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Merry Christmas！イベントの贈り物、満載です♥
～ 2018年 2/ 28

プラネタリウム –冬の番組-

詳しくはエキスポセンターwebページをご覧ください。

＜星空解説番組＞

＜オリジナル番組＞

＜こども番組＞

見上げてみよう！
今日の星空 －冬－

日本、星ばなし

ポケットモンスター
サン＆ムーン プラネタリウム

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。

（平日） 13:00／14:30
（土日祝） 13:00／15:30

各回 約40分

(水)

＜特別番組＞

Feel the Earth
music by 葉加瀬太郎

ゼンリョクで見逃すな！
太陽と月が奏でる“奇跡の瞬間”

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。

（平日）
－
（土日祝） 10：10／14:10

（平日） 16:30
（土日祝） 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。 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12/9(土)、第四土曜日12/23（土祝）の15:30の回は英語音声での上映（日本語字幕）となります 。
※冬休み期間（12/25～2018.1/7）は土日祝日スケジュールにて上映。
※12/28（木）は15：00閉館のため、15：30、16：50の回の通常上映はございません。ご了承ください。

♪★

星空コンサート
12/23 (土祝)

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 ：

サックス、ピアノ
奏者：高端妙子(サックス)、鈴木さくら(ピアノ)
演奏曲：デスペラード スターダスト
戦場のメリークリスマス The Christmas Song

他

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

クリスマスイベント2017
クリスマスをサイエンスとともに楽しむ、エキスポセンターならではのイベントです。

クリスマス特別企画エントランスコンサート
フルートと弦楽三重奏の美しいハーモニーをお楽しみください♪
演奏予定曲：モーツァルト フルート四重奏曲、クリスマスソング 他

サイエンスショー 「光の七変化」
イルミネーションが美しい季節になりました。
光の性質の中でも「色」に注目してその秘密に迫ります。
場所：1階エントランスホール
12/2(土）・3（日）・16（土）・17（日）
①11:00-11:20 ②13:30-13:50 ③ 15:00-15:20

クリスマスかんたんこうさくコーナー
～色を塗って折って
オーナメントをつくろう～
オリジナルのオーナメントをこうさくして
クリスマスツリーに飾りつけしてね。
23日から25日の3日間は、お楽しみこうさくがあります。
12/1（金）～25（月）
１階エントランスホールにて終日開催 ＜参加費：無料＞

12/25（月）

1回目：12:00～12:30
2回目：14:30～15:00
場所：1階 エントランスホール
参加費：無料(入館料のみ)

科学教室 「アロマキャンドル」
クリスマスに向けて、すてきな香りのついた、
かわいいキャンドルを作りましょう。
12/9（土）・10（日）・23（土祝）・24（日）
13:00-16:00 場所：1階エントランスホール
＜参加費200 円 所要時間30分（+冷却時間30分）＞

クリスマスイルミネーション
プラネタリウムの外周いっぱいに
うつくしいイルミネーションが輝きます。
12/1（金）～12/25（月） 16:00－22:00
※閉館後は中央公園側からお楽しみいただけます。
水面に映るイルミネーションがおススメです。

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

12/9(土)より、企画展がスタート！
企画展

＜研究機関等紹介コーナー＞

『ドッキリ!? わくわく♪
ふしぎな体験 －感覚展－』

ミニ企画展

期間：11/18(土)～2018年3/18(日)
場所： 2階 サイエンスギャラリー

期間：12/9(土)～2018年2/12(月祝)
場所： 2階 多目的ホール

チョコレートの語源は「苦い水」？
はじめはチョコレートを「飲んで」いた！？
チョコレートのおいしさは、結晶の「かたち」によって決まる！
普段とはちょこっと違う視点で見ると、
チョコレートの新たな魅力が見えてくる。
チョコ好きな人におくるチョコ好きな人のための展示です。

見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触るという感覚（五感）は、普
段あまり意識されていませんが実はスゴイものです。
体験を通して、自分の感覚にビックリしましょう！
からだが疲れたらリラックスコーナーで一休みできます。
感覚を助ける技術もご紹介します。

協力（予定）：東京フード株式会社
高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所
国立科学博物館 筑波実験植物園
後援（予定）：日本チョコレート・ココア協会

協力（予定）：高砂香料工業株式会社 筑波技術大学
物質・材料研究機構 株式会社Earth Ship

科学入門講座

科学入門講座

「ピーナッツのひみつ
ピーナッツオイルキャンドルを作ろう」

「クリスマスかざぐるまを作ろう」
北風にくるくる回る！？クリスマスカラーの風車を作りましょう。

12/16 (土) ＜10:00-12:00，13：00－16：00＞
参加費：100 円 ※材料がなくなり次第終了します。
対象：園児～小学生 場所：1階エントランスホール
所要時間：20～30分 順次受付

ピーナッツに火を近づけるとどうなるでしょう？他の豆類と比べる実験も行って、ピーナッツの
正体を探ります。最後には、災害時にも役立ち、数時間燃えるオイルキャンドルを作ります。

12/17 (日) ＜13：30－15：30＞ 参加費：300 円 申込：HPにて受付中
対象：小学生以上（１～３年生は保護者同伴） 定員：16名 場所：１階第1休憩室
おとなのためのサイエンス講座

博物館学芸員実習生による 科学教室

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：「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～」

博物館学芸員実習生が科学教室を行います。
なにをつくるかは当日のお楽しみです！

12/10 (日) ＜13:00-16：00＞
参加費：無料 ※材料がなくなり次第終了します。
場所：1階エントランスホール

第Ⅲ期（1 2～3月）受講生募集中 !
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

カフェのX’mas★

サイエンスミュージアムショップ

パティシエ手作りのクリスマスケーキが登場♪
【数量限定・予約受付】 ※12/28（木）は15時閉店となります。

12月

『チョコっとサイエンス』

2017のクリスマスプレゼントおすすめベスト３！
No.1「ほしぞらの絵本 」 No.2「Bathプラネタリウム」 No.3「科学実験グッズ」

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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臨時休館
♪★

※12/28(木)は、15時閉館(最終入館は14時)となります。
12/29(金)～1/3(水)は、年末年始のため休館となります。

12月のご利用案内
開 館 時 間

交

9：50－17：00 (入館は閉館30分前まで）

通

※12/28(木)は、15時閉館(最終入館は14時)
12/29(金)～1/3(水)は、年末年始のため休館

入

館

券

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

駐 車 場

プラネタリウム券（入館含む）

[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
※12/23(土)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）

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

