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※3月4日(土)の第4・5回、3月26日(日)の第1～4回は休止となります。　●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
●ドーム1/星になったチロ ●ドーム2/ハナビリウム ●ドーム3/宇宙なんちゃら こてつくん プラネタリウム
　　　　　　　●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。

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。

スペースパーク企画展スペースパーク企画展「ロボットフェスティバル」「ロボットフェスティバル」 春のドーム映像番組春のドーム映像番組
「星になったチロ」「星になったチロ」

44月月2929日(土・祝)日(土・祝)～～55月月77日(日)日(日)10:00～17:0010:00～17:00

高校生が製作したロボットなど、スペースパークにさまざまなロボッ
トが登場します！いろいろなロボットの体験や操縦を楽しもう！

スペースパークの展示ゾーンとこてつ
くんがコラボレーション！
こてつくんと一緒に宇宙を楽しもう！

人類が月面に降り立って50年……とちょっと――。アニマル国にも宇宙時代が到来し、宇宙
アカデミーがどどーんと誕生。物語の主人公はパイロット科の「こてつ」。宇宙アカデミー
を舞台に、こてつたちは仲間たちと宇宙を目指す！

【ロボット体験操縦・ロボット展示】
高校生が製作したロボットの体験や、サッカーやバスケ、バトルなど、
いろいろなロボット操縦への挑戦など、さまざまなロボットにふれあおう！
日時 3月25日(土)・26日(日)

10:00～16:40
展示ゾーン 多目的研修室(20階) 
※展望ロビー（22階）から入場

場所

3月4日(土)10時よりウェブサイトまたは電話にて受付
・ウェブサイト…24時間受付 　 ・電話受付時間…10時～17時
　※当日９時まで受付可　　　　　　 ※休館日を除きます。
以下の時間帯から選んでください。
①10:00～10:40  ②11:00～11:40  ③12:00～12:40 
④14:00～14:40  ⑤15:00～15:40  ⑥16:00～16:40
※事前予約申込が必要です。予約に空きがあれば当日会場前で整理券を配布します。

申込

福島県南部の山奥に、チロ天文台がありました。
その台長さんは、｢チロ｣という名前の犬でした。
「星の犬」として日本全国の天文ファンに愛された
チロが仲間たちと繰り広げる、楽しくてちょっと
切ない物語です。

花火のこども、「ヒバナ」の冒険―。知られざる花
火の文化と歴史、そして、花火師以外は決して入る
ことのできない「花火の真下」からの360度実写映
像！まるで星空のように花火に包まれる、初めての
プラネタリウム体験へようこそ。
日時

宇宙劇場(23階)
3月24日(金)～4月5日(水)

場所
※番組開始時刻は番組スケジュールをご覧ください。

※5月1日(月)を除く

番組開始時刻 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７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 )
3/24～4/5
4/29～5/7 10:30 (ドーム1)　　　 (ドーム3) 11:40 ( 一   般 ) 13:00 ( キッズ ) 14:20 (ドーム2)　　　 (ドーム3) 15:40 ( 一   般 ) 17:00 ( 星　音 ) 19:00 ( 星音 )

※金曜のみ
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©Space Academy/ちょっくら月まで委員会2©Space Academy/ちょっくら月まで委員会2

「ハナビリウム 花火って、なんであるの？」「ハナビリウム 花火って、なんであるの？」

宇宙劇場【2023年3月・4月】番組スケジュール

ゴールデンウイーク特別企画 ゴールデンウイーク特別企画 ｢スペースパーク」★｢スペースパーク」★ ｢｢宇宙なんちゃら こてつくん」宇宙なんちゃら こてつくん」
※詳しくはチラシ、ウェブサイトをご覧ください。

[宇宙劇場]ドーム映像番組「宇宙なんちゃら こてつくん プラネタリウム」[展示ゾーン]

©Space Academy/ちょっくら月まで委員会2

宇宙劇場宇宙劇場【23 階】【23 階】

宇宙劇場
利用のご注意

キッズアワー【約45分間】

4月▶5月

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。

2月▶3月
12のお誕生日の星座たちを見てみましょう。カーテンのように星のあいだに広がる

オーロラを見てみましょう。

 おたんじょうびのせいざオーロラのたび

字幕つきプラネタリウム【約45分間】
一般番組「星空の世界旅行」の内容にあわせ、スクリーン上に要約筆記された字幕が映し出さ
れます。聴覚障がいの方と一般の方が一緒にお楽しみいただけるプラネタリウムの時間です。

星空の世界旅行3月11日(土)15:30～

ベビープラネタリウム【約35分間】
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。

 ほしぞらどうぶつえん4月20日(木)10:25～

要観
覧券

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。

今夜の星空と「南極老人星」と呼ばれる星・カノープスの話題をご紹介します。
 今夜の星空と長寿の星3月9日(木)10:15～

いきいきプラネタリウム教室【約45分間】

観覧
無料

写真で知る宇宙
ホワイエ企画展

平      日 10:00～16:15
金      曜 10:00～19:45
土・日・祝 10:00～17:45

時 間

宇宙劇場ホワイエ（23階）
場 所

デジタルファインアーティストのKAGAYAさんの星座絵とともにお誕生日の星座をご紹介します。
3月4日(土)▶5月28日(日)

