つくばエキスポセンター

2016年

5月号

イベントガイド

飛ぶひみつ

3/25 (金)

～

6/12(日)

会場：2階 多目的ホール他
（入館券で見学可）

特別展紹介
『出張！JAL航空教室』

鳥や飛行機はどうして飛べるんだろう？飛ぶ仕組みを体験し、
未来の“飛ぶ姿”まで想像してみましょう。

日時：5/1(日) 13:30-15:00 場所：2階 創造の森“ワンダーラボ”
講師：阿部 和利 氏（JAL広報部）
参加費：無料

G7茨城・つくば科学技術大臣会合開催記念

『ドローン操縦実演』

宇宙飛行士講演会 『宇宙への挑戦』

日時：4/29(金祝) 15：00-15：30
4/30(土) 12：30-13：00、15：00-15：30
5/1 (日） 12：30-13：00
場所：エントランスホール 協力：日本原子力研究開発機構

国際宇宙ステーションでの2度にわたる長期滞在を経験され
た野口聡一さんによる講演会です。宇宙の魅力、有人宇宙
技術の現状と今後の発展を語っていただきます。

※抽選によるドローンの操作体験もあります。詳細はHPをご覧ください。

日時：5/7(土) 13：30－15：45
場所：筑波学院大学 2階大教室
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）

『工作・実験 紙ヒコーキ教室』 上級編
日時：5/29(日) 13:30-15:30 場所：第3休憩室
対象：小学生以上（3年生以下は保護者同伴）、35名
講師：丹波 純 氏（工学博士・紙飛行機日本チャンピオン）
申込：4/29(金祝)からHPで受付（先着順） 参加費：700円

※受付等詳細はHPをご覧ください。
つくばエキスポセンターエントランスホールでの中継も予定しています。

ゴールデンウイークイベント

※5/5(木祝) こどもの日は、「こども」料金のみ入館券割引（210円 → 110円）です

GW科学教室 『立体万華鏡』『スカイスクリュー』

『クイズラリー エキスポキングになろう！』

5/1（日）・3（火祝）～5（木祝） 10:00－16:30
参加費： 立体万華鏡100円、スカイスクリュー400円
所要時間：30分
場所：第3休憩室

『こいのぼりになってテクノ筑丸と写真をとろう！』
期 間：4/29（金祝）～5/8（日）
場 所：エントランスホール

※整理券が必要です。午前の回は開館時に発券、
午後の回は12：00から、第三休憩室にて発券します。

『災害医療クエスト』
5/3（火祝）～5（木祝）・7（土）・8（日）
10:00－16：00
場 所：2階展示場内
協 力：産業技術総合研究所 人間情報研究部門

タブレットを持って、DMAT（災害医療派遣チーム）と一緒に、災害医療
ボランティアの体験をしてみませんか？ 表示されるクエストをクリアす
ると次の指令が出ます。クエストに挑戦しながら災害医療を楽しく学び
ましょう！

プラネタリウム「星空コンサート ～音楽とプラネタリウムのコラボレーション～」

♪★

エキスポセンタープラネタリウムの星空と、生演奏をお楽しみください。
日時：5/27(金) 18:00-19:50
奏者：尺八 樋口景山氏

場所：プラネタリウムホール 参加費：500円（年間パスポート不可）
申込：4/27(水)から当館HPで受付

～5/29(日) 各回 約40分

プラネタリウム –春の番組-

※5/2(月)、6(金)は16:50に特別番組の上映を追加いたします
※GW期間(5/３（火）～5（木）) は1日7回上映になります
※5/29(日)は特別スケジュールになります

※5/14(土) 5/28(土) 15:30のオリジナル番組は英語版を上映します（日本語字幕）
＜オリジナル番組＞

宇宙のはてのむこう側
宇宙に「はて」はあるのでしょうか。
はてがあるとすれば、そのはて
の向こう側はどうなっているので
しょうか。宇宙のはてに迫ります。

（平日）
（土日祝）
（GW）
5/29（日）

12:50／14:10
12:50／15:30
13:30／15:50
15:50

＜こども番組＞

＜星空生解説＞

見上げてみよう！
今日の星空 －春－

名探偵コナン
スターリーナイト
1

スタッフによる生解説番組です。
春の空に輝く星座や惑星などの
天体を探します。

（平日）
（土日祝）
（GW）
5/29（日）

11:30
11:30
11:10
11:30

～探偵たちの星月夜～
夏休みの自由研究のため、米花町のプラ
ネタリウムへ行くことになったコナンと少年
探偵団。その前夜、コナンの元に謎の手
紙がとどけられる。

（平日）
－
（土日祝） 10：10／14:10
（GW） 10:00／12:20 ／14:40
5/29（日） 10:10／14:40

プラネタリウムでは全番組、補聴援助システムをご使用いただけます。
オリジナル番組では英語副音声もご利用できます。詳しくはお問い合わせください。
※ 水・土・日は、12:50の回が字幕付きの番組となります。

