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暑いですね！南極 のぞいてみませんか？！

南極展 ～昭和基地開設から60年～

当館 「ほし☆カフェ」
ほし☆カフェ」 にて、
にて、
限定！南極展コラボデザートも登場！

9/3(日) まで

南極に日本の昭和基地が開設されてから今年で60年。
南極ってどんなところ？南極観測隊はどんな活動をしているの？
会場：2
会場：2 階 多目的ホール 実物資料・映像・体験展示で、楽しく・分かりやすく紹介します！
（入館券で見学可）

南極トーク
元観測隊員がいろいろなテーマでお話しします。

南極クラス
南極クラス

8/6

元観測隊員による子ども向けのお話です。
体験もあります。

8/5（土） 南極の天気
8/11（金祝） オーロラのしくみ
8/12日（土） 南極の鳥
8/20（日）※ エキスポセンターの雪上車
8/26（土） 南極酵母がつくる霜柱
8/27（日） 歴代の南極観測船

日時：8/6（日）
①10:30-11:30 ②13:30-14:30
場所：第1休憩室
申込：HPより受付中
定員：各回30名（小学3年生～中学生向け）
協力：ミサワホーム（株）

時間：15：00-15:30 （※8/20のみ13:30-14:00）
場所：2階展示場 創造の森“ワンダーラボ”
講師：南極OB会茨城支部のみなさん

8/19
8/19
20

第36回ミーツ・ザ・サイエンス
回ミーツ・ザ・サイエンス
「南極の今！～つくばに戻った隊員たち語る～」

南極雪上車 特別公開
展示中の雪上車の内部を特別に公開します。（荒天中止）

帰国したばかりの元観測隊員による南極の最新レポートです。
昭和基地からの中継もあります。

日時：8/19（土） 10:00-12:00
8/20（日） 10:00-12:00、15:00-16:30
場所：屋外展示場
協力：南極OB会茨城支部

日時：8/19（土） 13:30-15:30
場所：2階展示場 創造の森“ワンダーラボ”
講師：松元 誠氏（気象庁）
林 健太郎氏（農業環境変動研究センター）

プラネタリウム –夏の番組夏の番組-

～9/3 (日) 各回 約40分
40分

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。水・土・日曜日の13:00は字幕版の上映となります。
8/5(土)、8/26（土）の15:30の回は英語音声での上映（日本語字幕）となります。
＜星空解説番組＞

＜オリジナル番組＞

見上げてみよう！
今日の星空 －夏－

巨大隕石衝突

スタッフがお話しする生解説番組です。
星座探しをお楽しみください。

巨大隕石が地球に落ちてきたら、
どのようなことが起きるのでしょうか。

（夏休み）
（ 8/12 ～ 8/15 ）

11:30
11:10

＜こども番組＞
ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検 3
～地球のふしぎ～
から
から
から
から

（夏休み） 13:00／
／15:30
（ 8/12 ～ 8/15 ） 13:30／
／15:50

ドラえもんやのび太達といっしょに
地球のふしぎを体験する旅に出発しよう。

（夏休み） 10:10／
／14:10
（ 8/12 ～ 8/15 ）
10:00／
／ 12:20 ／14:40

＜特別番組＞

Feel the Earth
music by 葉加瀬太郎
数々の名曲とともに、美しく尊い
地球を感じる体験をお届けします。

（夏休み）
（ 8/12 ～ 8/15 ）

16:50
17:00

8月は夏休み期間のため、土日祝のスケジュールで上映します。
※お盆期間 8/12（土） ～ 8/15（火）は上映回数が増えるため番組上映開始の時間が変わります。

星空コンサート

♪★

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。

尺八、ピアノ
尺八、ピアノ
奏者：樋口 景山（尺八）、岡野 京子(ピアノ)
演奏曲：アメージンググレース(バンジョー・ベースも登場します)
夏の思い出、都山流本曲慷月調、星に願いを(ピアノ) 他

日 時 ：8/25(金) 19：00-20：10
場 所 ：プラネタリウムホール
定 員 ：200名
申 込 ：7/25(火)より 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

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

検索

夏休みイベント
夏休みクイズラリー
『エキスポキングになろう！』
エキスポキングになろう！』

サイエンスショー 「深海の世界」
深い海の底では、どのようなことが
起こっているのでしょうか？

おとなのためのサイエンス講座
第Ⅱ期（9～10月）受講生募集中

7/21（金)～8/31（木）
9:50-17:00
場所：1階エントランスホールよりスタート

8/5日（土）・6日(日）・11（金祝)～15(火)
19日(土)・20日(日)・26日(土)・27日(日)

1テーマ（3～4回）全講義の受講が可能な方
テーマは「バイオリソースを観る！」
「光合成のしくみと進化」など
参加費：1,000円＋実費 各回 2時間程度

①11:00-11:20 ②13:30-13:50
19日、20日は①のみ実施

夏休み科学教室『
夏休み科学教室『CDゴマ
CDゴマ』
ゴマ』

夏休み科学教室 『光るスライム』
光るスライム』

8/1(火)～8/15(火)
9:50-16:30 参加費：100 円
場所：1階エントランスホール
※8/11～ 8/15のみ第3休憩室

夏休み科学教室 『ビーズの万華鏡』
ビーズの万華鏡』

8/11(金祝)～8/31(木)
9:50-16:30 参加費：100 円
場所：1階エントランスホール
※8/11～ 8/15のみ第3休憩室

天体観望会 『 夏の大三角 』

8/19（土） 18:30-20:30 ＜参加費 410円＞
申込：HPより受付中x
※天候不良時は星空観察が惑星儀等の工作になります。

つくばから見える夏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。

8/5（土） 10:00-16:00
申込：HPからの事前予約が必要です。

親子で楽しむ 『 科学映像教室 』
プロのディレクターに、科学映像の撮影技術を教わろう！
今年の自由研究は、映像作品にチャレンジ！？

魔法の板「カプラ」で遊ぼう

8/5（土）・6(日)・19(土)・20(日)
26(土)・27(日)
9:50-16:30 参加費：200 円
場所：1階エントランスホール

場所：第１休憩室、屋外展示場
参加費：無料

細い白木の板の造形ブロック「カプラ」でタワーなどの作品を作ろう！

期間：7/21（金）～8/31(木） 場所：1階 エントランスホール
※ 8/20（日） 、 21（月）には第4回全国児童館・科学館・美術館対抗KAPLA大会へのエントリーが出来ます。

まつりつくば2017
特別出展
まつりつくば
まつりつくば2017では、つくばエキスポセンター正面ゲート広場も会場として使用されます。
セグウェイの試乗体験などロボットに関するブースが出展される他、当館ブースも出展します。
日時：8/26（土）12:00～20:00 8/27(日）10:00～20:00

8月

場所：正面ゲート広場

つくばエキスポセンターブース
・南極展特設展示
・VR体験
・シャボン玉体験
・サイエンスミュージアムショップ 他

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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8月は夏休み期間の為
無休です。
無休

8月のご利用案内
開 館 時 間
入
館
券
プラネタリウム券（入館含む）

交

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

※お得な年間パスポートもあります！ おとな2,000円／こども1,000円

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

8月は夏休み期間のため有料
有料

※8/19（土）天体観望会・8/25(金)星空コンサートのみにお越しの方は無料です。

乗用車 200 円（60台まで）

[お問い合わせ]
お問い合わせ]

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-9
TEL：029-858-1100

