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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】

ベビープラネタリウム
番組開始時刻 10：15〜【約35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】

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】

 今夜の星空と北極の星空

昭和時代の街並み・生活・グッズなどを紹介し、
当時の様子を体験できます。
あの頃のなつかしい生活を振り返ってみませんか？　

ムーミンが冬眠から目覚めると、ムーミン谷は深い雪の中。春がまだ来ていな
いのです。しかもムーミンママだけ眠りについたまま。ムーミンたちは春を呼び
戻し、ママの目を覚ましてあげることができるのでしょうか？ 

宇宙劇場【2019年12月～2020年2月】番組スケジュール

※12月21日(土) の第 2～6回、1月3日 (金) の第 7回 (19：00～) 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】　●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。

平 日 10：15（学 習）

10：30（ドーム）

11：00（キッズ）

11：30（学 習）

11：40（一 般）

12：30（一 般）

14：00（一 般）

13：00（キッズ）

14：00（キッズ）

15：30（星 音）

14：20（ドーム）

15：30（一 般）

17：00（ドーム）
　※12/10～25のみ

15：40（一 般）

17：00（星 音）

土・日（12/7～1/7）
12/26～1/7
土・日・祝

（12/1・1/11～）

番組開始時間 第1回 第2回 第3回 第4回

19：00（星 音）
　　　※金曜のみ 

17：00（星 音）

第6回 第7回第5回

19：00（星 音）
　　　※12/27のみ 

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）

スペースパーク企画展
昭和レトロ展 －親子であそぼう！昭和ワールド－

冬のドーム映像番組
ムーミン谷のオーロラ

12月7日(土)～１月7日(火)  
 10:00～17:00 12月7日(土)～１月7日(火)  

日時
日時

場所 場所

※投映日時は番組スケジュールをご覧ください。

※正月2日から開館
※年末年始は31日、
　1日のみ休館

－親子であそぼう！昭和ワールド－

スペースパーク企画展
昭和レトロ展

日本の伝統楽器を使った曲と星空をお楽しみください。

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。

 卒業ソング特集2月▶3月
卒業の季節。新しい生活を始めるみなさんに卒業ソングと星空を贈ります。

寒くなってきた冬、暖かな南の島に出かけて、普段は見
られない星座たちを見てみましょう。

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。

地上400㎞上空の宇宙空間にある国際宇宙ステーションは、ど
のようなところで、宇宙飛行士たちはどんな活動を行っているの
でしょうか？

冬の星座たちを見つけ、生まれてくる星たちの
様子に注目してみましょう。

 和楽器特集

 ほしのクリスマスかい

12月▶1月

12月24日（火）

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。

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。どのような探査を「はやぶ
さ２」は行ったのでしょうか。探査の様子と期待される成果をご紹
介します。

 クリスマスの星物語12月24日(火)・25日(水)
クリスマスにちなんだ星の話題を、音楽とともにご紹介します。

 ふゆのほし1月16日（木）

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。
ゆったりと星を見上げながら、星の話題をご紹介していきます。

今夜見られる冬の星座を巡り、郡山から北極まで旅をして、北極で見られる星空との違いをご紹介します。

 オーロラ写真展

 人工衛星

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

夜空に輝く美しいオーロラを、様々な風景と紹介
していきます。

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。

1月11日(土)▶4月5日(日)

10月5日(土)▶1月7日(火)
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

へ冬休み

年末年
始は GO！へGO！スペースパークスペースパーク

冬のドーム映像番組
ムーミン谷のオーロラ

　ⓒ Moomin Characters TM

要観
覧券

要観
覧券

宇宙劇場【23 階】

 国際宇宙ステーション

 みなみのしまの ほしぞら

1月▶2月

 ほしの こどもたち2月▶3月

 はやぶさ２　いよいよ地球へ！11月▶12月

12月▶1月

2月27日(木)



旧国道４号線

至福島

さくら
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至須賀川

東北新幹線

至仙台

至東京 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。

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】
３Ｄ天文シミュレーション【約20分間】

サイエンススタジオ【約20分間】

 ピタッと磁石で大実験

 カレンダー作り 

 ポチ袋作り

磁石のひみつを、いろいろな実験を通
して解き明かします。きっとあなたの
知らない磁石の世界が見えてくる！

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。

この時季、世間をにぎわす「静電気」。静電気のひみつにせまり、
静電気と楽しく暮らしましょう。 

◦平　　  日…10:30～、13:00～
◦土・ 日・ 祝・12/26～1/7…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］

１年間使えるカレンダーを作って、机に飾ろう！

オリジナルのデザインでポチ袋を作ってみよう！ 
※12月は１日のみの開催　※1月は12日・19日・26日のみの開催

12月▶2月

2月

 ゆれのひみつ 大地がぶるる

 バチッときたぜ静電気！1月▶2月

11月▶12月

◦日…13:30～

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)
・12/31(火)・1/1(水) ※1/1は展望ロビーも休館します。
・1/20（月）～24(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･展示ゾーンを期間中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。

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。

びっくり実験ラボ［21階］ ◦土・日・祝・12/26・27
　　　　　 1/5～7
　　　　　 …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
※12/28～ 1/4の 3D天文シミュレーション、12/8～1/5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12/26～1/7

展示ゾーン【2019年12月～2020年2月】イベントスケジュール

12月26日（木） 14:00〜17:00
郡山市ふれあい科学館
22階展望ロビー

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
場所

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）より22階インフォメーションにて販売

※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。

（詳細はウェブサイトをご覧ください）

日時
場所
出演
前売

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―

2月22日（土） 13:30〜16:30

先着30名

小学５年生以上
多目的研修室(20階)
宇田川亜希 さん

（曽田香料株式会社）
１月25日（土）より電話または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

対象
場所

－令和最初の日食を見よう！－　　　

部分日食観望会

講師

申込

（小学生は保護者同伴）

12月▶1月

プラネタリウム ウィンターコンサート
「CHRISTMAS NIGHT 

―マリンバが語る星物語―」

 ※悪天候時は中止となります。

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 2019

11月15日(金)〜12月25日(水)
日没〜20:00

日時

観覧
無料

展示ゾーン【21 階】

参加
無料

要観
覧券

※昨年のイルミネーション


