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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～

ｖ

えほんの読み聞かせ inライブラリー

１２：１０～１２：４０

星空と音楽の夕べ

Ｐａｒｔ１１４

１８：３０～２０：３０

南極の氷贈呈式

１３：００～１４：００

命の科学フェア

１０：００～１５：００

申

申

プラネタリウム親子

学習教室（小４）

１８：３０～２０：００

申

プラネタリウム親子

学習教室（小６）

１８：３０～２０：００

七夕かざり

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：３０

生きがい科学館

「豆腐づくり」

９：３０～１１：３０

申

シャボン玉で

遊ぼう！

①１２：００～

②１４：１０～

ギーギーぜみ

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：３０

すいすいパソコン

１３：３０～１６：００

自由研究

サポート教室

申 申

自由研究

サポート教室 青少年のための科学の祭典2017

7/28～7/30

ｖ

ｖ

ｖ

南極パネル展 7/1～7/21

EVENT  

CALENDAR 

宮崎科学技術館へ 

ようこそ！ 

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～ 

ｖ 

絵本の読み聞かせ in ライブラリー 
１２：１０～１２：４０ 

星空と音楽の夕べ
Ｐａｒｔ１１４ 
１８：３０～２０：３０ 

南極の氷贈呈式 
１３：００～１４：００ 

ダ・ヴィンチ工房 
「３Ｄ万華鏡を 
       つくろう」 
１３：３０～１５：３０ 
 

 命の科学フェア 
 ９：３０～１６：００ 

申 

プラネタリウム親子 
学習教室（小４） 
１８：３０～２０：００ 

プラネタリウム親子 
学習教室（小６） 
１８：３０～２０：００ 

七夕かざり 
９：３０～１１：３０ 
１３：００～１５：３０ 

 生きがい科学館 
  「豆腐づくり」 
 ９：３０～１１：３０ 

シャボン玉で 
あそぼう！ 
①１２：００～ 
②１４：１０～ 

ギーギーぜみ ９：３０～１１：３０ 
         １３：００～１５：３０ 

すいすいパソコン 
１３：３０～１６：００ 

自由研究 
サポート教室 

自由研究 
サポート教室 青少年のための科学の祭典2017 

7/28～7/30 
 

ｖ 

ｖ 

ｖ 

南極パネル展  7/1～7/21 

7/28～7/30 青少年のための科学の祭典 
 2017 宮崎大会 

  
  

  

  
場所：1階多目的ホール・楽しい実験室 

        ・みんなの工作室ほか 
料金：展示室のみ無料 
   プラネタリウムは料金が必要 

[大人]210円[子ども]100円 

人体の科学・防災の科学 
2種類の体験ブースがやってきます！ 
「命」について考えてみませんか？ 
■時間 10：00～15：00 

   ■場所 多目的ホール・みんなの工作室 
  

  

7/23 命の科学フェア 
  

楽しくて不思議な体験ができるたくさんの 
「科学の出店」が並びます！ 
この３日間は展示室が無料！ 
プラネタリウムもいつもより 
お得に見ることができます。 
  

  

７/２２（土）から平日もプラネタリウムは 
4回投映！（夏休み期間特別投映） 
新番組 
「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検３」の
投映を開始します！ 
お楽しみに～♪ 

    
  
(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 

このマークは申込みが 
必要なイベントです 

申 
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  プラネタリウムが映し出す美しい星空と楽しい音楽を家族そろってお楽しみください。 
  晴天時は、終演後玄関前で天体観望会を行います。   

 

■日時 7月8日（土）18：30～20：30 
 

■内容  ［第１部］ 星の話 
         「宙をめぐり宇宙を見つめる基地」 
         語り：山内 誠 （宮崎大学工学教育研究部 教授） 
     
      ［第２部］ CDコンサート 
         「ラブソングをあなたへ」   
         選曲/解説：井手 茂貴 （宮崎市民文化ホール名誉館長兼アートディレクター） 
    
      ［第３部］ ライブコンサート 
         「きらきらコラボレーション～村上三絃道＆モリミキ～」 
         出演：村上由哲／村上由宇月／モリミキ 
 

■対象 ：中学生～一般（定員240人）  
 

■料金 ：500円 （当日券：600円） 
  前売券は、6/1（木）から7/7（金）まで、下記で販売します。 
  なお、当日券は当館のみで17:30から販売します。 
 

【チケット販売場所】 
  宮崎科学技術館、宮崎市民プラザ、宮崎山形屋、宮交シティ 
  メディキット県民文化センター、みやざきアートセンター 

青少年のための科学の祭典 
２０１7 宮崎大会 

 最新の科学技術から、身近な科学実験まで体験ブースが数多く出展されます。 
 夏休みの自由研究のヒントになるような科学に関する工作や実験を楽しむことができます。 
 
日時 ： 7月28日（金）～30日（日） 9：30～16：30 ※休憩は各ブースで適宜入ります。 

     ※ブースによっては、整理券（当日配布）が必要なものもあります。 
 
料金 ： 1階、2階の展示室は無料  
     ※プラネタリウム観覧は別途料金が必要です。おとな210円、こども100円 
 
会場 ： 1階多目的ホール・たのしい実験室・みんなの工作室ほか 
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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 ○月○○教室係 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：■ﾊﾟｿｺﾝ講座    msc09@cosmoland.jp  
       ■生きがい科学館 msc14@cosmoland.jp  
       ■自由研究サポートmsc03@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 

