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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】

ベビープラネタリウム【約35分間】

イブニングアワー【約60分間】

いきいきプラネタリウム教室【約45分間】

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 時 間

場 所

星景写真家の全国組織「日本星景写真
協会」による巡回展を郡山で開催しま
す。「星景写真」の数々をご覧ください。

「銀河鉄道999」など多くの松本零士先生の作品で、メカデ
ザインを担当した板橋克己先生(零時社)による、オリジナル
の宇宙船イラストや、お手製の模型の数々をご覧ください。
※模型は21階展示ゾーンに展示します。 Ⓒ板橋克己

ⒸGOTO

Ⓒ松本零士・東映アニメーション

9月26日(日)まで 10月2日(土)▶11月28日(日)

  11月20日(土)・21日(日)・23日(火)18:30～

 開館20周年記念 21世紀の宇宙 —驚きと発見の20年—

 宇宙の地図作り
スペースパークができてから20年の、驚きの天文現象や宇宙新発見の旅にご案内いたします。

ものさしが使えない宇宙では、様々な方法で天体までの距離を調べています。
そうしてできた宇宙の地図で、宇宙の姿を見ていきましょう。

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。

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。

9月▶10月

11月▶12月

8月▶9月

10月▶11月

暑い夏。長いコロナとの戦い。厳しいこのご時世に、アツい応援ソングと
ともに星空を見上げ元気をお届けします。

人間ドラマがあるように、星空や宇宙にも様々なドラマがあります。懐かしのドラマ
から最近のドラマの主題歌とともに、ドラマチックな宇宙の世界を見ていきましょう。

※各回約45分間です。(イブニングアワーを除く。)
●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
※10/２・３は開館20周年記念イベントのため、特別プログラムとなります。
　　　　　　　●定員110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。

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。

勤労感謝の日にちなみ、お疲れのみなさんを星空のもと、ゆった
りと癒しと眠りの？時間に誘います。熟睡するもよし、完徹するも
よし、プラネタリウムでリフレッシュしましょう！

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。

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。

宇宙劇場【2021年9月～11月】番組スケジュール
番組開始時刻 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６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

９月の土・日・祝 11:00 ( キッズ ) 12:30 ( 一　般 ) 14:00 ( キッズ ) 15:30 ( 一　般 ) 17:00 ( 星　音 )
10・11月の土・日・祝 10:30 ( ドーム ) 11:40 ( 一　般 ) 13:00 ( キッズ ) 14:20 ( ドーム ) 15:40 ( 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。

宇宙をめぐるミステリーツアーにご案内いたします。

秋は流れ星の多い季節です。願いごとを伝えてみましょう。 今夜見られる秋の星座をめぐり、2022年に楽しめる天文現象をご紹介します。

開館20周年記念 開館20周年記念 ドーム映像番組ドーム映像番組

「銀河鉄道999「銀河鉄道999
星空はタイムマシーン」星空はタイムマシーン」

プラネタリウム特別プログラム・トークイベントプラネタリウム特別プログラム・トークイベント

松本零士先生の「銀河鉄道999」を
4Kドーム映像で再び！太陽系の星々をめぐる
999号の時空を超えた冒険物語をご覧ください。

スペシャルゲストが宇宙劇場で繰り広げるトークや映像をお楽しみください。

「天文学 これまでの20年 これからの20年」
（渡部潤一さん）

「宇宙への夢を描く」（板橋克己さん）

「宇宙と私 ―時間と空間の旅―」（黒田有彩さん）

※番組開始時刻は番組スケジュールをご覧ください。

記念イベントの詳細についてはウェブサイトをご覧ください。記念イベントの詳細についてはウェブサイトをご覧ください。

10/2(土) 11:30〜

10/2(土) 15:30〜

10/3(日) 15:30〜

10〜11月の土・日・祝日

日時

日時

日時

期間

観覧
無料

10.210.2（土）〜（土）〜33（日）（日）  10:00〜17:0010:00〜17:00

22階 展望ロビー

21階 展示ゾーン

◦企業・大学ブース展示「はやぶさ２を支えた福島の技術！」◦企業・大学ブース展示「はやぶさ２を支えた福島の技術！」
◦実験・工作屋台村◦実験・工作屋台村
◦ダンボール迷路◦ダンボール迷路

◦ロボットフェスティバル◦ロボットフェスティバル
◦ロボットダンスショー◦ロボットダンスショー
◦ラッピングカー展示・◦ラッピングカー展示・
　メーテルとの撮影会　メーテルとの撮影会
　ほか　ほか

第1会場 第2会場

第3会場

郡山市ふれあい科学館 ビッグアイ ７階市民プラザ

ビッグアイ１階 など

◦オープニングセレモニー（2日のみ）◦オープニングセレモニー（2日のみ）
◦20年の歩み視聴コーナー◦20年の歩み視聴コーナー
◦S.P.Vボランティアまつり◦S.P.Vボランティアまつり

◦ハイスクール科学祭 in スペースパーク◦ハイスクール科学祭 in スペースパーク
◦松本零士先生コーナー◦松本零士先生コーナー

◦プラネタリウム特別プログラム◦プラネタリウム特別プログラム
23階 宇宙劇場

◦渡部潤一さん（国立天文台副台長）◦渡部潤一さん（国立天文台副台長）
◦板橋克己さん（メカデザイナー）◦板橋克己さん（メカデザイナー）
◦黒田有彩さん（タレント）◦黒田有彩さん（タレント）

