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えほんの読み聞かせ

in プラネタリウム

１０：００～１０：３０

なんでもサイエンス

①１２：００～

②１４：３０～

星空さんぽ

inプラネタリウム

１９：００～２０：００

申

おはよう

月の観望会

９：３０～１０：３０

チャレンジサイエンス

キーホルダー

９：３０～１１：３０
１３：００～１５：３０

自由研究

サポート教室

ｖ

スターフェスティバル 8/2～8/31

ｖ

なんでもサイエンス

①１２：００～

②１４：３０～

チャレンジサイエンス

キーホルダー

９：３０～１１：３０
１３：００～１５：３０

チャレンジサイエンス

キーホルダー

９：３０～１１：３０
１３：００～１５：３０

ダ・ヴィンチ工房

「水ロケット」

１３：００～１５：３０

キッズ

プラネタリウム

１０：００～１０：３０

不思議なサイエンスショー

「超低温で起こる
いろいろな現象」
①１２：００～

②１４：１０～ キッズアワー１１：００～１１：５０

えほんの読み聞かせ in ライブラリー

１２：１０～１２：４０

星空教室④

１９：３０～２１：００

スターフェスティバル 8/2～8/31

スターウォッチング

inまちなか

１９：００～２１：００

おはよう

月の観望会

９：３０～１０：３０

おはよう

月の観望会

９：３０～１０：３０

開館記念日

全館無料開放

申

申

申

若草通り

「街市」出展

EVENT  

CALENDAR 

宮崎科学技術館へ 

ようこそ！ 

このマークは申込みが 
必要なイベントです 申 

天文教室：サイエンスカフェ＋天体観望会 
【日時】 8月 6日（日）18：30～20：30 
【対象】 小学生～一般 先着50名 
【参加費】100円 

【内容】宮崎のお天気博士 野田俊一郎さんがやって
きます！飲み物片手にお天気の不思議を楽しく学び
ます♪ 
 

 
 

ダ・ヴィンチ工房：水ロケットづくり 
【日時】 8月18日（金）13：00～15：30 
【対象】 小学4年生から中学3年生 先着20名 
【参加費】500円 
【内容】ロケット打ち上げの秘密に迫りながら、 
水ロケットを作成して、隣の公園で飛ばしてみます！ 
ロケット打ち上げ時の音響体験も実施！ 
 

今年の8月2日（水）で当館は開館30周年を迎えます！ 
そこで日頃の感謝の気持ちを込めまして、 

全館無料開放いたします！ 
この日は、プラネタリウムも展示室も無料☆ 
ぜひ、お友達、ご家族で 
科学館へ遊びに来てください！ 
 
【日時】8月2日（水） 9：00～16：30 
 

■申込方法 詳細は３ページをご覧ください。 
     以下の方法でお申込みください 
     メール msc07@cosmoland.jp 
                FAX        0985-23-0791 
                当館HPの申込フォームに入力 

  
(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 

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 

入館料 

 

月 

申込み 
  必要 
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8月2日（水） ギーギーせみ 
 

8月13日（日）、14日（月）、20日（日） キーホルダー 
 
時間： 午前の部  9：30～12：00（受付11：30まで） 
      午後の部 13：00～16：00（受付15：30まで） 
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 
 

内容 ：天体写真やテーマに関するパネルの展示などを行います。 
    期間中には工作教室など楽しいイベントがいっぱい！天文教室のあとには 
    天体観望会も計画しています！申込みが必要な教室もありますので 
    詳しくはHPまたはｆacebook、スターフェスティバルのチラシをチェック！ 
 

日時 ： 8月2日（水）～8月31日（木） 9：00～16：30 
 

対象 ： 幼児から一般 
 

料金 ： 無料（※展示室やプラネタリウムをご覧になる際は料金が必要です。） 
 

会場 ： 1階多目的ホール 

８/２ 開館記念日  
無料開放します！！  

8月  6日（日）    「まわして作る？！シャボン玉」 
8月15日（火）    「水を吸う！？ 
                 ふしぎなプラスチック」  
     

     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 
                 ※各回 限定16組 
 
     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 
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内容 ：科学技術館を飛び出して、街の中で 
    天体観測を行います。 
 

日時 ： 8月  5日（土） 
    19：00～21：00 
 

料金 ： 無料 
 

会場 ： 橘通3丁目交差点交番前広場      
        （MRTテラス前） 
    

申込方法 
各講座の申込みは、下記の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：■スターフェスティバル関連教室 msc07@cosmoland.jp 
          ■星空教室  msc07@cosmoland.jp 

