
(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

※新型コロナウイルスの今後の状況によっては、開催できない場合もございます。当館HPでご確認ください。
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31
かず先生のサイエンスショー

①１０：００～１１：００
②１３：３０～１４：３０

なんでもサイエンス
「サッカクであそぼう！」

①１２：１０～

②１４：３０～

星空と音楽の夕べ

Ｐａｒｔ１２４

１７：３０～１９：３０

えほんの読み聞かせ

in プラネタリウム
１１：００～１１：３０

生きがい科学館

「昔の竹のおもちゃ」

９：３０～１１：３０

申
チャレンジサイエンス

「七夕かざり」

９：３０～１２：００

１３：００～１６：００

南極クラス

１４：００～１６：００

チャレンジサイエンス

「ブンブンごま」

９：３０～１２：００

１３：００～１６：００

星空教室④

１９：３０～２１：００

エンジョ イサイエンスショ ー
「セロハンテープと顕微鏡で

身近な植物を見てみまショ ー！」

①１２：１０～

②１４：３０～

海の日

サイエンス
親子学習教室

１４：００～１５：３０

申

えほんの読み聞かせ inライブラリー

１２：１０～１２：４０

申命の科学フェア

（１０：００～１５：００） 親子プログラミング

体験教室
（３日間）10：00～

（１日だけ）13：30～

申

親子プログラミング

体験教室

（３日間）10：00～

（１日だけ）13：30～

申

星空教室⑤

１９：３０～２１：００

申

ドローン操作教室 申

どろだんご教室

受付開始

星空さんぽ in

プラネタリウム

１８：３０～１９：４５

申

申

夏の航空教室

オーロラ写真展 ・ 企画展「サイエンスお化け屋敷

見てみよう！科学技術映像祭 7/23～8/24

自由研究サポート教室 7/23～8/5

星空さんぽ in

プラネタリウム
１８：３０～１９：４５

親子プログラミング体験教室

（３日間）10：00～（１日だけ）13：30～

宮崎科学技術館へ

ようこそ！

申

申

チ



命の科学フェア

内容 ：「なるほど！なっとく！人体の科学」

血圧測定、心臓マッサージ体験、
ＡＥＤデモンストレーションなど
医学体験ができます。
この機会に命について考えてみませんか？

スタンプラリーも開催！

日時 ： 7月 １０日（日） 10：00～15：00

料金 ： 無料
※展示室・プラネタリウム観覧には入館料が必要です。

会場 ： 1階 多目的ホール

宮崎科学技術館 令和４年７月案内

内容 ： 南極先生による、
南極での実体験を交えたお話や
風速６０メートルの実演を予定しています。

日時 ： 7月3日(日) 14：00～16：00

対象 ： どなたでも

料金 ： 無料

※展示室・プラネタリウム観覧には入館料が必要です。

会場 ： 1階 多目的ホール

星空と音楽の夕べ Part124

日時 ： ７月 ２日（土） １７：３０～１９：３０ （開場１７：００）

【第1部】 星の話

【第2部】 CDコンサート
（選曲：森山靖之【宮崎ジュニアオーケストラ 副理事長】）

【第３部】 ライブコンサート
出演：藤川夫婦デュオ

藤川一幸（ギター）
藤川亜希（キーボード）

対象 ： 中学生～一般 ※中学生は保護者同伴で、小学生以下のお子さまのご入場はご遠慮ください。

料金 ： 600円（前売り500円）

会場 ： 3階 プラネタリウムホール

■前売り券の取り扱い 6/1（水）～7/1（金）
宮崎科学技術館/宮崎市民プラザ/メディキット県民文化センター/宮崎山形屋/宮交シティ/宮崎大学生協

※当日券は、宮崎科学技術館で当日9時より販売いたします。ただし、前売りで完売した場合、
当日券の販売はありません。

南極クラス



日時 ： 7月 ６日（水） 9：30～11：30

内容 ： 「 昔の竹のおもちゃ 」

対象 ： 一般の方 先着20名

料金 ： 100円

会場 ： 1階 たのしい実験室

6/2６（日）までに直接持参、電子メール、
FAX、Webフォーム、往復はがきのいずれか
でお申込みください。

ＪＳＣ生きがい科学館
申込み
必要

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。
後半には当館職員による星の話も‼

日時 ： 7月 13日（水）
11：00～11：30

対象 ： 入館された方ならどなたでも

料金 ： 入館料のみ（3才以下無料）

会場 ： 3階 プラネタリウムホール

7月1０日（日）

「 サッカクであそぼう！ 」

時間 ： ①12：10～12：40
②14：30～15：00
※①、②とも同じ内容です。
※各回限定16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

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。

問い合わせメールアドレス：■生きがい科学館 msc14@cosmoland.jp
■自由研究サポート教室 msc16@cosmoland.jp
■星空教室 msc08@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
ホームページ

内容： 7月 ３日（日） 「七夕かざり」

7月 2４日（日） 「ブンブンごま」

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

○ 7月の休館日 ４日（月）、11日（月）、19日（火）、25日（月）
○ カメラ・ビデオ等で撮影した当館の教室・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。

プラネタリウムデビューにどうぞ！

mailto:msc14@cosmoland.jp
mailto:msc02@cosmoland.jp
mailto:msc07@cosmoland.jp


夏休みの自由研究を当館スタッフや教育ボランティアJSCがお手伝いします！！

7月2３日（土）～8月５日（金）
午前の部 10：00～12：00 午後の部 13：00～15：00

※時間内はいつでも相談できます。ただし、事前に申し込みをした方に限ります。

対 象 ： 自由研究に悩みを持つ宮崎市・国富町・綾町の小中学生

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：電話・FAX・電子メールの
いずれかでお申し込みください。