©KAGAYA
 studio

 お誕生日の星座めぐり

プラネタリウム一般番組【約45分間】

星空の見え方は国や地域によって異なります。
世界を巡りながらその地の星空をご紹介します。

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。

 星空の世界旅行3月▶4月

さまざま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。

1980年から1984年までの80年代前半の洋楽からセレクトします。

新型コロナウイルスの影響で投映期間が短くなった番組を再投映します。
２月「デュオ特集」、３月「卒業ソング特集」。

星と音楽のひととき【約45分間】

 洋楽ヒット曲特集 80's －Part 1－4月▶5月

 アンコールスペシャル2月▶3月

要観
覧券

要観
覧券

天体観望会 天体観望会 望遠鏡で星を見よう！望遠鏡で星を見よう！
日　時 観望天体 場　所

 3月25日㈯ 18:30～ 19:30 月・火星
など

郡山駅
西口駅前広場4月29日（土・祝）19:00～20:00

※当日自由参加（悪天候時は中止となります）

参加
無料

©GOTO



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

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

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。

(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! LINE 配信中!

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】

いろいろな場所で使われているゴム。実験をしながらその性質を探ってみよう。

卒業式の季節。大好きなお友達や先生へ、パソコンでデザイン
した世界で一つだけの特別なメッセージカードを送ろう！

●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

 伸びたり縮んだり！ゴムのひみつ3月▶5月

 メッセージカードづくり3月
●日…13:30～

 ピタッと磁石で大実験
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。
あなたの知らない磁石の世界が見えてきます。

3月▶4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
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)

休館日
●毎週月曜日(祝日の場合は翌日)※3/27(月)・4/3(月)を除く。
●4/18(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【2023年3月・4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
「Mitaka3D」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］

パソコン工房［20階］

びっくり実験ラボ［21階］ びっくり実験ラボ［21階］

●土・日・祝・3/24～4/5…15:00～開催時刻

土 ･日・祝
3/24～ 4/5

10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00

ショー スタジオ ショー 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　●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。

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
　 身体的距離の確保
5 スタッフの手洗い・うがい、
 　検温などによる予防対策

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 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。
2 人との間隔を空け、身体的距離の確保をお願いします。
3 状況に応じた「マスクの着用」と「咳エチケット」をお願いします。
4 こまめな「手洗い」や「手指消毒」をお願いします。
5 当日は検温をし、ワクチン接種の有無に関わらず、次の症状がある場合は、来館をご遠慮ください。
 　●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。　

 ノート作り4月
新学期は、好きなイラストや自分の写真を表紙に入れたノー
トでスタートしよう！ ※3月26日は休止

星のソムリエ®シンポジウム関連企画
特別講演会「“ほんと”の夜空がある福島」
福島県出身の天文学者 渡部潤一先生から福島の星空の魅力や天文学の
歴史などをお話していただきます。

3月4日(土) 16:30～17:40日 時 宇宙劇場(23 階)
渡部 潤一さん(名誉館長／国立天文台）

※当日の宇宙劇場第4・5回目の番組は休止となります。

場 所
講 師

2月4日(土)10時よりウェブサイトまたは電話にて受付申 込
定 員 先着220名

※詳しくはウェブサイトをご覧ください。

参加
無料

参加
無料

4月8日(土)～5月7日(日)募集期間

令和5年度天文科学クラブ員募集！

※応募多数の場合は、抽選となります。
40名(20名×2クラス)定員対 象

応募方法

「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！

小学3年生～中学3年生(令和5年度の学年)
ウェブサイトで受付

ボランティア大募集！
「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。

3月1日(水)～4月30日(日)募集期間
応募方法 電話または22階インフォメーションで受付

展望ロビー展望ロビー
【22 階】【22 階】

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。

観覧
無料

令和5年度郡山市少年少女発明クラブ員募集！
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！

3月2日(木)～22日(水)募集期間

※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。

若干名定 員
対 象

応募方法
小学3年生～中学3年生(令和5年度の学年)

ウェブサイトで受付

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
日時 土・日・祝の11:00～、15:00～ 鉄道ジオラマ場所

プラネタリウムコンサート
「ZABADAK LIVE in spacepark Ⅴ」

３月26日(日) 第１回…11:00開演／第２回…13:30開演
ZABADAK

日 時
出 演

２月25日(土)10時より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）。
※当日の宇宙劇場第１～4回の番組は休止となります。

前売り

スペースパークボランティアまつり
今年は「スペースパークボランティアまつり」を開催します。
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、さまざまな企画を行います。

3月11日(土)・12日(日) 11:00～15:00
展望ロビー(22階)

日 時
場 所

展示ゾーン展示ゾーン【21 階】【21 階】

要観
覧券