このマークのある
教室は、事前申
込みが必要です。
原則として、締切
は10日前とします。 

申込み 
  必要 

   望遠鏡で夜空を観察してみませんか？ 
 

内容 ：当日の 星空の解説、天体観望会 
   ※雨天・曇天の場合、観望会は中止し、 
      太陽儀づくりをします。 
 

日時 ： 8月11日（金・祝）19：30～21：00 
 

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投稿フォーム 
       のいずれかでお申込みください。 
  ※申込締切は、開催日の前日です。 

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 ： 8月8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 星空教室 ④ 

えほんの読み聞かせ 
inプラネタリウム 

 
内容 ：青空に見えるお月様を望遠鏡で観察します！ 
     自由研究にもおすすめ！ 
 
日時 ： 8月17 日（木）・18日（金）・19日（土） 
    9：30～10：30 
 
料金 ： 無料 
 
会場 ： 宮崎科学技術館 正面玄関前 

キッズプラネタリウム 

内容：小さなお子様を対象にした星空のお話 
    です。この時間は少し明るめのホールで、 
    お子様が泣いても笑っても大丈夫です。 
 

日時：8月24日（木） 
      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 

ＪＳＣ不思議なサイエンスショー 

内容 ：超低温で起こるいろいろな現象 
日時 ： 8月27日（日） 
     ①12：00～12：30 
     ②14：10～14：40 
    ※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 

スターウォッチング 
ⅰn まちなか 

おはよう月の観望会 

申込み 
  必要 
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日時 ： 8月12日（土） 19：00～20：00 
 
 

内容 ：星と星を結んでできる星座の中には動物が   
    いっぱい！今回は星空動物園へみなさまを   
    ご案内いたします。 
       ※終了後、屋外で天体観望会を行います。 
 
対象 : 子どもから大人まで  240名 
 
料金 ： 前売り券400円(当日券500円） 3歳以下無料 

     チケットは当館インフォメーションで販売 
 ■友の会～7月 1日（土）先行発売     
 ■一般～  7月 8日（土）発売 
 
会場 ： 3階プラネタリウムホール  

星空さんぽ 
 in プラネタリウム 

【宮崎発】ほしぞらどうぶつえん行き  

キッズアワー 

内容 ： プラネタリウム1回目の投映が 
     子ども向けにチェンジ！！ 
     子ども向けの星空解説と 
    プラネタリウム番組「むしむし星空大行進」を 
    お送りします。 
 

日時 ： 8月27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 ： プラネタリウム込みの入館料 
 

会場 ： 3階プラネタリウムホール 
 

※当日 ２回目（13:10～）以降の投映は通常投映です。 
   
  ★今後のスケジュール 10/29   12/24   2/25   

８月１日（火）～８月３１日（木）  

毎日 
 

※下記の日程
を除く 

①11：00 ②13：10 ③14：20 ④15：30 

ドラえもん 妖怪ウォッチ ポケットモンスターXY 
 

宇宙兄弟 
 

8/2 
開館記念日 

①9:30 ②10:30 ③11:30 ④12:30 ⑤13:30 ⑥14:30 

ドラえもん 妖怪ウォッチ ドラえもん 妖怪ウォッチ ドラえもん 妖怪ウォッチ 

8/13～   
8/15 
お盆期間 

①9:50 ②11:00 ③13:10 ④14:20 ⑤15:30 

ドラえもん 妖怪ウォッチ ドラえもん 
ポケット 

モンスターXY 
宇宙兄弟 

8/27 
キッズアワー

の日 

①11:00 ②13:10 ③14:20 ④15:30 

むしむし星空大行進 
[キッズアワー] 

ドラえもん 妖怪ウォッチ 
 

宇宙兄弟 

８月のプラネタリウムのご案内 
夏休み期間 毎日４回投映！お盆期間は特別5回投映！！ 

※当日夜９時の星空解説＋一般番組で、約５０分間の投映です。 
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○8月の休館日 7日（月）、21日（月）、28日（月）  ※8月14日（月）は開館 
 

○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。 
 
 
 
 
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 

お願いとお知らせ 

◆妖怪ウォッチ 
 プラネタリウムは 

     星と妖怪がいっぱい！   

©LEVEL-5/妖怪ウォッチプロジェクト・テレビ東京 

◆宇宙兄弟 
  ～一点のひかり～ 

◆ポケットモンスターXY 

  宇宙の破片   

◆ドラえもん 
 宇宙ふしぎ大探検３ 

◆むしむし星空大行進 
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