７月２９日（金）まで

自由研究サポート教室

申込み
必要

エンジョイサイエンスショー
宮崎大学農学部の学生さんなどによる
身近な科学現象をテーマにした実験ショー

内容 ： 「セロハンテープと顕微鏡で
身近な植物を見てみまショー！」

日時 ：7 月 １７日（日）
①12：10～
②14：30～
※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

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（取り組んでみたい自由研
究のテーマなど、できるだけ具体的に）

大人気！！かず先生による
おもしろサイエンスショー

日時 ： 7月 ３１日（日）
①10：00～11：00
②13：30～14：30

内容 ： 「これが空気のパワーでショー！」

対象 ： 入館者ならどなたでも

料金 ： 無料

会場 ： 1階 多目的ホール

かず先生のサイエンスショー

■前売り券の取り扱い
６/18（土）～友の会先行販売開始
６/25（土）～一般前売り販売開始
宮崎科学技術館インフォメーション
※当日券は、宮崎科学技術館で当日9：00から閉館時間の17：30まで
販売いたします。
ただし、前売りで完売した場合、当日券の販売はありません。

不定期で開催しているプラネタリウムの特別投映。
今回はオーロラ写真家の中垣哲也さんをゲストにお迎えしてします。

中垣さんが実際に撮影したオーロラの写真や撮影時のエピソードを交えてトークショーを行います。

日時 ：７月３０日（土）・３１日（日） 18：30～19：45 （会場18:00）

料金 ：前売り 500円 当日 600円 3歳以下無料

対象 ：中学生以上 先着140名 ※ただし、中学・高校生以上は保護者同伴

会場 ：3階 プラネタリウムホール

7月23日（土）～8月24日（水）
場所：１階 展示室内
対象：入館者ならどなたでも
料金：無料（入館料のみ）

オーロラ写真展



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

展示室 大人（高校生以上） 550円
小人（4歳から中学生） 220円

展示室とプラネタリウム
大人（高校生以上） 760円
小人（4歳から中学生） 310円
※３歳以下無料

※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

親子プログラミング体験教室 申込み
必要

日時 7/16（土）・7/17（日）・7/18（月・祝）
●3日間参加のコース １０：００～１２：００
●1日だけ参加のコース １３：３０～１５：３０

対象 小学3年生～中学生 定員20名
参加費 ●3日間参加のコース（3日間で）1,000円

●1日だけ参加のコース 500円
申込開始 6/16（木）～
申込方法 当館HP申込フォーム

申込み
必要

ドローンサッカー大会

日時 8/13（土）・8/14（日）
9：30～16：00

対象 入館者ならどなたでもOK
参加費 入館料のみ
※申込不要

ドローン操作体験教室

日時 7/24（日）・8/21（日）
●かんたんドローン １０：００～１２：００
●中級ドローン １３：３０～１６：００

対象 ●かんたんドローン（初心者向け）小学5・6年生 定員20名
●中級ドローン 小学5・6年生・中学生 定員２０名

参加費 500円
申込開始 6/24（金）～ 【7/24開催分】

7/21（木）～【8/21開催分】
申込方法 当館HP申込フォーム

開館３５周年記念事業

日時 7/23（土）～ 8/24（水）
9：30～16：00

場所 １階 パソコン研修室

対象 入館者ならどなたでも ※参加者多数の場合は整理券配付

参加費 入館料のみ

企画展「サイエンスお化け屋敷」

好評につき
定員に達しました

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


直径27mの世界最大級ドームで満天の星を眺めてみませんか？

７月のプラネタリウムのご案内

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

1 金 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

2 土 ムーミン 名探偵コナン コンサート開催に伴い投映中止

3 日 ムーミン 名探偵コナン ムーミン

4 月 休館日

5 火 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

6 水 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

7 木 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

8 金 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

9 土 ムーミン 名探偵コナン ムーミン

10 日 ムーミン 名探偵コナン ムーミン

11 月 休館日

12 火 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

13 水 えほんの読み聞かせ ムーミン 名探偵コナン

14 木 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

15 金 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

16 土 ムーミン 名探偵コナン ムーミン

17 日 ムーミン 名探偵コナン ムーミン

18 月 ムーミン 名探偵コナン ムーミン

19 火 休館日

20 水 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

21 木 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

22 金 むしむし星空大行進 ムーミン 名探偵コナン

23 土 ジュラシックヒーローズ ジュラシックヒーローズ 【大人向け】宇宙への第一歩

24 日 ジュラシックヒーローズ ムーミン ジュラシックヒーローズ

25 月 休館日

26 火 ジュラシックヒーローズ ムーミン 名探偵コナン

27 水 ジュラシックヒーローズ ムーミン 名探偵コナン

28 木 ジュラシックヒーローズ ムーミン 名探偵コナン

29 金 ジュラシックヒーローズ ムーミン 名探偵コナン

30 土 ジュラシックヒーローズ ムーミン 星空さんぽ～オーロラスペシャル～

31 日 ジュラシックヒーローズ ムーミン 星空さんぽ～オーロラスペシャル～
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ムーミン谷のオーロラ

●新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、投映回数を変更しております。
●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。
●23日(土)の3回目の投映は【大人向け】ですが、どなたでもご入場いただけます。
●30日(土)/31日(日)の3回目【特別投映】につきましては、詳細が決定次第、ホームページ等でご案内します。

https://cosmoland.miyabunkyo.com/planetarium-event/sanpo_aurora/
https://cosmoland.miyabunkyo.com/planetarium-event/sanpo_aurora/

