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星空教室⑪

１９：００～２０：３０

チャレンジサイエンス

「キーホルダー」

９：３０～１１：３０
１３：００～１５：３０

えほんの読み聞かせ in ライブラリー

１２：１０～１２：４０

すいすいパソコン

１３：３０～１６：００
なんでもサイエンス

①１２：００～

②１４：３０～

チャレンジサイエンス

「風船ロケット」

９：３０～１１：３０
１３：００～１５：３０

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～

申

チャレンジサイエンス

「風船ロケット」

９：３０～１１：３０
１３：００～１５：３０

太陽のふしぎ

3/4～3/25

サイエンストーク

１４：００～１５：３０

申

宮崎科学技術館へ
ようこそ！

■申込みが必要なイベント

3/ ４（日） サイエンストーク

「太陽のふしぎを大たんけん！
-たんけん隊長はフレア博士！-」

（小学生～一般 50名）

3/17（土）星空教室⑪「太陽と季節変化」
（幼児～一般 ８０名）

内容：太陽観測衛星「ひので」などによって
明らかにされてきた太陽の姿を
写真やイラストでご紹介。

会場：１階 多目的ホール

料金：無料
※展示室やプラネタリウム観覧には別途
入館料が必要です。

(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

EVENT CALENDAR

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

3/4（日）～3/25（日）
巡回展「太陽のふしぎ」



申込み
必要

3月21日（水・祝）
「自分でつくろう！スーパーボール」

3月25日（日）
「まわして作る！？シャボン玉」

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

テーマ
「太陽と季節変化」
・太陽と季節変化のかかわりについてのお話
・当日の星空の見どころ紹介
・天体観望会
※雨天・曇天の場合、観望会は中止します。

日時：3月17日（土）19：00～20：30

対象：幼児～一般の方 （先着80人）

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の参加申込フォームの
いずれかでお申込みください。

※申込締切りは、前日までです。定員になり次第、
申込を締め切ります。

第1１回 星空教室

チャレンジサイエンス

内容： 3月 4日（日） キーホルダー

3月11日（日）、18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階みんなの工作室

内容 ：太陽観測衛星「ひので」をはじめとする
最新鋭の観測装置によって
明らかにされてきている太陽の姿を
イラストや写真で紹介。

日時 ： 3月4日（日）～3月25日（日）
9：00～16：30

料金 ： 無料
※ほかの展示室やプラネタリウム
観覧には料金が必要です。

会場 ： 1階多目的ホール

○3月の休館日 5日（月）、12日（月）、19日（月）、
22日（木）、26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。



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大迫力の映像と
合わせて絵本の読み聞かせを行います。

日時： 3月13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

各講座の申込みは、下記の①～⑤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電話番号 ⑤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

宛先：宮崎科学技術館 ○○教室係
メールアドレス：■星空教室 msc07@cosmoland.jp

■サイエンストーク msc12@cosmoland.jp
■発明クラブ msc03@cosmoland.jp

申込方法

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

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

テーマ
「太陽のふしぎを大たんけん！

-たんけん隊長はフレア博士！-」

講師：フレア博士
国立天文台
太陽観測科学プロジェクト 専門研究員

・お話のあとは太陽観察会も行います！

日時：3月4日（日）14：00～15：30

対象：小学生～一般の方 （先着50人）

料金：無料

会場： 1階 多目的ホール

※電子メール、FAX、HPの参加申込フォーム、申込
書持参のいずれかでお申込みください。
※定員になり次第、申込を締め切ります。

サイエンストーク

申込み
必要
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◆名称
宮崎少年少女発明クラブ

◆主な内容
アイディア工作（発明くふう展出展の作品）の製作、基礎・応用工作（基礎知識・工具の使い方・
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（開講式の日）に集金させていただきます。

◆申込方法
下記①～⑥を記入の上、電子メール、Fax、直接持参のいずれか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・連絡先（電話・FAX・E-mail）
⑥発明クラブ参加に対する決意（本人・保護者）各100字程度
※⑥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30年4月1日時点で記入してください。

◆申込開始日 平成30年3月1日（木）から

◆申込締切 平成30年4月 8日（日）必着

◆その他
開講式（5/12）と閉講式（1/19）には保護者同伴でご参加ください。

宮崎科学技術館
平成30年度発明クラブ員募集！！

申し込み
必要



直径27mの世界最大級ドームで満天の星空を眺めてみませんか？

３月１日（木）～３月２５日（日）

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

火～金曜

11：00 13：30 15：00

ドラえもん ちびまる子ちゃん
ノーマン・ザ・
スノーマン

土曜

11：00 13：30 15：00

妖怪ウォッチ ちびまる子ちゃん
ノーマン・ザ・
スノーマン

日曜・祝日

11：00 13：10 14：20 15：30

ちびまる子ちゃん
ノーマン・ザ・
スノーマン

ポケットモンスター
ＸＹ ドラえもん

※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。
※番組は、星空解説＋一般番組の約50分間の投映です。

◆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

◆ドラえもん
宇宙ふしぎ大探検３

◆ちびまる子ちゃん 星にねがいを

©さくらプロダクション/日本アニメーション

◆ノーマン・ザ・スノーマン

ⒸTAIYO KIKAKU co.,ltd ⓒEXPLORERS JAPAN

◆ポケットモンスターXY 宇宙の破片

そ ら はへん

３月２７日（火）～３月３１日（土）

１回目 ２回目 ３回目

火～金曜

11：00 13：30 15：00

ノーマン・ザ・
スノーマン

ちびまる子ちゃん ドラえもん

土曜

11：00 13：30 15：00

ちびまる子ちゃん ドラえもん
ノーマン・ザ・
スノーマン


