きを見ていきます。

写真で知る宇宙 ホワイエ企画展

観覧
無料

場所

宇宙劇場ホワイエ（23階）

時間

平
日
金
曜
土・日・祝

10:00～16:15
10:00～19:45
10:00～17:45

7月6日(土)〜9月 月世界旅行
地球から一番近い天体といえば月です。
月がどのような天体なのかご紹介します。

宇宙劇場【2019年7月～8月】番組スケジュール
番組開始時間
平 日
7/6・7、8/31
7/13〜15
7/20〜8/25

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

星 音）
10：15（ 学 習 ） 11：30（ 学 習 ） 14：00（ 一 般 ） 15：30（ 星 音 ） 19：00（
※金曜のみ
11：00（キッズ） 12：30（ 一 般 ） 14：00（キッズ） 15：30（ 一 般 ） 17：00（ 星 音 ） 18：30（イブニング）
※7/6・7 のみ

19：00（ 星 音 ）
10：30（ドーム） 11：40（キッズ） 13：00（ドーム） 14：20（ 一 般 ） 15：40（ドーム） 17：00（ 一 般 ）
※金曜のみ

※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 ●ドーム／ドーム映像番組
※7/7(日) の第 1・2 回は休止となります。※8/2(金) の第 7 回は休止となります。

展示ゾーン【21 階】
サイエンスショー【約20分間】

サイエンススタジオ【約20分間】

びっくり実験ラボ［21階］

びっくり実験ラボ［21階］

開催時刻

◦11:30～、14:00～

開催時刻

◦平
日…10:30～、13:00～
◦土・ 日・ 祝・7/20～8/25…10:30～、13:00～、16:00～

6月▶7月

野菜を使って実験しよう!

8月▶9月

宇宙空間ってどんなとこ？

7月▶8月 小さな世界をのぞいてみよう

顕微鏡を使ってミクロな世界を観察！
どんな世界が見えるかな？

※7/13〜15はイベント開催のため、11:30〜のみとなります。

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。
※7/13～15・20〜31は10:30〜と16:00〜の開催となります。

デジタルスタジオ【約50分間】
パソコン工房［20階］

私たちが生活している「地上」と「宇宙空間」とではどのような環境の違いが
あるのでしょう。実験をしながら探っていきましょう。
※8/1～25は10:30〜と16:00〜の開催となります。

◦日…13:30～

開催時刻

7月7日(日) うちわ作り

7月13日(土)〜8月25日(日) 燃える科学

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！
※7/14〜8月はイベント開催のため休止します。

私たちのとても身近な「燃える」という現象を科学します。
どんなものが燃えるのでしょう。あなたの常識が変わるかも？！
※7/16～19を除く ※13:00〜の開催となります。

３Ｄ天文シミュレーション【約20分間】

天体観望会

参加
無料

びっくり実験ラボ［21階］
開催時刻

望遠鏡で星を見よう！

日

◦土・日・祝・7/20～8/25…15:00～

立体視で宇宙を巡ろう！
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。

時

観望天体

場

所

7月13日㈯ 19：30～20：30

月・木星など

郡山駅西口駅前広場

8月10日㈯ 19:00～20:00

月・木星・
土星など

郡山駅西口駅前広場

※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【2019年7月～8月】イベントスケジュール
平 日
土・日・祝

7/20〜8/25

10：30

11：30

13：00

14：00

ショー

スタジオ

ショー

スタジオ

10：30

11：30

13：00

14：00

15：00

16：00

ショー

スタジオ

ショー

スタジオ※1

3D 天文

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 ●3D 天文／ 3D 天文シミュレーション
※1 サイエンスフェスティバル開催期間（7/13〜15）のサイエンススタジオ（14：00〜）は、自由研究ミニ教室になります。
※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。

展望ロビー

【 階】

22

走る列車で知る郡山

鉄道ジオラマショー
場所 鉄道ジオラマ

観覧
無料

時間 土・日・祝の11:00〜、15:00〜の開催

開館時間
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)

利用料金

宇宙劇場

団体割引

一般
400 円

高校・大学生等
300 円

小・中学生
200 円

幼児・65 歳以上
100 円

展示ゾーン

一般
400 円

高校・大学生等
300 円

小・中学生
200 円

幼児・65 歳以上
無料

有料入館者
20名様以上の
ご利用で

→20％OFF

休館日

[個人料金より]

⃝毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
※7/20(土)〜8/25(日)は毎日開館

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。

～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
4,000 円

高校・大学生等
3,000 円

小・中学生
2,000 円

至仙台
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

至福島

Facebook 配信中!
スペースパーク

り

ら通

ウ ェ ブ サ イ ト 検 索 も カ ン タ ン ！ さく

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。