ワンドリンクサービス付き

+P

＜特別番組＞

星の島に、願いをこめて
ちゅ

うみ

美ら海に輝く南十字星
八重山諸島の美しい星空の下、ゆった
りとした音楽とアロマをお楽しみください。

（平日）
15:30
（土日祝・5/2・5/6） 16:50
17:00
（GW）
17:00
5/29（日）

つくばエキスポセンター
http://www.expocenter.or.jp/

検索

サイエンスシティ つくば再発見

＜研究機関等紹介コーナー＞

自転車発電にチャレンジ（仮）

「国立環境研究所」
3/5（土）～ 5/29（日）

日 時： 5月29日（日） 10:30-16:00（休憩あり）
場 所： エントランスホール
当日自由参加、無料
自転車のペダルをこぎ、自分で発電した電気でテレビや
ジューサーなど電化製品を動かそう。

地球環境研究センター

トークセッション「2050年の天気予報」（仮）

『ココが知りたい！地球温暖化の今とこれから』

5/2（月）～5/29（日）

日 時： 5月29日（日） 13：00-14:00
場 所： プラネタリウムホール
定 員： 200名
参加費：無料
申 込： 4/29（金祝）10時よりＨＰにて受付
出演者： 井田 寛子 氏（気象キャスター）
江守 正多 氏（国立環境研究所）

地球温暖化を防ぐ世界の取組の方針「パリ協定」はどのようなもの
なのか？地球温暖化の原因である二酸化炭素はどのように測られ
ているのか？今後、地球が温暖化するとどうなるのか？詳しく、そ
して易しく、解説します。
国立環境研究所内の3つの研究センターについて月替わりで紹介
生物・生態系環境研究センター
：3/5（土）～4/3（日）終了
社会環境システム研究センター
： 4/5（火）～5/1（日）終了
地球環境研究センター
： 5/2（月）～5/29（日）

国際植物の日 イベント

2014年にNHKで放映された「2050年 日本の天気予報」。この番組に
出演した井田氏と江守氏によるリアル版「2050年の天気予報」です。
二酸化炭素排出量がこのまま増加すると2050年の天気がどのように
変化するか、お話します。

5/18（水）は、国際植物の日です。5/22（日）には、筑波大学などで関連イベントが開催されます。

科学入門講座
「顕微鏡観察」

5/15（日） 13:30－15:30

宇宙アサガオの種プレゼント

5/22（日） 9:50～

＜参加費無料 定員10名＞

「国際植物の日」にちなんで、
屋外展示場で育てている宇宙
アサガオの種をプレゼントします。

先着300名
対象：入館者（こどものみ）

4/15（金）からHPで受付開始

「国際植物の日」にちなんで、植物
の成長の不思議を考えてみましょう。

定期イベント
サイエンスショー
「シャボン玉」

エキスポ探検隊
「地球深部探査船ちきゅう」

科学教室 「風船ロケット」

大きなものや沢山のシャボン玉を楽しい実験で
作ってみましょう。

細長い風船に羽を付けて、よく飛ぶ風船
ロケットを作ります。

ＧＷ中の晴れの日には、屋外展示場でショーを行います。

5/1（日）・3（火祝） 4（水祝）・5（木祝）
14（土）・15（日）・28 （土）・29（日）
①11:00－11:20 ②13:30－13:50

5/7（土）・8（日）・21（土）・22（日）
13:00－16:30
＜参加費100円 所要時間30分＞

天体観望会 『火星の接近 』
5/31(火)に火星が地球に最接近します。地球との最接近を迎え
るころは火星が大きく見えるため、表面観察の好機となります。
その他、季節の星座なども観察します。

地球深部探査船「ちきゅう」について、一緒に
楽しく考えよう！
5/15（日）・22（日）
①13:00－13:30 ②15:30－16:00
※9：50より2階創造の森“ワンダーラボ”にて整理券配布

日 時： 5/21（土） 18:30－20:30 ＜参加費 410円＞
申 込： 4/21（木）からHPで受付xxx
※天候不良時は星空観察が惑星儀等の工作になります。
※次回の観望会は7/16（土）、受付開始は6/16（木）です。
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♪★

5月のご利用案内
開 館 時 間
入
館
券

9：50－17：00 （入館は閉館30分前まで）
おとな410円／こども210円 （3歳以下無料）
おとな820円／こども410円

プラネタリウム券（入館含む）
※ 5/5（木祝）はこどものみ入館料100円引きになります。

[お問い合わせ]

交

通

駐 車 場

<車>

常磐自動車道 桜土浦ＩＣ経由、約15分
圏央道 つくば中央IC経由、約10分
<電車>ＴＸ「つくば駅」下車、Ａ2出口から徒歩5分
土日祝及びＧＷ期間(5/3-5/5)は有料
乗用車 200円（60台まで）

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-9

つくばエキスポセンター

TEL：029-858-1100

http://www.expocenter.or.jp/

検索

