
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

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 受付中

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

10/12（土） 19：00 〜 20：30 星と音楽の夕べ
ゲスト：滝沢 卓（シンセサイザー）  他

どなたでも
大人
300 円
高校・大学生
150 円
中学生以下無料

ー 不要

10/13（日） 13：00 〜 16：30 ジオパーク自然教室「生地海岸で石を探そう」
どなたでも

（小学 3 年生以下
は保護者同伴）

無料 25名
9/13（金）
9：30 より
受付開始

10/19（土） 19：00 〜 20：00 天文教室「秋の星座、木星、土星、アンドロメダ銀河」
どなたでも

（小学 3 年生以下
は保護者同伴）

無料 ー 不要

10/26（土） 18：00 〜 19：00 マタニティプラネタリウム 妊婦さんと
そのご家族

大人
300 円
高校・大学生
150 円
中学生以下無料

ー 不要

時 間 平　日

10：00 団体投映

11：00 団体投映

13：30 ムーン・ツアーズ

14：15 サイエンスショー「力と運動のふしぎ」

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「力と運動のふしぎ」

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「力と運動のふしぎ」

14：50 今夜の星空と 3D 宇宙体験

15：50 ムーン・ツアーズ

※団体投映は、10 名以上の団体が事前に予約いただいている場合
　に投映します。投映内容についてはお問い合わせください。
※サイエンスショーは、9/3 〜 7 は準備のためお休みします。

プラネタリウム投映・サイエンスショー スケジュール（9.3 〜 11.22）

爆笑！星兄プラネタリウムショー

〒 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

9月・10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 9月1日

あの「星兄」が黒部に帰ってくる！星兄にかかれば、星空は突っ込み
どころ満載！星兄と一緒に、上を向いて笑おう！

9/22（日）  
①14：00 〜 15：00
②16：00 〜 17：00

とき

※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。

※イベント開始後の途中入場はできません。

◎入場料：大人 300 円、高校・大学生 150 円
　　　　　中学生以下無料
◎定　員：各回 140 名

※①・②とも、当日 9：00 より先着 140 名にチケットを販売します。
※チケットは無料の方も必要です。
※チケットの番号順に入場していただきます。各回 20 分前までに
　プラネタリウムドーム入口までお越しください。


