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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】

 太陽系の惑星たち宇宙劇場ホワイエ（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

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。

6月30日(火)まで

 ウクレレ・ハワイアンミュージック6月▶7月

 宇宙カレンダー
宇宙誕生から現在までの138億年を１年
に例えて考えてみましょう。１月１日の
宇宙誕生から12月31日の現在までに、ど
のようなできごとが宇宙であったので
しょうか？ 壮大な宇宙の歴史を巡ります。

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。

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。

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。

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。

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。

5月▶6月

ウクレレの
心地よい音楽とともに、
ハワイの星空を見に
出かけましょう！

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。

今夜見られる春の
星座をめぐり、日
本で使われてきた

「星座」をご紹介
します。

●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
　　　　　　　●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。

Ⓒ AFP/NASA

 たなばたの星6月▶7月12日（日）

プラネタリウムで
七夕の星を見つけ、
物語を楽しみ
ましょう。

 宇宙ミステリーツアー20204月▶5月

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！

宇宙劇場【2020年5月～6月】番組スケジュール

Ⓒ GOTO

番組開始時刻 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

平日 10:15 ( 学　習 ) 11:30 ( 学　習 ) 14:00 ( 一   般 ) 15:30 ( 星　音 ) 19:00 ( 星　音 )
※金曜のみ

土 ･ 日 ･ 祝 11:00 ( キッズ ) 12:30 ( 一　般 ) 14:00 ( キッズ ) 15:30 ( 一　般 ) 17:00 ( 星　音 )

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や変更になる場合があります。
詳しくはウェブサイト等をご覧ください。

宇宙劇場【23 階】

星と音楽のひととき【約45分間】

いきいきプラネタリウム教室【約45分間】

ベビープラネタリウム【約35分間】

 シンガーソングライター特集 －女性編－

 ほしのどうぶつえん

 今夜の星空と日本の星座

4月▶5月

5月21日(木) 10:25～

5月28日(木) 10:15～

宇宙劇場
利用のご注意
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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!

展望ロビー

【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】

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】

 プルプル科学

 ○○券作り

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。

「時間」はどうやってはかれるのでしょう？
人間は、昔からさまざまなしくみの時計を
作って「時間」を知ろうとしてきました。「時
間」について実験してみましょう。

◦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］

お手伝い券や肩たたき券など、
アイデア次第で楽しく○○券を作ろう。

自由な形でオリジナルの
マグネットを作ろう。

3月▶5月

5月

 マグネット作り6月

 時間をはかろう！5月▶6月

◦日…13:30～ 見た目にだまされるな！光の実験
私たちが普段見ている
光とは別に、見えない
光もあふれています。
科学の力を使って見え
ない光の世界を紹介し
ます。

6月▶7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)

～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

展示ゾーン【2020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！

望 遠 鏡 で 星 を 見 よ う ！天体観望会
日　時 観望天体 場　所

6月27日㈯ 19:30～20:30 月など 郡山駅西口駅前広場

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］

7月4日(土) ①14:30～15:30 ②17:00～18:00

6月21日(日) 16:00～18:00

宇宙劇場(23階)

郡山駅西口駅前広場

名渡山遼さん (ウクレレ奏者)
県立あさか開成高校フラ・タヒチアンダンス同好会のみなさん
6月6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２～５回目の番組は休止となります。※当日自由参加（悪天候時は中止となります）

日時

日時

場所

場所

出演

前売

プラネタリウム サマーコンサート
「名渡山遼プラネタリウムコンサート 春夏秋冬 ～NATSU～」

土 ･ 日 ･ 祝
10:30 11:30 13:00 13:30 14:00 15:00 16:00

ショー スタジオ ショー デジスタ
（日曜のみ実施） スタジオ 3D 天文 ショー

平　日
10:30 11:30 13:00 14:00

ショー スタジオ ショー スタジオ

●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
※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。

－夏至の日食を楽しもう！－ 部分日食観望会

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

展示ゾーン【21 階】

参加
無料

要観
覧券


