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スカイスクリュー

９：３０～１６:００

絵本の読み聞かせ

in プラネタリウム

１０：００～１０：３０

キッズ

プラネタリウム

１０：００～１０：３０

なんでもサイエンス

①１２：００～

②１４：３０～

ｖ

絵本の読み聞かせ

in ライブラリー

１２：１０～１２：４０

スカイスクリュー

９：３０～１６:００

なんでもサイエンス

①１２：００～

②１４：３０～

アポロ展
4/29～5/28

すいすいパソコン

１３：３０～１６：００

宮崎科学技術館へ 

ようこそ！ 

EVENT  

CALENDAR 

いつもより少し明るいプラネタリ
ウムでお子様を対象をした星空の
お話です。  
 

日時：4月27日（木） 

   10:00～10:30 
 

料金：展示室の入館料 

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 

 アポロ展 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
 ※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 

 
日時：4/29（土）～5/28（日） 
   9:00～16:30 
 
 

内容：４つのゾーンにわかれていて月着  
   陸の経緯からこれからの宇宙開発   
   についての展示、本物の「月の   
   石」、月面探査ローバーの大型模   
   型などもあります。 
 
 

会場：多目的ホール＆展示室 
 
 

料金：無料  
※アポロ展の一部は展示室（有料）にもあります。 
 
 

対象：どなたでも  

入館料 

 

アポロ展 
 4/27   

キッズプラネタリウム 

http://4.bp.blogspot.com/-eQHo9pHbmmI/Udy6mloYtYI/AAAAAAAAWJg/B4t2N99HZaY/s800/ehon_hahako.png
http://3.bp.blogspot.com/-i85XMFpiqYo/UWya6WgVFdI/AAAAAAAAQho/cLf3FbWBNQg/s1600/flower_butterfly.png
http://1.bp.blogspot.com/-_DplTyPlb0M/VRUSym1ygjI/AAAAAAAAsvw/PIr_nVcCPjo/s800/space_chakurikusen.png
http://1.bp.blogspot.com/-1cnQmcUQx1k/VEETPoyonKI/AAAAAAAAocA/oYsPIODi8-c/s800/akachan_dakko.png


「スカイスクリューをつくろう！」 
 

4月 22日（土）・23日（日） 
   
時間：①  9:30     ②10:45     ③13:15 
            ④14:00    ⑤15:00 
 

定員 ： 各回限定２０名 ※９:００～整理券配付  
 

料金 ： 入館料のみ 
 

会場 ： １階みんなの工作室 
 
※お好きな時間をお選びいただけます 

科学技術週間 
工作教室 

  当館インストラクターによる 
  身近なものを使った楽しい実験教室 
 

4月16日（日）／4月30日（日） 
  

 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 

日時 ：4月29日（土） ～5月28日（日） 
 
内容：アポロ計画で採取された本物の「月の石」、将来の月面探査ローバー、 
    これからの宇宙開発に関するパネルの展示など 
 
対象 ：幼児～一般  
 
料金 ：無料 （有料ゾーンにも一部展示があります） 
 
会場： 多目的ホール（無料ゾーン）・ １階展示室（有料ゾーン）   

http://cosmoland.miyabunkyo.com/
http://cosmoland.miyabunkyo.com/
mailto:msc03@cosmoland.jp
http://2.bp.blogspot.com/-O7FUyboA6DU/Uab31lSSIWI/AAAAAAAAUWQ/qCyTYv_V24I/s800/kurodenwa.png
http://1.bp.blogspot.com/-743CsEZQtVY/VZt5iO26UKI/AAAAAAAAu74/uh9nkZWqkns/s800/space_LRV_moon_buggy.png


館内案内、展示物やプラネタリウムの解説、 
外国からのお客様への対応、イベント対応 

など、ボランティアとして当館の運営に参加して
くださる方を募集しています。 

申込方法や参加資格、業務内容等の詳細は、
当館ホームページをご覧ください。 
 
＜第1回 運営ボランティア説明会＞ 
 
日時：4月16日（日） 
 
場所：1階 多目的ホール 
 
※初めて参加される方は事前にご連絡ください。 

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 ： 4月11日（火） 
     10：00～10：30 
 
