
プラネタリウム投影スケジュール  

●当館のプラネタリウムは、群馬県最大直径２３ｍの大型ドーム！毎月第一日曜日は、「群馬県家庭の日」のため入館無料。２月の「家庭の日」は、２月５日(日)です。 

※当館は、新型コロナウイルス感染予防対策を行っています。詳しくは、科学館ホームページに掲載しています。 
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期日 時間 事業名 内容 場所 対象 備考・条件等 

４（土） ９：３０～１５：３０ 
プログラミング講座 

「宇宙エレベーターのしくみ」 

ＬＥＧＯ社のロボット「ＥＶ３」を使って、

ミッションにチャレンジします。 
３階 会議室 
多目的スペース 

小学４年生以上 
中学生１２人 
（先着順） 

申込：要：（市内優先募集 1/１４（土） 
一般募集１/２１（土）どちらも９：００～） 
科学館HPよりWeb申込み 参加費：無料 

５（日） １３：５０～１４：３０ 
えほん deかがく 

「ピカピカ！ピカッ！」 

科学絵本の読み聞かせと、出題さ

れるミッションをクリアしていく参加型

イベントです。 

３階 会議室 
入館者 

定員：１５組 

（先着順） 

申込：不要（直接科学館へ）参加費：無料 

※当日、整理券を配布します 

１２（日） 

２６（日） 
１３：５０～１４：２０ 

サイエンスショー 

「摩擦とビリビリ静電気」 

摩擦の原理や静電気を利用した実

験ショーです。 

多目的スペース

３階 会議室 

入館者 

定員：３０名 

（先着順） 

申込：不要（直接科学館へ）参加費：無料 

※当日、整理券を配布します 

１２（日）   １３：３０～１５：００ 

ROCKEＴ トップランナートーク in 館林 

「誰もが社会に参加できる 

未来の実現に向けて」 

「分身ロボットＯｒｉＨｉｍｅ」を開発された 

吉藤オリィ氏（株式会社オリィ研究

所所長）をお招きし、講演会を開催

します。 

プラネタリウム 
小学４年生以上 

定員：２４０人 

（先着順） 

申込：要（１/１０（火）９：００～） 

科学館HPよりWeb申込み 

参加費：無料 

※大人のみの参加も可 

１８（土） 
１０：５０～１１：３０ 

１３：５０～１４：３０ 

 

親子で学ぼう！ 

ロボットファクトリー 

タブレット端末で簡単なプログラミン

グを学び、そのプログラムで教材用ロ

ボット「ｍＢｏｔ」を自分で動かす体験

型の講座です。 

３階 会議室 

入館者 
幼児（５歳）以上 

各回４組 

（先着順） 

申込：不要（直接科学館へ）参加費：無料 
※当日、整理券を配布します 
※兄弟等複数の参加は1組とします 
※１組につき、１日１回のみ参加可能 

※小学３年生以下は保護者同伴 

１８（土） 

【1回目】 

１８：００～１８：５０ 

【2回目】 

１８：４０～１９：３０ 

夜間天体観望会 

「冬の星座を探そう」 

冬の星座などを観察します。 

プラネタリウムでは星座生解説（15

分）、観望台・天体観測室では実際

の星空観察（30分）を行います。 

プラネタリウム 

４階 観望台 

５階天体観測室 

一般 

申込：不要（直接科学館へ）参加費：無料 
※小学生以下は保護者同伴 
※曇天・雨天の場合はプラネタリウムでの
星座解説のみとなります 

１９（日） １３：５０～１４：２０ 公開天文台 
太陽の黒点や昼間でも見ることがで

きる星等を観察します。 

４階 観望台 

５階天体観測室 
入館者 

申込：不要（直接科学館へ）参加費：無料 

※雨天・曇天の場合は中止 

２３(木・祝) 

