
宮崎科学技術館へ
ようこそ！

(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

6/２（火）～6/21（日） 第1２回 地球を守ろう！環境展

6/21（日）部分日食観察会

「海と生きものと私たち」「化学物質と上手につきあおう！」をテーマに
命や自然の恵みについて考えるパネル展。
期間中の土日にイベントを実施します♪

会場 １階多目的ホール

日食グラスを使って、部分日食をみなさんで
観察します！

会場：宮崎科学技術館横 中央芝生広場

■申込みが必要なイベント

6/13（土）ダ・ヴィンチ工房「手作り望遠鏡」
（小4～中３ 20名）

6/13（土）星空教室③「部分日食直前！
日食を徹底解明！」

（幼児～一般 先着80名）
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ダ・ヴィンチ工房
「手作り望遠鏡」

１３：３０～１５：３０

チャレンジサイエンス

「ストローとんぼ」

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：３０

申

ｖ

すいすいパソコン
【プログラミング教室］

１３：１５～１６：２０

えほんの読み聞かせ in ライブラリー

１２：１０～１２：４０

星空教室③

１９：３０～２１：００

なんでもサイエンス

①１２：００～

②１４：３０～

チャレンジサイエンス

「七夕かざり」

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：３０

地球を守ろう！環境展 6/2～6/21

不思議なサイエンスショー

「溶液の色の
変化を楽しもう」
①１２：００～

②１４：１０～

部分日食観察会

１５：３０～１８：３０

キッズアワー

１１：００～１１：５０ キッズアワー

１１：００～１１：５０

すいすいパソコン

１３：３０～１６：００

キッズアワー

１１：００～１１：５０

地球を守ろう！環境展 6/2～6/21

申

南極パネル展 6/30～7/12
ｖ



申込み
必要

テーマ
「部分日食直前！日食を徹底解明！！」
・日食についての学習
・当日の星空のみどころ紹介
※雨天・曇天の場合、観望会は中止します。

日時： 6月13日（土）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、
申込みを締め切ります。

第３回 星空教室

日時： 6月２日（火）～6月2１日（日）9：00～16：30

内容：「海と生きものと私たち」をテーマに命や自然の恵み
について考えるパネル展。週末には環境教室を開催！

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。

会場： 1階 多目的ホール

※材料がなくなりしだい終了します。

○ 6月の休館日
1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、29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。

食の始まりは16：01 食の最大は17：12
安全な観察方法で、日食の観察を行います！

次の日食は、2023年4月20日！

日時： 6月21日（日） 15：30～18：30

対象：どなたでも

料金 ：無料

会場：宮崎科学技術館横 中央公園 芝生広場

※曇天・雨天の場合は中止

6月6日（土）・6月7日（日）
9：30～15：30

リサイクル工作教室

6月13日（土）・14日（日）・20日（土）
9：30～15：30

新聞紙スリッパづくり



ＪＳＣ不思議なサイエンスショー

JSC（科学技術館の教育ボランティア団体）による
身近な科学現象をテーマにした実験ショー

内容：溶液の色の変化を楽しもう

日時： 6月14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

6月21日（日）
「 蛍光インクのふしぎ 」

時間：①12：00～12：30
②14：30～15：00
※①、②とも同じ内容です。
※各回限定10組

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

チャレンジサイエンス

内容： 6月 7日（日） 「ストローとんぼ」

6月 28日（日） 「七夕かざり」

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： 手作り望遠鏡

日時： 6月13日（土）
13：30～15：30

対象： 小学4年生から中学生まで
先着20名

料金： 500円

会場： １階みんなの工作室

※電子メール、FAX、往復はがき、直接持参の
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、
申込みを締め切ります。

ダ・ヴィンチ工房
申込み
必要



日時： 【小学6年生向け】
6月 5日（金）、6月 6日（土）

【小学4年生向け】
6月27日（土）、6月28日（日）
※すべて18：30～20：00

内容： プラネタリウムでの学習解説
学習番組の投映
天体観望会

対象： 宮崎市・綾町・国富町に在住の
対象学年とその家族
※対象学年以外の方も参加可能です。

定員： 各回 先着240名

料金： 無料

会場： 3階 プラネタリウムホール

※往復はがきでお申込みください。

申込み
必要

プラネタリウム
親子学習教室

宮崎科学技術館
（全般）重山 （プラネタリウム・パソコン）安達
〒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： 「 たなばたのおほしさま 」

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、
泣いても笑っても大丈夫♪そのあと
お子様向けのプラネタリウム番組の上映

日時： 6月10日（水）
13日（土）
14日（日）

11：00～11：50
※3日間、同じ内容です。

対象：入館された方ならどなたでも

定員： 各回80名

料金：プラネタリウム込みの入館料
【大人】 760円

【子ども】 310円 ※3歳以下無料

会場： 3階 プラネタリウムホール

偶数月(６月、１０月、１２月、２月）の
第２週（水・土・日）は、
プラネタリウムで

お子様向けのイベントが始まります☆

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
■ダ・ヴィンチ工房

msc15@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

6月のプラネタリウム
親子学習教室は

10月に延期いたします。

http://cosmoland.miyabunkyo.com/
mailto:msc02@cosmoland.jp
mailto:msc07@cosmoland.jp
mailto:msc15@cosmoland.jp


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？

◆名探偵コナン

星影の魔術師
★番組は、星空解説＋一般番組の約50分間の投映です。

※の回は、団体利用がある際に番組の変更や満席の場合がありますので電話でお問合せください。
● 新型コロナウイルスの感染状況によっては変更となる場合がございます。 ●

◆えんとつ町のプペル

◆ポケットモンスター

プラネタリウム

サン&ムーン

◆忍たま乱太郎の宇宙大冒険

Withコズミックフロント☆NEXT

月ウサギがクレーターをかけるの段

◆こぐま座のティオ

星空だいぼうけん

©Akihiro Nishino Yoshimotokogyo

©尼子騒兵衛/NHK・NEP NASA/JHUAPL/SwRI ©コニカミノルタプラネタリウム

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

日 曜日 11:00～11:50 13:10～14:00（日・祝） 13：30～14：20 14：20～15：10（日・祝） 15:00～15:50 15：30～16：20（日・祝）

1 月 休館日

2 火 ポケットモンスター ※ 名探偵コナン１ ※

3 水 ポケットモンスター ※ 名探偵コナン１ ※

4 木 ポケットモンスター ※ 名探偵コナン１ ※

5 金 ポケットモンスター ※ 名探偵コナン１ ※

6 土 ポケットモンスター 名探偵コナン１

7 日 ポケットモンスター 名探偵コナン１

8 月 休館日

9 火 ポケットモンスター ※ 名探偵コナン１ ※

10 水 キッズアワー（忍たま乱太郎２） えんとつ町のプペル ※

11 木 ポケットモンスター ※ 名探偵コナン１ ※

12 金 ポケットモンスター ※ えんとつ町のプペル ※

13 土 キッズアワー（忍たま乱太郎２） 名探偵コナン１

14 日 キッズアワー（忍たま乱太郎２） 名探偵コナン１

15 月 休館日

16 火 調整中（6月16日以降のスケジュールは決定次第、こちらでご案内いたします。）

17 水 調整中

18 木 調整中

19 金 調整中

20 土 調整中

21 日 調整中

22 月 休館日

23 火 調整中

24 水 調整中

25 木 調整中

26 金 調整中

27 土 調整中

28 日 調整中

29 月 休館日

30 火 調整中

●新型コロナウイルスの
感染拡大防止の観点から、
投映回数（1日2回）および
定員（80名）を変更して投映
しております。


