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キーホルダー

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：３０

風船ロケット

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：３０

風船ロケット

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：３０

私の指が

キャンドルに？！

①１２：００～

②１４：３０～

色のふしぎ！
色について調べよう！

①１２：００～

②１４：３０～

絵本の読み聞かせ

inプラネタリウム

１０：００～１０：３０

星空教室⑪

１９：００～２０：３０

絵本の読み聞かせinライブラリー

１２：１０～１２：４０

スターウォッチング

inまちなか
１８：００～２０：００

すいすいパソコン１０：００～１６：００

すいすいパソコン

１０：００～１６：００

星空さんぽ in

プラネタリウム

１９：００～２０：００

宮崎科学技術館へ 

ようこそ！ 

EVENT  

CALENDAR 

スターウォッチング in まちなか 

日時：３月３日（金） 

   1８：０0～2０：00 

場所：橘通り3丁目交番前広場(MRTテラス前) 
料金：無料 

月 

(公財)宮崎文化振興協会 宮崎科学技術館 〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1丁目2番地２  TEL：0985-23-2700 

チャレンジサイエンス 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

小さなお子様でも参加できる 
かんたん工作教室♪ 

科学館に来た思い出を作りませんか？ 
 
 
内容：3/5       キーホルダー 
         3/12・3/19  風船ロケット 
 
会場：みんなの工作室 
 
料金：入館料のみ 
 
対象：入館者ならどなたでも 

展示室 
   大人（高校生以上）   540円 
   小人（4歳から中学生）  210円 
展示室とプラネタリウム 
   大人（高校生以上）   750円 
   小人（4歳から中学生）  310円 
 

入館料 

 

申 

※お得な年間パスポート 友の会  

  ＜入会金＞ 大人3,000円 小人2,000円 
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3月 5日（日） 
  「キーホルダー」 
       
3月12日（日）、19日（日） 
    「風船ロケット」 
 

時間：  ①  9：30～12：00（受付11：30まで） 
       ②13：00～16：00（受付15：30まで） 
     ※①、②とも同じ内容になります。 
 

対象 ： 入館者ならどなたでも 
 

料金 ： 入館料のみ 
 

会場 ： １階みんなの工作室 

チャレンジサイエンス 

日時 ：3月11日（土） 19:00～20：00（終演予定） 
 
内容：双眼鏡でプラネタリウムの星を見たり、ライトでクイズに答えたり、 
       小道具を使ってみんなで遊べるプラネタリウム☆ 
           行き先を決めるのは、あなたのライト… 
 
対象 ：小人～一般 （定員240名） ※中学生以下は保護者同伴 
 
料金 ：前売券400円 （当日券500円） ※当館インフォメーションにてチケット発売 
 
チケット発売日：【友の会】    1月25日(水）～ 
                               【一般】       2月  1日（水）～ 
   

星空さんぽ in プラネタリウム 
【クイズ】めざせ！星空マスター 

   
3月20日（月・祝） 
 「私の指がキャンドルに？！」 
 
3月26日（日) 
   「色のふしぎ！色について調べよう！」 
  
 時間 ：  ①12：00～12：30 
       ②14：30～15：00 
       ※①、②とも同じ内容です。 
 対象 ： 入館者ならどなたでも 
 
 料金 ： 入館料のみ 
 
 会場 ： １階たのしい実験室 

なんでもサイエンス 

宮崎科学技術館 
（全般）中山・安部 （プラネタリウム）安達  （パソコン）中武 
〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1-2-2 TEL（0985）23-2700 FAX（0985）23-0791 
URL：http://cosmoland.miyabunkyo.com/ E-mail：msc03@cosmoland.jp 

お問い合わせ 
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絵本の読み聞かせ 
inプラネタリウム 

内容 ： プラネタリウムホールで 
             絵本の読み聞かせを行います。     
日時 ： 3月14日（火） 
     10：00～10：30 
対象 ： 入館された方ならどなたでも 
料金 ： 入館料のみ 
会場 ： 3階プラネタリウムホール 

申し込み 
  必要 

             望遠鏡で夜空を観察してみませんか？ 
 

   内容 ：春の星座と季節の変化 

   日時 ：  3月18日（土）19：00～20：30 

 対象 ： 幼児～一般の方（先着80名） 

  料金 ： 100円 （3歳以下は無料）   

 会場 ： 3階プラネタリウムホール、屋外 

   

