
新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、今年度はこどもの日
無料開放は中止とさせていただき、
通常開館（有料）となります。

(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

5/5（水・祝）
科学とあそぼう！こどもの日

○5月の休館日 6日（木）、10日（月）、17日（月）、24日（月）、25日（火）、31日（月）
○5月26日（水）は、プラネタリウムメンテナンスのため終日投映中止となります。ご了承ください。

○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ホームページや協会機関紙「まなぶ
んか」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。

申

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

えほんの読み聞かせ

in プラネタリウム
１１：００～１１：５０

絵本の読み聞かせ

in ライブラリー

１２：１０～１２：４０

チャレンジサイエンス

「ミニこいのぼり」
９：３０～１２：００

１３：００～１６：００

みんなで

キラキラ星空

コンサート

１５：００～１６：００

星空教室②

１９：００～２０：３０

サイエンス

親子学習教室

１４：００～１５：３０

ダ・ヴィンチ工房

「３Ｄ万華鏡」

１３：３０～１５：３０

チャレンジサイエンス

「ストローとんぼ」
９：３０～１２：００

１３：００～１６：００

申

申

プラネタリウム

メンテナンスのため
終日投映中止

申

なんでもサイエンス

「スライムをつくろう!！」

①１２：００～
②１４：３０～

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

チャレンジサイエンス

「ストローとんぼ」

９：３０～１２：００

１３：００～１６：００

ＪＳＣ不思議なサイエンスショー

「 シャボン玉であそぼう！ 」
①１２：１０～

②１４：３０～

皆既月食観察会

１９：００～２１：００

なんでもサイエンス

「バスボムづくり」
①１２：００～

②１４：３０～

なんでもサイエンス

「黒い板のひみつ」

①１２：００～

②１４：３０～



回 星空

５月５日（水・祝）
科学とあそぼう！こどもの日 イベント情報

～こどもの日スペシャル～

宮崎科学技術館 （全般）重山 （プラネタリウム）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

３階 プラネタリウム

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度はこどもの日の

無料開放は 中止 とさせていただき、通常開館（有料）となります。

申



なんでもサイエンス

チャレンジサイエンス

サイエンス親子学習教室
申 申



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：シャボン玉であそぼう！

日時： 5月5日（水・祝）
①12：10～12：40
②14：30～15：00
※①、②とも同じ内容です。

対象：どなたでも

料金：無料

会場： １階 多目的ホール

内容： 3D万華鏡

日時： 5月15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、直接持参のいずれかでお申込み
ください。
※ただし定員になり次第、締め切らせていただきます。

ダ・ヴィンチ工房

内容： 天文現象「皆既月食」の観察会

日時： 5月 26日（水）
19：00～21：00

料金： 無料

会場： 科学技術館横 ロケット広場

各講座の申込みは、講座ごとに指定された方法でお申込みください。

メールアドレス ■星空教室 msc07@cosmoland.jp
■ダ・ヴィンチ工房 msc15@cosmoland.jp

このマークのある教室は、
事前申込みが必要です。

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
せと子ども向けの星の話を行います。

日時： 5月12日（水） 11：00～11：50

対象：入館された方ならどなたでも

料金：入館料のみ（3歳以下無料）

会場 ： 3階プラネタリウムホール

宮崎科学技術館
ホームページ

申

申

【皆既月食】

太陽－地球－月が、一直線にならんだ時に見られる現象で
地球の影の中を月が通過する時に欠けていく様子や、赤銅
色の月が見られるよ☆

欠けていく月 赤銅色の月

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？

５月のプラネタリウムのご案内

★投映は、星空解説＋一般番組の約50分間です。5月5日（水・祝）のみ、４回投映となります。

ノーマン・ザ・スノーマン１

©TAIYO KIKAKU co.,ltd. ／ EXPJ, Ltd 

忍たま乱太郎

©尼子騒兵衛/NHK・NEP

宇宙兄弟

©小山宙哉・講談社/読売テレビ・A-1 Pictures

●※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拡大防止の観点から、投映回数および定員（140名）を変更して投映しております。
●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。
●チケット販売は投映開始の１０分前までです。時間を過ぎての入場・返金は行っておりません。予めご了承ください。

日 曜日 11:00～11:50 13：30～14：20 15:30～16:20

1 土 宇宙兄弟

2 日 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

3 月 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

4 火 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

5 水 子どもの日特別投映

6 木

7 金 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ ノーマン・ザ・スノーマン１　※

8 土 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

9 日 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

10 月

11 火 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ ノーマン・ザ・スノーマン１　※

12 水 えほんの読み聞かせ 宇宙兄弟　※ ノーマン・ザ・スノーマン１　※

13 木 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ ノーマン・ザ・スノーマン１　※

14 金 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ ノーマン・ザ・スノーマン１　※

15 土 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

16 日 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

17 月

18 火 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ 忍たま乱太郎　※

19 水 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ 忍たま乱太郎　※

20 木 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ 忍たま乱太郎　※

21 金 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ 忍たま乱太郎　※

22 土 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

23 日 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

24 月

25 火

26 水

27 木 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ ノーマン・ザ・スノーマン１　※

28 金 忍たま乱太郎　※ 宇宙兄弟　※ ノーマン・ザ・スノーマン１　※

29 土 宇宙兄弟 忍たま乱太郎 宇宙兄弟

30 日 忍たま乱太郎 宇宙兄弟 ノーマン・ザ・スノーマン１

31 月

コンサート開催のため投映中止

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

機械メンテナンスにつき終日投映中止

①9:20～10:10「宇宙兄弟」　　②11:10～12:00「忍たま乱太郎」
③13:30～14:20「忍たま乱太郎」　　④15:30～16:20「宇宙兄弟」