開館20周年記念イベント

はじめてみた宇宙は今もここにはじめてみた宇宙は今もここに

来場者には
20周年記念
エコバッグを
プレゼント

クイズラリーで
ノベルティグッズ
をゲットしよう！

９月１日（水）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）
※詳しい内容はウェブサイトをご覧ください。

申込

※数に限りがあります※数に限りがあります

※３日は16：00まで※３日は16：00まで

ゲストによる
トークイベントも

開催！

宇宙劇場宇宙劇場【23 階】【23 階】
星と音楽のひととき【約45分間】

 応援ソング特集 ～スポーツ編～

 ドラマ主題歌特集

7月▶9月

10月▶11月

宇宙劇場
利用のご注意

 宇宙ミステリーツアー2021

 ながれぼしをみよう！  今夜の星空と天界2022

 ほしぞらピクニック

日本星景写真協会写真展 
「星の風景2021」

「恒河沙 in スペースパーク 板橋克己作品展」

 熟睡プラ寝たリウム

11月25日(木) 10:15～

  10月28日(木) 10:25～

両日
無料



旧国道４号線

至福島

さくら
通り

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! Instagram 配信中! YouTube 配信中!

展望ロビー展望ロビー

【22階】【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】

月の世界は、わたしたちが住む地球とどのように違うのでしょうか？今回は、月のヒミツにせまります。

私たちが普段意識しないバランス感覚。でも、私たちは歩いたり、立ち上がったり、座ったり
するときも、常にバランスをとりながら生活しています。バランスの科学を実験しましょう。

◦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］

パソコンで遊べるゲームをつくって、プログラミングの基本を体験しよう！

デザインはお好みで。オリジナルのボールペンをつくろう。※10月３、10日はイベントのため休止

※10月２、３日はイベントのため休止

誰よりも早く！来年のカレンダーをゲットしよう。

 月ってどんなところ？

 ゆらゆらドキドキ！バランスの科学

 パワポでプログラミング【ゲーム編】

 ボールペンづくり

 カレンダーづくり

8月▶10月

11月▶12月

9月

10月

11月

◦日…13:30～

 不思議な素材で大実験

 振り子のひみつ
生活に役立っている、おもしろい特徴や変わった性質を持った素材を紹介します。

勝手に動き出す振り子？振り子の動きに決まりはあるの？振り子のひみつを解き明かします。

7月▶9月

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) 
※９/６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･展示ゾーンを期間中何度でもご利用いただけます。

宇宙劇場 一般 高校生・大学生等 小学生・中学生 幼児・65歳以上
400円 300円 200円 100円

展示ゾーン 一般 高校生・大学生等 小学生・中学生 幼児・65歳以上
400円 300円 200円 無料

展示ゾーン【2021年9月～11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

びっくり実験ラボ［21階］

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 ※１
( 日曜のみ実施 ) スタジオ 3D 天文 ※１ 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
※1　10/３・10のデジタルスタジオ・10/２・３の３D天文シミュレーションは、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。

ワンイヤーパスポート 一般 高校生・大学生等 小学生・中学生
4,000円 3,000円 2,000円

立体視で宇宙を巡ろう！立体視で宇宙を巡ろう！

科学館の
取り組み

来館者の皆様へ
感染症

拡大予防の
お願い

1 定期的な施設内消毒の徹底と
　 各フロアへの消毒液の設置
2 高機能換気システムによる外気
　 との定期的な空気入れ替え
3 飛沫飛散防止のフィルムシールドを
　 受付カウンターなどに設置
4 定員減や入場制限などによる
　 ソーシャルディスタンスの確保
5 スタッフのマスク着用、
　 手洗い・うがい、検温による予防対策

郡山市ふれあい科学館の利用にあたっては、「新しい生活様式」を踏まえ、感染拡大の防止にご協力をお願いいたします。
1 発熱や咳など体調がすぐれない方のご来館はご遠慮ください。
2 館内での大声によるおしゃべりや展望ロビーでの長時間滞在はご遠慮ください。
3 来館者カードの記入をお願いします。
4 人との間隔を空け、身体的距離の確保をお願いします。
5「マスクの着用」と「咳エチケット」をお願いします。
6 こまめな「手洗い」や「手指消毒」をお願いします。
7 当日は検温をし、ワクチン接種後であっても、次の症状がある場合は、来館をご遠慮ください。
　 ◦当日を含め過去2週間以内に発熱のある方。（受診や服薬等により解熱している状態を含む）
　 ◦呼吸器症状（咳・くしゃみ等）がある方。具合の悪い方

望遠鏡で星を見よう！望遠鏡で星を見よう！
天体観望会天体観望会

日　時 観望天体 場　所
９月11日(土)

18:30～19:30

月・木星・土星など 郡山駅
西口駅前広場

10月16日(土)
17:30～18:30
11月13日(土)
17:00～18:00

※当日自由参加（悪天候時は中止となります）

場所
日時

観覧
無料 鉄道ジオラマ

土・日・祝…11:00〜、15:00〜

走る列車で知る郡山走る列車で知る郡山  鉄道ジオラマショー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。

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！！

時間期間 10:00〜17:00（※10日は16:00まで）10月９日（土）・10日（日）

※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。

　　　  ◦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
して開催します。
時間：11:00～、13:00～、15:00～ ※各回20分

◦鉄道模型操作体験
◦プラレールコーナー
◦工作コーナー
◦鉄道資料展示 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

鉄道の日「鉄道フェスティバル」

展示ゾーン展示ゾーン【21 階】【21 階】

参加
無料

要観
覧券

参加
無料


