
郡山市ふれあい科学館

月号
2019年プログラム

ガイド
space park 9-11

プラネタリウム一般番組【約45分間】 星と音楽のひととき【約45分間】

キッズアワー【約45分間】

いきいきプラネタリウム教室
番組開始時刻 10：15 〜【約45分間】

鉄道の日「鉄道フェスティバル」
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！

ウルトラマンシリーズ初となる３６０度ＶＲ特撮作品が、フルドーム映
像として新たに誕生！ウルトラマンゼロとウルトラセブンの全天球バ
トルを、プラネタリウムで見上げよう！前半は星空をご紹介し、オリ
オン座にある天体「M78」にも出かけます。

※投映時間は番組スケジュールをご覧ください。

※展望ロビー22階から入場
※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。

時間 10:00～17:00（※14日は16:00まで） 期間 10月の土・日・祝

宇宙劇場【2019年9月～11月】番組スケジュール

平 日 10：15（学 習）

11：00（キッズ）

10：30（特 別 ）

※各回約45分です。
●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 

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）

9月・11月の土・日・祝

10 月の土・日・祝

番組開始時間 第1回 第2回 第3回 第4回

 

17：00（星 音）

第6回第5回

 衝突する銀河
銀河を調べてみると、２つの銀河がぶつかり合い不思議な形を
したものがたくさん見つかります。銀河の衝突によってどんな
ことが起こるのでしょうか。

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。

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。9月▶10月

 90年代ヒット曲特集   -Part.2-10月▶11月
ZARD、WANDS、DEENなどの90年代を象徴する
アーティストの音楽とともに星空を見上げましょう。

宇宙のいろいろな天体を見る旅に出かけましょう。

小惑星探査機「はやぶさ２」が小惑星リュウグウの探査を終え、い
よいよ地球への帰還の旅を始めます。探査の様子と期待される
成果をご紹介します。

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。

みんなで流れ星に願い事を伝えませんか？
流れ星のお話もご紹介します。

今夜見られる秋の星座を巡り、現代と未来の星空の
違いをご紹介します。

 人工衛星

 月世界旅行

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

場所
時間

観覧
無料

これまで沢山の人工衛星が打ち上げられていま
すが、どんな役割があるのか紹介していきます。

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。

10月5日(土)▶12月

7月6日(土)▶9月

◦プラレールコーナー
◦リニアモーターカーコーナー
◦工作コーナー
◦鉄道関連写真展示　など

◦展望ロビー鉄道ジオラマ　 ◦展示ゾーン20階多目的研修室
◦鉄道ジオラマショー
通常、１日２回のジオラマショーを３回に
増便して開催！！

10月12日(土)～14日(月・祝)期間

11:00～、15:00～、17:00～　
※各回20分

時間

 スターライトクラシック vol.5  ～ショパンの調べ～8月▶9月

※当日自由参加となります。（悪天候時は中止となります。）

望 遠 鏡 で 星 を 見 よ う ！天体観望会
日　時 観望天体 場　所

9月 7日㈯ 19：00～20：00 月・木星・土星など 郡山駅西口駅前広場
10月5日㈯ 18:00～19:00 月・木星・土星など 郡山駅西口駅前広場
11月2日㈯ 17：00～18：00 月・土星など 郡山駅西口駅前広場

要観
覧券

写真で知る宇宙 
ホワイエ企画展
写真で知る宇宙 
ホワイエ企画展

夜は暗くて怖いものではなく、星の輝く楽しい時間です。親子で星を見上げてみましょう。

ちょっと泣いても大丈夫！　親子で星を楽しみましょう。
乳幼児のお子さんと保護者の方でいっしょに楽しむプラネタリウムの時間です。

新企画

番組開始時刻 10：15～【約35分間】

―好評につきアンコール投映！― 特別番組 

星空めぐりと『ウルトラマンゼロＶＲ』―好評につきアンコール投映！― 特別番組 

星空めぐりと『ウルトラマンゼロＶＲ』鉄道の日「鉄道フェスティバル」

宇宙劇場【23 階】

 はやぶさ２　いよいよ地球へ！

 宇宙だいぼうけん！

11月▶12月

8月8日(木)▶9月29日(日)

