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科学館まつり2018

11月3 日（土・祝）・4 日（日）10：00 ～ 17：00とき

3日
（土・祝）

13：30 ～

『はやぶさ』と『はやぶさ2』で探る

太陽系の起源・生命の起源

お話：大西浩次 氏（天文学者・星景写真家）

15：00 ～

HAYABUSA から
　　　HAYABUSA2 へ

お話：上坂浩光 氏（「HAYABUSA2 -RETURN TO THE UNIVERSE-」監督）

※「HAYABUSA」、「HAYABUSA2」番組投映付き！

4日
（日）

吉田科学館 オリジナルプラネタリウム番組

一挙大公開！

〜ぼくらの富山湾を守れ！〜

ブリすけの冒険

〜ジルコンじいさんが語る地球の歴史〜

37億５千万年の旅

立山黒部ジオパーク映画

剣の山
天から 山から

黒部の水

★立山黒部ジオパーク・ワークショップ
★クラフト体験　 ★サイエンスショー
★ YKK センターパークとの
　スタンプラリー・ふるさとの森探検ツアー
★ワクワク！ビンゴ大会　 ★飲食コーナー
　　　　　　　　　　　　　　　　 …など

ぜんぶ

  無料！！
（飲食コーナーは有料）

今話題の小惑星探査機「はやぶさ 2」のプラネタリウムや講演会の他、工作教室やサイエンスショー、
ジオパークイベントなど盛り沢山の 2 日間です！科学を楽しく体験しよう！

け ん

小惑星探査機「はやぶさ2」大特集！
“黒部のガリレオ”大西浩次氏と、「剣の山」監督の上坂浩光氏が登場！

その他のイベント

講演 講演

※詳しい日程はホームページをご覧ください。



　　　　

〒 938-0005 富山県黒部市吉田 574-1　TEL  0765-57-0610　FAX  0765-57-0630
ホームページ http://kysm.or.jp/　Ｅメール info@kysm.or.jp

各教室のお申込み、
お問い合わせは ･･･

 ●利用案内

黒部市吉田科学館

■開館時間　9：00 ～ 17：00
■休  館  日　毎週月曜日、祝日の翌平日、年末年始
■入  館  料　無料
　　　　　　（プラネタリウムは観覧料が必要です。）
■割引特典　いきいき富山ジョイフルカード、富山コ 
                  ンベンションビューロー券、日本観光協                                      
                  会携帯電話割引証、ベネフィットワン 、        
                  福利厚生倶楽部、CLUB CCI、クラブオ 
　　　　　　フ、YKK グループ労働組合

天文教室

■ 11 月の休館日
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

身近なものをテーマにした実験ショーです。
科学を楽しく学びましょう！（約 15 分） 〈開演時間〉

平　日 − 15：15
土・日・祝日 10：45 15：15

◎講　師：黒部天文同好会
◎対　象：どなたでも（小学 3 年生以下は保護者同伴）

◎参加費：無料
◎持ち物：筆記用具、懐中電灯

●市内各バス「吉田科学館」バス停より
　　　　　　　　　………徒歩すぐ
●あいの風とやま鉄道 生地駅より
　　　　　　　　　………徒歩10 分
●黒部インター ･ 黒部宇奈月温泉駅より
　　　　　　　　　……クルマ 15 分

〔アクセス情報〕■ 10 月の休館日
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

テーマ 「熱のふしぎ」
ねつ

■ ･･･ 休館日　■ ･･･ 午後プラネタリウム休み
○ ･･･ 科学館まつり開催

科学
を

楽しみ
たい人

は
サイエンスショー

とき 10月２0日（土）19：00 ～ 20：00

星が

好きな
人は

平日 土・日・祝日

10:00 団体予約 ポケットモンスター
サン & ムーン

11:00 団体予約 雷鳥ジオと
夜空の赤い目

13:30
立山黒部ジオパーク映画

 剣
けん

の山
立山黒部ジオパーク映画

 剣
けん

の山

14:30 雷鳥ジオと
夜空の赤い目

今夜の星空と
３Ｄ宇宙体験

15:30 ーーーー 雷鳥ジオと
夜空の赤い目

プラネタリウム投映スケジュール（～10/31まで）

☆観覧料：大人 300 円、高校・大学生 150 円、 中学生以下無料

雷鳥ジオと夜空の赤い目
〜火星の大接近をさぐれ！〜

★吉田科学館オリジナル番組★

　ある夏のこと、立山にすむ動物たち
は、夜空に輝く赤い星が毎日少しずつ
明るくなっていくことに気づき、不安
になります。雷鳥のジオは、その赤い
星のことを調べるため、宇宙に行った
ことがあるという「宇宙桜」に話を聞
こうと、吉田科学館へ向かうことに。
　果たして赤い星の正体は何なので
しょうか？

「秋の星座、月、火星、土星、アンドロメダ銀河」

※悪天候時はプラネタリウムで星空解説を行います。
※事前のお申し込みはいりません。
※夜間の教室ですので、小・中学生は保護者の方に
　送迎をしてもらってください。

※ 11/1 ～の投映スケジュールはホームページをご覧ください。

まもなく
終了！