7月 2日（日）七夕かざり 
7月17日（月・祝） ギーギーぜみ 
  
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とも同じ内容です。 
 
対象 ： 入館された方ならどなたでも 
料金 ： 入館料のみ 
会場 ： １階みんなの工作室 

なんでもサイエンス 

「塩のパワーで？！ 
     ひんやりシャーベット」 
 
日時 ：7月9日（日） 
    ①12：00～12：30 
    ②14：30～15：00 
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 
 
 
 

当館スタッフによる楽しい実験ショー♪ 

申込み 
  必要 JSC（科学技術館の教育ボランティア 

団体）による大人向けの科学教室 
 

 

内容 ：豆腐づくり 
 

日時 ：7月5日（水） 9：30～11：30 
 

対象 ： 一般の方 20名 
 

料金 ： 無料 
 

会場 ： 1階たのしい実験室 
 

※往復はがき、電子メール、FAXのいずれかで 
 お申し込みください。10日前必着 

JSC生きがい科学館 

えほんの読み聞かせ 
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 ： 7月11日（火）  10：00～10：30 
 

対象 ： 入館者ならどなたでも 
 

料金 ： 入館料のみ 
 

会場 ： 3階プラネタリウムホール 

 

 内容 ：極地研から本物の南極の氷が寄贈されます。 
 日時 ：7月9日（日） 13：00～14：00 
 

 対象 ： どなたでも 
 

 料金 ： 無料 
 

 会場 ： 1階多目的ホール 
 

 「 シャボン玉で遊ぼう！」 
 
日時 ：7月16日（日） 
    ①12：00～12：30 
    ②14：10～14：40 
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 
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命の科学フェア 

人体

血圧測定、気道確保体験、心臓マッサー
ジ体験、AED体験などを行うことができる

ブースが並びます。 
 

防災
防災グッズやパネル、非常食の展示をし
ます。また、身近なものを使った防災グッ
ズ工作教室や起震車の体験コーナーも

あります。 
 

※起震車の体験13:00～ 

7月23日（日） 10：00～15：00 
“人体の科学”と“防災の科学”2種類の体験ブースを通して「命」について考えてもらうイベントです。   

たくさんの体験ゾーンを回ってスタンプを集めましょう！ 

夏休みの自由研究を当館スタッフがお手伝いします。 
 

日 時 ：①7月26日（水）  ②7月27日（木） ③8月  3日（木） 
 

時 間 ： 午前の部 10：00～12：00 
      午後の部 13：00～15：00   
       ※時間内はいつでも参加できます。 
 

対 象 ： 自由研究に次のような悩みを持つ小中学生 
    「どんなことに取り組めばいいのかなぁ？」、 
    「どんな実験や観察をすればいいの？」など 
 

支援員：宮崎科学技術館学習指導員及び 教育ボランティア 
 

料 金 ：無料  
    ※ほかの展示物やプラネタリウムの観覧には別途料金が必要 
 

会 場 ：1階 みんなの工作室、たのしい実験室 
 

申込方法：往復はがき・FAX・電子メールの 
        いずれかでお申し込みください。 
                 ①・②7月16日 （日）③ 7月25日（火）必着 
 
①自由研究サポート教室 ②参加者氏名 ③学校・学年 
④保護者名 ⑤住所 ⑥電話・FAX番号  
⑦参加希望日・時間帯（午前or午後）  
⑧相談したい内容（できるだけ具体的に）  
 
 
 

申込み 
  必要 

申込み 
  必要 

プラネタリウム 
親子学習教室 

 
日時：【小学4年生向け】 
                7/  1(土）18:30～20:00 
   【小学6年生向け】 
                 7/ 2(日）18:30～20:00 
 

内容：プラネタリウムで学習解説 
         学習番組の投映 
         天体観望会 
 

料金：無料  
          ※１・２階の展示室の観覧はできません 
 

対象：宮崎市・国富町・綾町に在住の 
         小学生とその家族 
            ※対象学年以外の児童も参加可能です 
 

定員：各回先着240名 
 

申込方法：往復はがきに下記の①～④の 
               必要事項を明記の上、 
               郵送してください。 
①「プラネタリウム親子学習教室●年生向け」 
②参加希望日 
③参加者氏名・年齢（全員分） 
④電話番号 

※内容が変更する場合もあります。予めご了承ください。 
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申込み 
  必要 

 

 ※受講料は、開講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。  
    締切りは、各講座の締切日必着。申込み多数の場合は抽選となります。 
 ※一般を対象とした講座には、お子様の同伴はご遠慮ください。 
 ※会場は1階パソコン室です。 

お知らせ文書を作ろう！（全２回） 
内容：文章作成ソフトＷordを使って イベントのお知らせ文書をつくろう 
 

日時：7月23日（日）・30日（日） 
 

対象：友の会に入会している一般の方16名 
 

料金：受講料200円 
 

締切：7月13日（木） 

７月１日（土）～７月２１日（金） 

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 

火～金曜 

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 
 
 

土曜 

11：00 13：30 15:00 

妖怪ウォッチ ポケットモンスターXY 宇宙兄弟 

日曜・祝日 

11：00 13：10 14：20 15：30 

妖怪ウォッチ ポケットモンスターXY 妖怪ウォッチ 宇宙兄弟 

夏休み期間 特別投映   ７月２２日（土）～７月３０日（日） 

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 

火曜～日曜 

11：00 13：10 14：20 15：30 

【新番組】ドラえもん３ 妖怪ウォッチ ポケットモンスターXY 宇宙兄弟 

※夏休み期間中は、投映番組の変更はありません。 
※投映は、星空解説＋一般番組の約50分間の投映です。 

※火～金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。 



○7月の休館日 3日（月）、10日（月）、18日（火） 、24日（月）、31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。 
 
 
 
 
宮崎科学技術館 
〒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 

7
月
22
日
か
ら
投
映
開
始
★ 
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