










楽しく学ぼう！
　スイトピアセンタ

ーの 科学教室

未来を担う子どもたち
に、

科学に関する多彩な機
会を！

科学大好きセミナー科学大好きセミナー

国際宇宙ステーション
の今と

日本人宇宙飛行士の
活躍について

カブトムシ博士にな
ろう ようこそ、極低温の世界へ

犯人をさがせ！君も科学捜査員！

SDGs
風をエネルギーに

天体科学

天体 天体

大型天体望遠鏡でみてみよう！
昼間の天体観測
大型天体望遠鏡でみてみよう！
昼間の天体観測

季節の星空を見上げてみよう！
市民天体教室
季節の星空を見上げてみよう！
市民天体教室

天体

満天の星空と一緒にライブをしてみませんか
プラネタライブ 出演者募集プラネタライブ 出演者募集

child 託児サービス（無料・要電話・WEB申込）
公演を鑑賞される間、託児をすることができます。
※事前の申込みが必要です。
※事情によりお受けできないこともあります。

Ｏ
Ｆ
Ｆ
友の会会員割引
表示の会員価格にて
販売させていただきます。

￥0 入場料無料
※整理券が必要な場合も
　あります。

学生応援特別価格
高校生以下を対象に
表示の特別価格で販売させていただきます。

証明書提示で無料
大垣市内65歳以上の方、
身体障がい者手帳、療育手帳お持ちの方

ところ スイトピアセンター　コスモドーム（学習館1階）ところ こどもサイエンスプラザ1階
観覧料 無料
対 象 小学生以上 

と き 9:00～16:45（年に数回の展示入れ替え期間あり）

季節ごとにテーマを設けて、星空や天体などを写真パネルで紹介し
ます。また、タイムリーな天文現象なども紹介します。

プラネタリウムでの星空解説と口径20㎝の大型望遠鏡での観察を行
います。

果てない宇宙へ想いをはせて
コスモドームギャラリー展
果てない宇宙へ想いをはせて
コスモドームギャラリー展 ￥0

雨の日も思いきり遊ぼう！
こどもサイエンスプラザ
雨の日も思いきり遊ぼう！
こどもサイエンスプラザ

参加料 無料 申  込 不要

と き 10月末までの第1・３日曜日10:00～15:00

入館料

開館時間

無料　

［ＳＬ公開］

￥0

9:00～16:45（入館は～16:30）

太陽の黒点・プロミネンスや
昼間の金星を観察します。

常設展示のSLを特別公開

料  金 無料

と  き 日曜日・祝日 13:00～13:30

スイトピアセンター　コスモドーム（学習館1階）ところ
スイトピアセンター　天体観測室（こどもサイエンスプラザ４階）ところ

料  金 中学生以上300円、小学生100円（未就学児無料）
定  員 30人

定  員 なし

開催日直前の月曜日９:00~ ※WEBのみ申  込
不要
直接天体観測室までお越しください。

申  込

と  き 毎月第４土曜日19:00～20:30（4月～9月）
　　　　　　  18:30～20:00（10月～3月）

スイトピアセンター
コスモドーム（学習館1階）

ところ

応募資格 １８歳以上の方
（２年間連続で出演していない方）

内  容 プラネタリウムの星空を活かした
プログラム

4/1（金）～4/20（水）まで申  込

開催日 9月～11月の土曜日

申 込 開催月の1日
（１日が火曜日の場合は２日）
※WEBのみ

ところ スイトピアセンター

蒸気機関車C11 155号
機を室内で常時展示し
ています。SL公開日には
運転室の中にまで入るこ
とができます。

ところ スイトピアセンター こどもサイエンスプラザ工作室
時 間 10:00～11:15

参加料 　500円 （第1、2、4、5、6、7、9回）
1,000円 （第3回は小学3年生以上、第8回は小学生）

定 員 各20人　※いずれも小学3年生以下は保護者同伴
申 込 毎月1日（１日が火曜日の場合は２日）  ※WEBのみ

￥0

化石のでき方を知り　化石レプリカをつくろう
サメの歯化石を使って　キーホルダーを作ろう
簡単なプログラミングを知って　自動車ロボットを走らせよう（上級）
エコライトでオリジナルのランタンを作ろう
サメの歯化石を使って　キーホルダーを作ろう
水蒸気を活用して　ポンポン船を走らせて遊ぼう
オリジナルの万華鏡と風鈴を作ろう
簡単なプログラミングを知って　自動車ロボットを走らせよう（初級）
種が破裂する様子をみて　ポップコーンを作ろう

5/15（日）
5/29（日）
6/19（日）
6/26（日）
7/17（日）
7/24（日）
8/14（日）
8/28（日）
9/25（日）
　　

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回

感動のある科学実験や、
科学原理を学ぶ体験教室などを開催！

おもしろ科学教室おもしろ科学教室

日程等、詳細は決まり次第HP等でお知らせします。

6 7

※詳細については、下記までお問い合わせください。
TEL 0584-84-2000（事業課 科学展示係）
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