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星、音楽、劇、スポーツそして科学の秋です。
～ 2018年1/8 (月祝) 各回 約40分

プラネタリウム –秋の番組＜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 －秋－

日本、星ばなし

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。

（平日）
11:30
（土日祝） 11:30

昔は種まきの時期や漁業を始める
時間を知るのに星を使いました。
星は生活の近くにあったのです。

詳しくはエキスポセンターwebページをご覧ください。

＜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～

＜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
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。 地球を感じる体験をお届けします。

（平日） 13:00／14:30
（土日祝） 13:00／15:30

（平日）
－
（土日祝） 10：10／14:10

（平日）
（土日祝）

16:30
16:50

※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。10/4（水）より、水・土・日曜日の13:00は字幕版の上映となります。
※第二土曜日10/14(土)、第四土曜日10/28（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。
※10/28（土）の16：50の回、10/29（日）の14：10、15：30、16：50の回、プラネタリウムの通常上映はございません。ご了承ください。

雑貨団シアトリカル・プラネタリウムmission36

『きみとモンスター』

エキスポセンター初!!

単に、プラネタリウムで演劇をするだけでなく解説員が宇宙の
事を伝えるように、生の身振り手振り、小道具、映像を通して
宇宙を語ります。
「動きがあり、笑えて感動する」ストーリーをお楽しみください。

【劇団・公演者】
雑貨団（ざっかだん）
今田志乃、福田一樹、さおり、本多真利子 / guest出演
小林善紹 / 雑貨団
【あらすじ】
ここは伝説博物館。古代から伝えられているギリシャ神話の
貴重なアイテムが集まる不思議な博物館。
変な収蔵品に、やっぱりちょっと変なスタッフたち。
そしてそこにはいつでも、なにやらモンスターの影天。
ゆるい人々とモンスターと神様との物語をお楽しみあれ。

日 時 ：10/29 (日) ①15：00- ②19：00場 所 ：プラネタリウムホール
定 員 ：200名
※ 10/29 (日)のプラネタリウムの通常上映は13:00の回までとなります。
申 込 ：HPで受付中 ※要事前予約
14:10、15:30、16:50の回は上映を行いません。
参加費：1,000 円（入館含む）※展示場は17時まで

♪★ 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。

チェロ、ピアノ
奏者：<KOSMOS>古谷 真未（チェロ）
相馬 邦子(ピアノ)
演奏曲：白鳥 リベルタンゴ
天空の城ラピュタから「君をのせて」 他

日 時 ：10/20 (金) 19：00-20：10
場 所 ：プラネタリウムホール
定 員 ：200名
申 込 ：HPで受付中 ※要事前予約
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

スポーツと科学技術のコラボイベント

「サイエンス×サッカー教室」
期間:10/2１(土）～11/１９(日)
会場:２階 多目的ホール
全国の小中学生が考えたアイディア約9600点の中から
入選した発明作品の展示会を開催します。
子どもたちの作品をご覧ください。
主催：公益財団法人つくば科学万博記念財団

サッカーに関心のあるすべての人に向けて..
オモシロイところ、ムズカシイところを伝えたい！
プロフェッショナルな2人がコラボした
“学んで体験するサッカー教室”。
10/9(月祝) ＜13：30－15：30＞
定員：30名（先着順） 申込：HPにて受付中
対象：サッカーに関心ある方（年齢性別などの制限はなし）

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

検索

定期イベント

体験教室

「エネルギーをかんがえよう
10/1４ ～蛍光ビーズでつくってみよう～」

「エネルギーをかんがえよう

対象：小学1～6年生
定員：各回20名
紫外線に当てると色が変わる不思議なビーズ。
放射線の仲間でもある紫外線や赤外線について学びます。

（土）

～蛍光ビーズでつくってみよう～」

「でんきをつくってみよう
～ソーラーカー作りに挑戦～」
10/14（土）・15(日) 各日1日3回実施
①11:00-12:00 ②13:00-14:00 ③15:00-16:00
参加費：無料 申込：HPにて受付中
場所：第1休憩室

「でんきをつくってみよう
10/15 ～ソーラーカー作りに挑戦～」
（日）

対象：小学4～6年生
定員：各回20名

ペットボトルなどを使ってソーラーカーを作ります。
太陽電池の仕組みや再生可能エネルギーについて学びます。

サイエンスショー 「飛ぶ」

科学教室 「ブーメラン」

飛行機や竹とんぼ、ロケットなど飛ぶ物は
たくさんあるけど、どんな仕組みで飛んでいるのかな？
飛ぶ仕組みを解明します。
場所：1階エントランスホール

よく飛び戻ってくるブーメランを作ります。
しっかりと投げて、キャッチしましょう。

10/7(土)～9(月祝)・ 21(土)・ 22（日）
13:00-16:30 場所：1階エントランスホール

10/1（日）・14（土）・15(日)・28（土）・29（日）
①11:00-11:20 ②13:30-13:50 ③ 15:00-15:20

＜参加費100 円 所要時間20分＞

10/8(日) ＜13：30－15：30＞
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員：20名 ＜参加費１00 円＞ 申込：HPにて受付中

科学入門講座 「エキスポセンターのH 2ロケットの高さを測ろう」
星の高度から地球の大きさを測った伊能忠敬。
ヤコブの杖を使い、離れたところから高さや高度を測ってみよう！

おとなのためのサイエンス講座

第Ⅲ期（1 1～3月）受講生募集中 !

対象：1テーマ（4回）全講義の受講が可能な大人の方
テーマ：「音を感じて考える」 「実感！放射線～理論と測定～ 」
「ジオパークの地質学2～ 筑波山地域ジオパークがわかる科学実験～」
「深海の不思議」 「自然界の微生物～分離と応用～」

参加費：1,000円＋実費 各回 2時間程度
申込：HPにて受付中
トップページ→バナー「おとなのためのサイエンス講座」をクリック

第61回 茨城県児童生徒科学研究作品展・発明くふう展県南地区展
茨城県南地区の小中学生の科学研究作品や発明工夫作品を展示します。期間：９/30(土)・ 10/1(日)

会場：科学研究作品…２階多目的ホール ほか
発明工夫作品…第3休憩室

主催：茨城県県南教育事務所、茨城県教育研究会理科教育研究部県南地区
協力：公益財団法人つくば科学万博記念財団

カフェの秋★ハロウィンメニュー登場！
ランチメニューやデザートでエキスポセンターのハロウィンをお楽しみ下さい♪ 【 営業時間 11:30- 17:00 】

１０月

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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10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）
プラネタリウム券（入館含む） 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

交

通

駐 車 場

[お問い合わせ]

<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
TEL：029-858-1100