対象 ： 入館された方ならどなたでも 
 
料金 ： 展示室の入館料のみ 
 
会場 ： 3階プラネタリウムホール 

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 ■発明クラブ       msc03@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。 

申込方法 

キッズ アワー 

内容 ： プラネタリウム1回目の投映が子供向けにチェンジ！！ 
    子ども向けの星空解説（テーマ：星空ミュージアムの入園式）とプラネタリウム番組「こぐま座の     
    ティオ」をお送りします。 
 
日時 ： 4月30日（日） 
    プラネタリウム １回目  11：00～11：50 
 
対象 ： 入館された方ならどなたでも 
 
料金 ： プラネタリウム込の入館料 
 
会場 ： 3階プラネタリウムホール 
 
※4/30  ２回目（13:10～）以降の投映は通常投映です。   

運営ボランティア募集！！ 



宮崎科学技術館 発明クラブ員募集！！ 申し込み 
  必要 

◆名称 
 宮崎少年少女発明クラブ 
 
◆主な内容 
 基礎工作（基礎知識・工具の使い方）、アイ ディア工作（発明、くふう展出展の作品）の製作、 
 応用工作（木工・金属加工・電気工作）、外部講師を招いてのものづくり教室など 
  
◆対象 
 原則として、宮崎市・国富町・綾町の小学4年生から中学生 
 ※1年間を通した活動です。ものづくりに興味・関心があり、原則として、第2・第4土曜日の2時間半の活動に継  
   続的に参加できることが条件になります。 
 
◆活動日 
 原則として、5月～1月までの第2・第4土曜日（20日程度） 
 ※活動日は変更の場合もあります。 

  
◆活動時間 
  13:30～16:00 
 
◆活動場所 
 宮崎科学技術館 1階 みんなの工作室 
 
◆参加費 
 友の会入会費（年間2000円）＋活動費（年間2000円） 

 ※活動初日に（開校式の日）に集金させていただきます。 
 
◆申込方法 
 下記①～⑩を記入の上、申込用紙（館内配布）をFAXまたは 
 ご持参いただくか、E-mailでお申込みください。 
 
     ①「発明クラブ希望」と明記 
     ②氏名  
     ③学校名・学年  
     ④保護者名 
     ⑤住所  
     ⑥電話・FAX番号  
     ⑦発明クラブ参加に対する決意 
    ※⑦発明クラブ参加に対する決意の記載がない場合は、受付できない場合があります。 
    ※年齢、学年は平成29年4月1日現在で記入してください。 
 
◆申込期間 平成29年3月1日（水）～4月9日（日）必着 
 
◆その他 
 開講式（5/13）と閉講式（1/20）には保護者同伴でご参加ください。 
 



※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。 
※４月３０日（日）の１回目の投映は、通常投映ではありませんのでご注意ください。２・３・４回目の投映は通常通りです。 

４月７日（金）～４月１５日（土）   

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 

火～金曜 

11：00 13：30 15：00 

妖怪ウォッチ 鷹の爪 紙兎ロぺ  
 

土曜 

11：00 13：30 15：00 

妖怪ウォッチ 宇宙兄弟 鷹の爪 

日曜・祝日 

11：00 13：10 14：20 15：30 

鷹の爪 妖怪ウォッチ 紙兎ロぺ 宇宙兄弟 

４月１６日（日）～４月３０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 
ナットのスペース
アドベンチャー 

 
 

土曜 

11：00 13：30 15：00 

妖怪ウォッチ 
ナットのスペース
アドベンチャー 

宇宙兄弟 

日曜・祝日 
4/16 4/23 

11：00 13：10 14：20 15：30 

妖怪ウォッチ 鷹の爪 
ナットのスペース
アドベンチャー 

宇宙兄弟 

日曜・祝日 
4/30 

こぐま座のティオ 
[キッズアワー] 

妖怪ウォッチ 
ナットのスペース
アドベンチャー 

宇宙兄弟 



◆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～ 

©LEVEL-5/妖怪ウォッチプロジェクト・テレビ東京 

©DLE/EXPJ 

○4月の休館日3日（月）、10日（月）、17日（月）、24日（月）、28日（金） 
○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 

◆ナットのスペース 

  アドベンチャー   

◆こぐま座のティオ 

 


