2017年

つくばエキスポセンター

1月号

イベントガイド

プラネタリウム 冬の番組 1/14（土）から
上映時間 約40分間
全ての番組に日本語補聴補助（イヤホン・タイループ）貸出し有。
1月より、平日午後の上映開始時間が変更となります。
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＞
おまたせいたしました！新しくなったプラネタリウムは星が
ぐっと明るくなり、より見やすい星空になりました。

新番組
＜オリジナル番組＞

わくわく惑星ツアー
～太陽系最前線～

土星のリング、金星の風、地球外生命など、私
たちの太陽系はまだ多くの謎を秘めています。
「宇宙女子」の黒田有彩さんと一緒に、太陽系の
謎を探る惑星ツアーに出かけてみましょう！
（平日） 13:00／14:30
（土日祝）13:00／15:30

＜星空解説番組＞

＜星空解説番組＞
星の世界
星空トーク

＜こども番組＞

x

見上げてみよう！
今日の星空 －冬－
スタッフがお話しする生解説
番組です。冬の空で星探しを
お楽しみください。
（平日）
11:30
（土日祝） 11:30

妖怪ウォッチ
ジバニャンたちがプラネタリウム
で大暴れ！？
星空や宇宙のお話はもちろん、妖
怪ウォッチならではの笑いも満載！

（平日）
―
（土日祝） 10:10／14:10

天文トピックのご紹介と、ゆったりとし
た曲を聴きながらのヒーリング、あるい
は、宇宙の深い話など解説者の個性を
活かしたトークをおこないます。

（平日）
16:30
（土日祝） 16:50

プラネタリウム関連イベント
日 時： 1/21（土） 18：30－20：30
参加費： 410円
申 込： 12/21（水）よりHPで受付xxx

天体観望会 『 プレアデス星団』
つくばから見える冬の星座や天体をプラネタリウムで鑑賞後、
屋外で望遠鏡を使った星空観察を行います。

みんなのプラネタリウム
1月13日（金）までプラネタリウムが機器点検等のため休演し
ています。期間中は、エントランスホールにて仮設プラネタリ
ウムを無料公開しています。

※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3/18（土）、受付開始は2/18（土）です。

期 間：1月13日（金）まで
場 所：エントランスホール
時 間：約20分
定 員：40名 ※開館時から整理券配布
参加費：無料

※番組変更の場合あり

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

今夜の星空
宇宙の驚異
望遠鏡～宇宙への扉～
ラビくんのうちゅうりょこう
今夜の星空
神秘の光 オーロラ（13分）

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。

♪★

Lampi（ランピ）クラリネット三重奏
奏 者 ：緒形 真依子、倉 愛花理 、矢口 愛珠

日 時 ：2/3(金) 19：00－20：10 開場18:15
場 所 ：プラネタリウムホール
定 員 ：200名
申 込 ：1/4(水)から当館HPで受付
参加費：500円（年間パスポート不可） ワンドリンクサービス付

2017年1月14日（土）に「ほし★カフェ」がオープンします。
エキスポセンターに「ほし★カフェ」がリニューアルオープン！科学館ならではの
メニューもご用意。ランチタイムやティータイムにぜひご利用ください。

営業時間：10:30～17:00

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

検索

定期イベント
科学教室
「ぐにゃぐにゃ凧」

サイエンスショー
「色イロな水」
9日（月祝）・14日（土）・15日（日）
28日（土）・29日（日）
水の色がイロイロ変化する
実験をします。
①11:00－11:20
色がどの様に変わるか見てみましょう。
②13:30－13:50

エキスポ探検隊
「ミライ科学技術ツアー」

2本の竹ひごを骨にした
毎週土日・祝日（1/1,2除く）
ぐにゃぐにゃの凧を作ります。
13:00－16:30
上手くあがるかな？
＜参加費200円 所要時間30分＞

科学技術の「美」パネル展

7日（土）・8日（日）
21日（土）・22日（日）

2階展示場の「夢への挑戦」
各ゾーンをツアーで
ご紹介します。

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

科学者や技術者が、研究の 日
過程で撮影した美しい科学
写真を展示します。
場

時： 12/3 （土）～1/29（日）
終日開催
所： 屋外展示場出口前廊下

日時： 1月15日（日）13：30－15：30
科学入門講座
備長炭を使って燃料電池を工作します。 定員： 小学生15名 参加費：300円
「燃料電池工作を体験しよう」 性能を確かめ、仕組みを考えましょう。 申込： 12/15(木)から当館HPで受付

サイエンスシティ つくば再発見
防災科学技術研究所

-火山編-

＜研究機関等紹介コーナー＞

Dr.ナダレンジャーの自然災害科学実験教室

1/17（火）～ 4/5（水）

地震の際に発生する地盤の液状化現象やブロックを使った地震実験、
さらにはミニ雪崩体験など、様々なアイテムを駆使して自然災害をわ
かりやすく解説します。

御嶽山や阿蘇山、箱根山など、身近な山
で噴火が確認されています。近くに火山
がなければ安心なのでしょうか？身近で
もよく知らない火山のしくみや、備え、火
山・地震観測網についてご紹介します。

日
場
講

時： 1/29 （日） ①11：30－12：00 ②13：00－13：30
所： エントランスホール（1階）
当日自由参加
師： Dr.ナダレンジャー（納口恭明氏 防災科学技術研究所）

周辺地図

イベントカレンダー
各イベント紹介に記載されているマークで示しています。
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12/26（月）～1/3（火）は年末年始休館です。

1月のご利用案内
開 館 時 間 9:50－17:00（入館は閉館30分前まで）
入
館
券
プラネタリウム券（入館含む）

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 （12/3～1/13は休演）
※お得な年間パスポートもあります。

[お問い合わせ]

交

通

<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
駐 車 場 <60台> 土日祝は有料 乗用車 200円

〒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/
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