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つくばエキスポセンター

1月号

本年もよろしくお願いいたします。

プラネタリウム –冬の番組-

1/13（土）～5/27 (日) 各回 約40分

1/8(月祝)までは秋の番組を上映しています。詳しくはエキスポセンターwebページをご覧ください。

＜オリジナル番組＞
『ハロー、ジュピター 木星、新たなる冒険の旅』

（平日）
13:00／14:30
（土日祝） 13:00／15:30

今、新しい探査機によって木星の詳細な姿が分かってきました。ガリレオ・ガリレイが
木星を望遠鏡で観測し、4つの衛星を発見したことで世紀の大転換を迎えます。
さあ木星とガリレオ衛星を巡る旅へ出かけましょう。

＜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 －冬－

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。

＜こども番組＞
ポケットモンスター
サン＆ムーン プラネタリウム
ゼンリョクで見逃すな！
太陽と月が奏でる“奇跡の瞬間”

（平日） 13:00／14:30
（土日祝） 13:00／15:30

（平日）
－
（土日祝） 10：10／14:10

＜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。

（平日） 16:30
（土日祝） 16:50

※冬休み期間（2017/12/25(月)～1/7(日)）は土日祝日スケジュールにて上映します。
※1/10(水)～ 1/12(金)はプラネタリウム番組入れ替えのため、展示場のみの開館となります。
※全ての番組に日本語補聴補助（イヤホン・タイループ）貸出しあります。
※１月中の英語主音声（日本語字幕付き）・日本語字幕付き上映はございません。

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。

ピアノ
奏者：安保美希(ピアノ)
演奏曲：夢、Phrygian Gates, part 1、月の光、
「星の組曲第１集 カシオペア座」よりオリオン座、
映画「海の上のピアニスト」より愛を奏でて 他

天体観望会 『冬のダイヤモンド』
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。

企画展

1/20（土）

：1/２６ (金) 19：00-20：10
：プラネタリウムホール
：200名
：2017/12/26（火）よりHPで受付
※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
日
場
定
申

時
所
員
込

18:30-20:30 ＜参加費 410 円＞

申込：HPで受付中x
※天候不良時は星空観察が惑星儀等の工作になります。

『ドッキリ!? わくわく♪ ふしぎな体験 －感覚展－』

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。

期間：2017/12/9(土)～2/12(月祝)
場所： 2階多目的ホール※入館券で見学可

1/28 「触って観る」アートカードを作ろう！

日時：1/28（日）14:00-16:00
場所：1階第3休憩室
申込：2017/12/28(木)よりHPで受付
定員：40名（未就学児・小学校低学年は保護者同伴）
参加費：100 円

つくば発信の最新ニュース＆科学コラム

つくばサイエンスニュース
http://www.tsukuba-sci.com/

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

検索

定期イベント
サイエンスショー 「色イロな水」

科学教室 「ぐにゃぐにゃ凧」

水の色がイロイロと変化する不思議な実験を行います。
野菜、飲み物、薬など身近な材料を使うと水の色がどのよう
に変わるのか考えてみましょう。

2本の竹ひごを骨にしたぐにゃぐにゃの凧を作ります。
うまく作って、高くあげてみましょう。

1/4(木)・5(金)・13(土)・14(日)・27(土)・28（日）
13：00-16：30 場所：1階エントランスホール

1/6（土）～8（月祝）・20(土)・21（日）
①11：00-11：20 ②13：30-13：50 ③ 15：00-15：20
場所：2階創造の森“ワンダーラボ”

ミニ企画展

＜参加費200 円 所要時間 30分＞

解説ツアー＆テイスティング
毎週日曜：1/7(日) ・14(日)
21(日) ・28(日)

時間11:30-12:00、14:00-14:30
場所：2階サイエンスギャラリー
定員：各10名（要整理券）
参加費：無料

第38回ミーツ・ザ・サイエンス
「チョコレイト・サイエンス」
日時：2/10(土) 13:30-16:00

場所：1階第3休憩室
申込：1/10（水）よりHPで受付予定
定員：30名(中学生以上対象)
参加費：300 円

『チョコっとサイエンス』

期間：2017/11/18(土)～3/18(日)
場所： 2階サイエンスギャラリー
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。

科学技術の「美」パネル展

科学者や技術者が、研究の過程で撮影した
美しい科学写真を展示します。
気に入った作品があったら投票しよう！

おとなのためのサイエンス講座

期間：1/27(土）～2/25(日)
終日開催
場所：屋外展示場出口前廊下

第Ⅲ期（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
参加費：1,000 円＋実費 各回 2時間程度
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～」 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
「深海の不思議」 「自然界の微生物～分離と応用～」

サイエンスミュージアムショップ

ほしまるカフェ ※カフェの名前が変更になりました。

年明け開館1/4（木）から毎年恒例福袋！
4,200円相当の福袋、限定30袋を1,080円（税込）
10,800円相当の福袋、限定20袋を3,980円（税込）で販売★

1/12(金)～14(日)の3日間限定！ケーキバイキング開催★
料金：1,000円（60分間） 時間：14時から17時（ラストオーダー16時）

1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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※2017/12/29(金)～1/3(水)は、年末年始のため休館となります。

1月のご利用案内
開 館 時 間

※1/10(水)～ 1/12(金)は展示場のみの開館となります。

交

9：50－17：00 (入館は閉館30分前まで）

通

※2017/12/29(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 (1/10～1/12は休演）
※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

プラネタリウム券（入館含む）

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
※1/20(土)天体観望会にお越しの方は17時以降は無料

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