 ながれぼしをみよう！

 今夜の星空と12000年後の星空

10月▶11月

11月21日(木)

Ⓒ Live

Ⓒ円谷プロ
ⒸウルトラマンゼロVR製作委員会

参加
無料

観覧
無料

 ほしとおともだち10月24日(木)

ベビープラネタリウム
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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】

 宇宙空間ってどんなとこ？

 ポストカード作り 

 マグネット作り 

 バッチ作り

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。

おふろは理科室！？お風呂にまつわる実験をしてみよう！ 

地震大国である日本。なぜ日本は地震が多いのでしょう？ 
大地の揺れのひみつにせまります。

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

◦11:30～、14:00～
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］

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！

イラストと写真を使って、マグネットを作ります。貼りつけて使ってみよう！ 

顔写真入りのバッチを作ろう！ ※10/13はイベント開催のため休止

8月▶9月

9月

10月

11月

 おふろで科学実験？

 ゆれのひみつ 大地がぶるる

9月▶10月

11月▶12月

◦日…13:30～

 空気の力で大実験
空気はとっても力持ち？！
空気を使って驚きの大実験に挑戦だ！

10月▶11月

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)
※9/2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。

～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

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。

「カッコいいダンス、気持ちいいダンス、伝えるダンス」など、初心者からダンサーのレベルまで、
各自が思いどおりに踊れるテクニックを紹介します。

LED は、電気で光るだけではなく、光で電気を作ることができます。
その仕組みを使って、光が当たると音楽を奏でるオルゴールを作りましょう。

びっくり実験ラボ［21階］

普段、何げなく使っている乾電池。実際に乾電池を作って、電池のしくみに
ついて学ぼう！

◦土・日・祝…15:00～開催時刻

立体視で宇宙を巡ろう！

びっくり実験ラボ［21階］

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
※10/13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。※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。

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9月～11月】イベントスケジュール

科学ゼミナール 手づくり乾電池教室

9月28日（土） 14:00～16:00 小学３年生～中学３年生
多目的研修室(20階)
及川 輝彦 先生

（一般社団法人 電池工業会）

先着30名

8月31日(土)より電話または22階インフォメーションで受付

場所
時間

観覧
無料鉄道ジオラマ

土・日・祝の11:00〜、15:00〜の開催

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。

日時 対象
場所
講師

定員

申込

プラネタリウム ウィンターコンサート

12月21日（土） ①14:30～15:30 ②17：00～18：00
宇宙劇場（２３階）
SINSKEさん（マリンバ奏者）
11月23日(土・祝)より22階インフォメーションにて販売開始！

※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。

※写真は昨年のコンサートの様子です。（詳細はウェブサイトをご覧ください）

日時
場所
出演
前売

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 
科学をダンスで表現する

11月24日（日） 14:00～16:00

先着30名

幼児～中学３年生
多目的研修室(20階)
鈴木 裕美子 先生

（福島大学人間発達文化学類特任教授）
10月26日（土）より電話または22階インフォメーションで受付

※動きやすい服装で御参加ください。 ※受付時間は10時～17時 （休館日を除く。) 
※足を保護するため、室内履き(学校で使用している上履きでも可)を御持参ください（スリッパ等脱げやすいものは不可）。

日時

定員

対象
場所

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

オルゴールを作ろう！～太陽の光で音が鳴る！？～　

講師

申込

10月19日（土） 14:00～16:00

（小学3年生以下は保護者同伴）

小学１年生～中学３年生
（小学3年生以下は保護者同伴）

多目的研修室(20階)
遠藤 拓 先生

（日本大学工学部教授）

 ９月21日(土)より電話または22階インフォメーションで受付

日時
対象場所

講師

申込
※受付時間は10時～17時 （休館日を除く。)

先着30名定員

※受付時間は10時～17時 （休館日を除く。) 

展示ゾーン【21 階】

参加
無料

参加
無料

参加
無料

要観
覧券


