
開催日時 イベント名 対象 料金 定員 申込み

開催中
〜 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

開催中
〜 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

8/3（土） 19：00 〜 21：00 初めての天体望遠鏡教室
小学生以上
（小学 3 年生以下

は保護者同伴）
無料 10組 受付中

8/11（日・祝） 10：00 〜 16：00 ’19 青少年のための科学の祭典
第 26 回 おもしろ科学実験 in 富山　黒部大会 小学生以上 無料 ー 不要

8/12（月・休） 20：00 〜 21：30 天文教室「ペルセウス座流星群を見よう」
どなたでも
（小学 3 年生以下

は保護者同伴）
無料 ー 不要

8/12（月・休）
8/13（火） 11：00 〜 15：00 星座プラバンキーホルダーづくり どなたでも 無料 ー 不要

8/14（水）
8/15（木） 11：00 〜 15：00 プラコップでコースターづくり どなたでも 無料 ー 不要

8/24（土） 18：00 〜 19：00 癒しのプラネタリウム どなたでも
（内容は大人向けです）

大人
300 円
高校・大学生
150 円
中学生以下無料

ー 不要

9/8（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
「扇状地の成り立ちを知ろう ー河岸段丘から富山湾を眺めるー」

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
8/8（木）
9：30 より
受付開始

9/13（金）
〜 9/25（水） 9：00 〜 17：00 第 14 回 黒部市少年少女発明くふう展 どなたでも 無料 ー 不要

9/14（土） 19：30 〜 20：30 天文教室「お月見をしよう」
★お月見だんごのサービスがあります！（先着 50 名）

どなたでも
（小学 3 年生以下

は保護者同伴）
無料 ー 不要

9/22（日）
① 14：00 〜 15：00
② 16：00 〜 17：00
※当日 9：00 よりチケット販売

爆笑！星兄プラネタリウムショー どなたでも
大人
300 円
高校・大学生
150 円
中学生以下無料

各回
先着

140 名
不要

9/28（土）
〜 10/8（火） 9：00 〜 17：00 第 14 回 黒部市小中学校児童生徒科学作品展 どなたでも 無料 ー 不要

時 間 平　日

10：00 団体投映

10：30 サイエンスショー「科学のふしぎ」

11：00 はなかっぱ

13：30 ムーン・ツアーズ

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 ムーン・ツアーズ

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 ムーン・ツアーズ

※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。

※ 8/11 〜 15 は特別スケジュールとなります。
　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（7.25 〜 9.1）

オリジナルプラネタリウム番組

「ムーン・ツアーズ」

　天才発明家のムラツバキ博士が企画したムーンツ
アーで月に行くことになった私たち。ちょっと頼りな
い三日月助手に、今回が宇宙船初フライトとなるルー
ナ 2-D2、ガイド役ロボットのミス・アルテミスと一
緒に、月にむかって出発したものの、すぐさま小惑星衝突の危機に直面！？果た
して、宇宙船は無事月にたどり着くことができるのでしょうか？そして、月で私
たちを待ち構えているムラツバキ博士は、一体どんな月探検に連れて行ってくれ
るのでしょうか？
　生命の保証なし？？吉田科学館発・月行き格安ツアーはドキドキすること間違
いなし！プラネタリウムから月探検に出かけてみませんか？

7/20（土）〜 11/22（金）

〒 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

8月・9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 8月1日

癒しのプラネタリウム
〜満天の星と癒しの音楽で、心と身体をリフレッシュしましょう〜

料金：大人300円、高校・大学生150円、中学生以下無料

8/24（土） 18：00 〜 19：00　※予約不要とき

投映期間

投映時間 平日 13：30　土日祝日 13：30、15：50
（星空解説＋物語  約 45 分）

新番組


