
開催日時 イベント名 対象 料金 定員 申込み

6/1（土）
6/2（日） 9：00 〜 17：00 開館 33 周年 オリジナルプラネタリウムフェスティバル どなたでも 無料 ー 不要

6/8（土）
〜 9/8（日） 9：00 〜 17：00 企画展「月のふしぎ」

企画・製作：宇宙航空研究開発機構（JAXA）　協力：全国科学館連携協議会
どなたでも 無料 ー 不要

6/15（土） 20：00 〜 21：00 天文教室「春〜夏の星座、月、木星、二重星」
どなたでも

（小学 3 年生以下
は保護者同伴）

無料 ー 不要

6/16（日） 13：30 〜 15：00
2019 年 キッズ・モノづくり ワンダーランド

「エンジンの仕組みを知ろう ! 〜小型エンジン分解組立て〜」
小学3〜6年生 無料 12名 受付中

6/22（土） 18：00 〜 19：30 星空の下でアロマ自力整体 高校生以上
大人
300 円
高校・大学生
150 円

15名 受付中

6/23（日）
（富山駅北口）
9：00 集合、17：00 頃解散

（地鉄新黒部駅前）
10：00 集合、16：00 頃解散

ジオ & みずはくツアー
「扇状地のダイナミックな水循環
  ー黒部川が運んだ、氷河の一滴を味わうー」

小学生以上
（小学 3 年生以下

は保護者同伴）

500 円
（資料代・　　
 保険代等）
※小学生以下無料

25名 受付中

6/29（土）
〜 7/7（日） 9：00 〜 17：00 魚津地区・理科自由研究・発明くふう参考展 どなたでも 無料 ー 不要

6/30（日）
7/7（日）

9：30 〜 12：00
9：30 〜 11：00

親子工作教室「陶芸を楽しむ」
(★1日目…6/30) 粘土細工 　(★2日目…7/7) 絵付け体験

小学1〜6年生
の親子

（両日とも参加できる方）

1,500 円 20組
6/8（土）
9：30 より
受付開始

7/13（土）
〜 9/8（日） 9：00 〜 17：00 企画展「星空ウォーク ー遠くをのぞくと昔がわかる⁉︎ー」

企画・制作：日本科学未来館　協力：国立天文台 TMT 推進室、全国科学館連携協議会
どなたでも 無料 ー 不要

7/20（土） 20：00 〜 21：00 天文教室「夏の星座、七夕の星、木星、土星」
 どなたでも
（小学 3 年生以下

は保護者同伴）
無料 ー 不要

7/24（水） （YKKセンターパーク集合）
19：00 集合、21：00 頃解散

ジオパーク自然教室
「夜の昆虫観察をしよう in ふるさとの森」

場所：YKK センターパーク

小学1〜6年生
の親子 無料 20組

6/25（火）
9：30 より
受付開始

7/28（日） ① 10：30 〜 11：20
② 13：00 〜 13：50

黒部川調査隊
場所：黒部川公園（黒部川・水のコンサート & フェスティバル会場内）
※この企画は黒部川・水のコンサート & フェスティバル事業の中で行われるものです。

 小学生以上
（小学 3 年生以下

は保護者同伴）
無料 各回

20名

6/28（金）
9：30 より
受付開始

時 間 平　日

10：00 団体投映

11：00 団体投映

13：30 はなかっぱ

14：15 サイエンスショー「科学のふしぎ」

14：50 立山黒部ジオパーク映画　剣
けん

の山

時 間 土・日・祝日

10：00 はなかっぱ

10：45 サイエンスショー「科学のふしぎ」

11：20 立山黒部ジオパーク映画　剣
けん

の山

13：30 はなかっぱ

14：15 サイエンスショー「科学のふしぎ」

14：50 今夜の星空と 3D 宇宙体験

15：50 雷鳥ギルツと南極老人星

※イベントのお申込みは、電話もしくは科学館で直接お申込みください。（TEL：0765-57-0610）
　定員があるものは人数に達した時点で受付を終了させていただきます。ご了承ください。

※ 6/1、6/2 は特別スケジュールになります。
　ホームページをご確認ください。

プラネタリウム投映・サイエンスショー スケジュール（5.9 〜 7.19）

企画展「月のふしぎ」

月周回衛星「かぐや」がとらえた美しい画像を中心に、神秘的な
月の姿や詳細な調査によって明らかにされた最新の月の姿などを
紹介します。 ※入場無料

星空の下でアロマ自力整体
〜星空に包まれながら、体の調子を整えましょう〜

※要予約。5/22（水）9：30 より受付開始。（定員15名）
料金：大人300円、高校・大学生150円（中学生以下はご遠慮ください）

6/22（土） 18：00 〜 19：30

とき

とき

6/8（土） 〜9/8（日）

〒 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/

黒部市吉田科学館 開館時間：9：00 〜 17：00
休  館  日：毎週月曜日（祝日の場合は開館）
　　　　　祝日の翌日、年末年始

企画・製作：宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
協力：全国科学館連携協議会

6 月・7 月 イベント案内黒部市吉田科学館

プラネタリウム観覧料 大人 300 円、高校・大学生 150 円、中学生以下無料 サイエンスショー 無料

最終更新日：2019 年 6月20日