１０：４５～１１：１５ 

１３：４５～１４：１５ 

１５：１５～１５：４５ 

理科工作教室 

「大空に飛んでいけ！ 

KK式スーパー紙飛行機」 

ゴムの力を利用した、すごくよく飛ぶ

紙飛行機をつくります。 
３階 工作室 

入館者 

定員：各回６組 

（１組３人まで。 

先着順） 

申込：不要（直接科学館へ） 

参加費：５０円 

※当日、整理券を配布します 

※１組につき、１日１回のみ参加可 

※小学２年生以下は保護者同伴 

２５（土） ９：３０～１２：００ 

科学講座 

「ドッカーン！ 

火山のひみつにせまってみよう！」 

火山のしくみについて学びながら、火

山の噴火モデルをつくります。 
３階 実験室 

小学１年生以上 

定員１２人（先着順） 

申込：要（２/４（土）９：００～） 

科学館HPよりWeb申込み 

参加費：３００円 

※小学２年生以下は保護者同伴 

２６（日） ９：３０～１１：３０ 
ドローン講座 

「ドローンに触れてみよう！」 

ドローンについて知るとともに、操作

体験できる講座です。 

３階 会議室 

    実験室 

小学５年生から 

高校生 

定員１５人（先着順） 

申込：要（２/５（日）９：００～） 

科学館HPよりWeb申込み 参加費：無料 

※小学５・６年生は保護者同伴 

企画展・巡回展 
期間 企画展・巡回展名 内容 場所 

２/1２（日）まで 

令和４年「宇宙の日」記念行事  

全国小・中学生作文絵画コンテスト 

入賞作品展 

夏休みに宇宙をテーマにした夢のある作文・絵画を募集し、審査の結果、選ば

れた入選作品の展示です。 
1階 第２展示室前 

２/２６（日）まで 
全国科学館連携協議会巡回展 

「宇宙をさわる」 

地球や月、惑星などの太陽系天体の模型や宇宙を観測する望遠鏡の立体模

型等をさわることで理解しやすくし、かつ宇宙を身近に感じられる模型等の展示

です。 

３階 多目的スペース 

３/３１（金）まで 

「科学館で５.・７・５ 

あなたの一句大募集！」 

入選作品展示 

「科学館」からイメージする俳句を募集し、審査の結果、選ばれた入選作品の

展示です。 
１階 エントランスホール 

参加者大募集！！ 「プラネタリウムを観覧するとノベルティをプレゼント！」 

科学講座「どうして起こるの？ビリビリ静電気のひみつ」 

■ 日時：３月２５日（土）９：３０～１２：００           

■ 場所：３階 実験室 

■ 参加費：３００円（材料費・保険料） 

■ 対象：小学１年生以上１２人（先着順） 

※小学１・２年生は保護者同伴 

■ 「名探偵コナン」…コナンふせん紙（幼児から中学生まで） 

■ 「ハナビリウム」…ぽんちゃんシール（幼児から中学生まで） 

■ 「忍たま乱太郎」…忍たま乱太郎クリアファイル（幼児から中学生まで） 

■ 「アマゾン・アドベンチャー」…３Ｄ昆虫カード（幼児から大人まで） 

 

※３Ｄ昆虫カードは、全４種類。観覧後に、好きなカードがもらえます。 

※ノベルティは、なくなり次第終了です。 

☆★☆ １日（水）～２８日（火） ※１２日（日）は、 ｢ROCKET トップランナートーク in 館林」開催のため投影は一部中止します。 

開始時刻 １０：００ １１：３０ １３：００ １４：３０ １５：５０ 

平日 団 体 予 約 専 用 

土・日・祝日 

子ども向け番組 
「名探偵コナン  

灼熱
しゃくねつ

の銀河
ギャラクシー

鉄道
レイルロード

」 
 

（４０分間） 

※星座解説なし 

一般番組 

「ハナビリウム」 

 

（４５分間） 

※星座解説付き 

子ども向け番組 
「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」 

（４０分間） 

※星座解説なし 

一般番組 

「アマゾン・アドベンチャー」 

 

（４５分間） 

※星座解説付き 

特別番組 

「ハナビリウム」 

 

（４５分間） 

※星座解説付き 

※投影回数・投影時刻等が変更になる可能性があります。 →科学館ホームページ 又は 電話 にてご確認ください。 

 

●入館料：大人（高校生以上）３３０円・子ども（中学生以下）無料   ●プラネタリウム観覧料：大人（高校生以上）５５０円・小中学生２２０円・幼児無料  

●時間：９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）   ●休館日：月曜・祝日の翌日   ●住所：〒３７４－００１８ 群馬県館林市城町２番２号   ●電話：０２７６-７５-１５１５  

 

・投影後は換気や座席等の消毒を行います。 
・こまめな手洗いや手指消毒、マスクの着用にご協力をお願いします 

プラネタリウムを観覧されるかたへ 
新型コロナウイルス感染症の予防のために 

【募集開始日時】 

３/４（土）９：００～ 

当館HPよりWeb申込み 


