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楽しみながら科学を学べるイベントが盛りだくさんです！
当日はすべて無料となっておりますので、ぜひお気軽にお越しください！

とき 11月23日（土・祝）・24日（日）9：30〜 15：30

 天文教室
星が
好き
な人
は

◎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、防寒具
※事前のお申込みはいりません。
※悪天時はプラネタリウムで星空解説を行います。
※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。

とき 11月16 日（土）19：00〜 20：00

「秋の星座、土星、天王星、変光星ミラ」

科学館まつり 2019

お楽しみ抽選会
両日とも開催    10：30 〜16：00

家庭用プラネタリウム

その他、宇宙グッズ など

プラネタリウムドームのイベント
参加者全員に抽選券を配布します！

11/23
（土・祝）

シャボン玉おじさん
ナナイロさんの

シャボン玉ショー

①11：00〜 ②14：00〜

11/24
（日）

「黒部の動物を知ろう」
講師：立山カルデラ砂防博物館 主任学芸員  白石俊明 氏

動物のお話

13：00 〜

11/24
（日）

「ブラックホールを見た人たち」
講師：天文学者・星景写真家  大西浩次 氏

宇宙のお話

14：30 〜

その他にも、ワークショップやスタンプラリーも開催！
詳しくはホームページをご確認ください。

星賞



　　　　

■ 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

■ ･･･ 休館日　○…科学館まつり開催

■ 12 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

■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）
■観  覧  料　大人 300 円、高校・大学生 150 円
　　　　　　中学生以下無料
　　　　　　※ 20 名様以上は団体料金（2 割引）となります。
　　　　　　　　※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
　　　　　　　　　をお持ちの方（付添 1 名まで）は無料になります。

●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

〔案内図〕

〒 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-mail： info@kysm.or.jp

各教室のお申込み、
お問い合わせは ･･･ 黒部市吉田科学館

 ●利用案内

〈開演時間〉
平　日 − 14：15

土・日・祝日 10：45 14：15

身近なものをテーマにした実験ショー！
科学の不思議を楽しく学べます。（約15分）

サイエンスショー科学
を

楽し
みた
い人
は

プラネタリウム

テーマ

「力と運動のふしぎ」

星と音楽の夕べ
〜月夜のプラネタリウムコンサート〜

会期 11月1日（金）〜11月17 日（日）

巡回写真展

「すばらしい自然を」

普段見過ごしている身近な自
然の写真を通して、自然の大
切さや、自然と人との関わり
について考えてみましょう。

（主催：富山県自然保護協会）

9月〜12月

展 示

◎投映スケジュール（〜11/22 まで）

平 日 土・日・祝日

10：00 団体予約 10：00 はなかっぱ

11：00 団体予約 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 13：30 ムーン・ツアーズ

14：50
立山黒部ジオパーク映画

剣
けん

の山 14：50 今夜の星空と
3D宇宙体験

15：50 ムーン・ツアーズ

とき 11月30日（土）19：00〜 20：30（開場 18：30）

ところ / プラネタリウムドーム
入場料 / 大人 300 円、高校・大学生 150 円、中学生以下無料

プラネタリウムの星空の下、
シンセサイザーとオカリナが奏でる癒しのひととき…
全天周に広がるドローン映像もお楽しみいただけます。
ゲスト：滝沢 卓（シンセサイザー）、赤澤みよこ（オカリナ）

アロマセラピーとハーブティーも
お楽しみいただけます。

（ハーブティーは 18：30〜19：00 まで）

GRAVITATION
グラビテーション

〜魔法使いの少年とロボット 不思議な一夜〜

　見習いマジシャンの少年・リンブラダーが興味を持っているのは宇宙
に隠されている秘密。退屈な魔法よりも、星や宇宙・自然の法則に魅せ
られているのです。ある夜、アルベルト・アインシュタイン博物館にこっ
そりと侵入したリンブラダーは、不思議なロボット・アルビィ X3 と出
会います。とても賢い小さなロボット・アルビィ X3 は、アインシュタ
インの理論や彼に関するすべての知識を持っています。そして、アルビィ
X3 はリンブラダーを時間と空間をめぐる神秘的な旅に連れて行くこと
に…。2 人はそこで重力の秘密を見つけ出し、想像力や友情の大切さに
ついても学んでいくのです。

新番組
11/23（土・祝）より

スタート！

３D投映

※ 11/23（土・祝）・24（日）は特別スケジュール
　 となります。詳しくはホームページをご確認
　 ください。


