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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  【約35分間】

キッズアワー【約45分間】 イブニングアワー  【約60分間】

福島県立郡山北工業高校・福島県立清陵情報高校・福島県立白河実業高校と連携したロボット
ワールド満載のイベント！ たくさんのロボットとふれあって、キミもロボット達人をめざせ！

相撲ロボットで対戦しよう！ トーナ
メントを勝ち抜いた優勝・準優勝者
にはロボットキットをプレゼント！

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？ 

いろいろなロボット操作を体験しよう！

宇宙劇場【2020年3月～4月】番組スケジュール

平 日 10：15（学 習）

10：30（ドーム）

11：00（キッズ）

※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、上記の番組案内をご覧ください。
●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

●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。

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）

19：00（星 音）
　　　※金曜のみ

15：40（一 般）

17：00（星 音）

17：00（星 音） 19：00（星 音）
　　　※金曜のみ

3 月の土・日・祝
3/24～4/5
4/11 からの
土・日・祝

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

宇宙劇場利用のご注意
●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階受付で観覧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。

宇宙劇場（23階）

スペースパーク企画展「ロボットで遊ボット！」 春のドーム映像番組
「ムーミン谷のオーロラ」

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。

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。

 シンガーソングライター特集 –女性編–4月▶5月
自ら楽曲を手掛ける女性アーティストの曲をセレクトします。
美しい歌声とともに、春の星空を見上げましょう。

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。

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。

オーロラの揺らめく様子を、リアルタイム撮影さ
れた臨場感ある映像でお楽しみください。

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。どこに行くかは、
そのときのお楽しみです！

 卒業ソング特集

 おたんじょうびのせいざ

2月▶3月

3月12日（木） 10:15〜

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。

今夜の星空と天文や宇宙に関する話題を紹介する、プラネタリウムのスタン
ダードプログラムです。

幼児から小学校低学年までのお子さんと、ご家族でお楽しみいただけるプラ
ネタリウムの時間です。

 星空ライブ603月21日(土)18:30〜
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！

 はるのほし4月16日（木）10:25〜

ロボット展示・操作体験 スペースパーク春場所
ロボット相撲大会

3月28日（土）・4月4日（土）
14:00〜15:00 3月の土・日・祝、

3月24日（火）〜4月5日（日）
10：30〜、14：20〜

小中学生 各日 16名（先着順）
当日30分前より展示ゾーン
多目的研修室（20階）で受付

日時

対象

申込

日時

場所 ⓒ Moomin Characters TM
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3月24日（火）〜4月5日（日）
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

日時

場所

※当日自由参加となります。（悪天候時には中止となります。）

望 遠 鏡 で 星 を 見 よ う ！天体観望会
日　時 観望天体 場　所

3月7日㈯ 18：30〜19：30 月など 郡山駅西口駅前広場
4月4日㈯ 18：30〜19：30 月など 郡山駅西口駅前広場

大好評につきアンコール投映！

 太陽系の惑星たち オーロラ写真展

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

太陽系にある星の中で、太陽の次に大きい天体が惑星
です。惑星の特徴について紹介していきます。

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。

4月11日(土)▶6月30日(火)1月11日(土)▶4月5日(日)

写真で知る宇宙 
ホワイエ
企画展

春のドーム映像番組
「ムーミン谷のオーロラ」

スペースパーク企画展「ロボットで遊ボット！」
要観
覧券

宇宙劇場【23 階】

 光のカーテン –オーロラ紀行–

 ほしの こどもたち

3月▶4月

 宇宙ミステリーツアー20204月▶5月

2月▶3月

要観
覧券

参加
無料
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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! Instagram はじめました!

展
望
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ビ
ー

【
22
階
】

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】

 プルプル科学

 名刺作り 

 メッセージカード作り

３時のおやつに欠かせないプリンやゼリーは、なぜあんな
にやわらかいのでしょう？ 今回はぷるぷるとした感触が
楽しい「ゲル」の秘密に迫ります。

私たちの周りにあるのに意識することのな
い空気。その空気で起こる不思議な現象を
実験でたしかめよう！

◦平　　  日…10:30〜、13:00〜
◦土・ 日・ 祝・3/24〜4/5…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］

自分をアピールする名刺を作ろう！

だれに贈ろうかな？ 好きなデザインでメッセージカードを作ってみよう。

※3月29日、4月5日はイベント開催のため休止

3月▶5月

4月

 空気で実験3月▶4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)※3/30(月)を除く。
・4/21(火)

～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。

毎年好評の「スペースパークボランティアまつり」を今年も開催
します。案内、科学、天文の各グループが、懐かしい紙芝居の実
演や工作など、様々な企画で皆さんをお・も・て・な・し！

「実験や工作で科学を知りたい」「プラネタリウムや天体望遠鏡で宇
宙を知りたい」など、科学する楽しさを探求しよう！

いろいろなモノづくりを通して、科学や発明・特許について楽しく学ぼう！

「スペースパークボランティアの会」では、ボランティアを募集します。ボランティア活動に
興味のある方は、ぜひお気軽にお問合せください。幅広い年代の先輩ボランティアが、皆さん
の加入をお待ちしています。

ブラックホール撮影チームのメンバーである国立天文台水沢 VLBI 観測所
田崎 文得さんを講師に、ブラックホールに迫る講座を行います。

①ブラックホールはかせになろう！ 〜クイズで知るブラックホール〜
ブラックホールとはどのような天体か、クイズを中心にわかりやすく紹介していただきます。

びっくり実験ラボ［21階］ ◦土・日・祝・3/24〜4/5
　　　　　 …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
※3/29、4/5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
3/24~4/5

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

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。

3月21日（土）〜4月5日（日）

3月7日（土）〜29日（日）

3月1日（日）〜4月30日（木）

小学3年生〜中学3年生（令和2年度の学年）13名

小学3年生〜中学3年生
（令和2年度の学年）

電話または22階インフォメーションで受付※１

60名（30名×2クラス）
電話または22階インフォメーションで受付※１

電話、ハガキ、22階インフォメーションで受付※１

※応募多数の場合は、抽選となります。

※応募多数の場合は、抽選となります。※科学館の天文科学クラブと併せての申込も可能です。

募集期間

募集期間

募集期間

対象

対象

応募方法

定員

応募方法

応募方法

スペースパークボランティアまつり

講座「ブラックホールを知ろう！」

2月29日（土）・3月1日（日）
10：00〜16：00

3月14日（土）13：30〜14：10

3月14日（土）15：30〜17：00

小学生と保護者30名

中学生以上一般50名

展望ロビー(22階)

どちらも2月22日(土)より電話または22階インフォメーションで受付 ※1

日時

日時

日時

対象

対象

場所

申込

3月

令和２年度天文科学クラブ員募集！

郡山市少年少女発明クラブ令和２年度クラブ員募集！

ボランティア大募集！②ブラックホール研究の最前線 〜世界初！撮影成功の舞台裏〜
2019 年 4 月に、世界で初めてブラックホールの撮影に成功した舞台裏と、現在までに理解されてい
るブラックホール像を紹介していただきます。

※１　各募集の受付時間　10：00 〜 17：00（休館日を除く。）詳細はウェブサイトをご覧下さい。

展示ゾーン【2020年3月～4月】イベントスケジュール

展示ゾーン【21 階】

参加
無料

参加
無料