※電子メール、FAX、HP参加申し込みフォーム 

    のいずれかでお申込みください。 

  ※申し込み締め切りは、開催日の前日までです。 

星空教室 ⑪ 

各講座の申し込みは、記の①～⑥を記入の上（友の会会員は会員番号も
明記）、講座ごとに指定された方法でお申し込みください。 
 
①希望講座名（○月の○○教室） ②住所 ③参加者氏名 ④性別 
⑤電話番号 ⑥年齢（学生の場合、学校・学年も明記） 
 
住所：〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1-2-2 FAX：0985-23-0791 
宛先：宮崎科学技術館 ○○教室係    
メールアドレス ■パソコン講座 msc09@cosmoland.jp 
          ■星空教室    msc07@cosmoland.jp 

申し込み 
  必要 

このマークのある教室は 
事前申し込みが 
必要です。原則として 
締切は10日前とします。 

申し込み 
  必要 パソコン講座 

①パソコン入門講座（全７回） 
 内容：電源の入れ方、文章作成、インターネットなど 
 日時：1日（水）、2日（木）、8日（水）、9日（木）、 
     15日（水）、16日（木）、22日（水） 
     9:30～12:00 

   対象 ： 一般の方 16名 

   料金 ： 受講料700円、テキスト料1,080円 

 

②エクセル基礎講座（全７回） 

 内容：表やグラフの作成、関数の計算など 

 日時：1日（水）、2日（木）、8日（水）、9日（木）、 
     15日（水）、16日（木）、22日（水） 
    13:30～16:00 
 対象：一般の方 16名 
 料金：受講料700円、テキスト料2,160円 
 
③続ワード講座（全３回） 
 内容：基礎講座の復習、活用方法など 
 日時：3日（金）、10日（金）、17日（金） 
     13:30～16:00 
 対象：一般の方 16名（当館のワード講座を受講した方） 

 料金：受講料300円  

 

※①～③の受講料及びテキスト料は、開講初日に 

  集金させていただきます。 

 

※往復はがきか電子メールでお申込みください。 

 締め切りは、各講座開講日の10日まで必着。 

 申込多数の場合は、抽選となります。 

 

※①～③の講座は一般の方を対象としていますので、

お子様の同伴は、ご遠慮ください。 

申込方法 

スターウォッチング 
inまちなか 

街の真ん中で星を見てみませんか？ 
日時 ： 3月3日（金） 18:00～20:00 
対象 ： どなたでも 
料金 ： 無料 
会場 ： MRTテラス前 
           ※雨天中止の場合は当日14時に 
              当館ＨＰでお知らせします 
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※火～土曜に団体利用があるときは、投映番組が変更になることがあります。 
※番組は、星空解説＋一般番組の約50分間の投映です。 

３月１日（水）～３月２６日（日）   

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 

火～金曜 

11：00 13：30 15：00 

宇宙兄弟 妖怪ウォッチ 鷹の爪 
 
 

土曜 

11：00 13：30 15：00 

鷹の爪 妖怪ウォッチ 紙兎ロぺ 

日曜・祝日 

11：00 13：10 14：20 15：30 

鷹の爪 妖怪ウォッチ 宇宙兄弟 紙兎ロぺ 

 ３月２８日（火）～４月６日（木） 

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 

火曜～土曜 

11：00 13：30 15：00 

ポケットモンスターXY 妖怪ウォッチ 宇宙兄弟 

日曜・祝日 

11：00 13：10 14：20 15：30 

宇宙兄弟 妖怪ウォッチ ポケットモンスターXY 紙兎ロペ 

◆妖怪ウォッチ 

 プラネタリウムは 

     星と妖怪がいっぱい！   

◆秘密結社 鷹の爪 
  THE PLANETARIUM 
ジュラジュラジュラシックトラベル 

◆紙兎ロぺ 

 ～ネタバレすっと、おれらロケット 

   飛ばすってマジっすか！？～    

◆宇宙兄弟 
  ～一点のひかり～ 

○3月の休館日 6日（月）、13日（月）、21日（火）、27日（月） 
○カメラ・ビデオ等で撮影しました当館の教室・行事・イベント等の様子を館ニュースやホームページ等に   
 掲載させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 
 

お願いとお知らせ 

©LEVEL-5/妖怪ウォッチプロジェクト・テレビ東京 
©DLE/EXPJ 

◆ポケットモンスターXY 
  宇宙の破片 


