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■一般番組「星の恋人」

公募で集められた
実話に基づく実写ドラマ！
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ファンタジープラネタリウム

星の恋人

〜ほしこい君と夜 空 の記憶〜

■こども番組「ほしぞらパーティー」

4/13（木）スタート！

「クラブ活動」
「教室（前期活動）」

参加者申込
受付中！

1
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春 の プラネタリウム
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当館
オリジナル
番組

〈一般番組〉
ファンタジープラネタリウム

NEW

当館
オリジナル
番組

「星の恋人〜ほしこい君と夜空の記憶〜」

NEW

〈こども番組〉

ほしぞらパーティー

星空に想いをはせる人々の前に、不意に現れる不思議な
存在
「星の恋人」
いつもそばにいるのに、
その正体は誰にもわからない。
とても不思議な存在。

仲良しだったかずくんの引っ
越しでさびしくなったまさき
は、流れ星に「またあえますよ
うに」
とお願いします。
でも、流れ星は、ほしの郵便配
達 “ミック”の乗り物だったの
です。
地面におちてしまったミックを
助 け、二 人 は 1 2 星 座 にパ ー
ティーの招待状を届けられる
でしょうか？

実話を元にした、
4つのエピソード
★辛い少女時代の体験をのりこえ、
あこがれの保育士となった―リタ
★愛の足りない時代に、
ひとり、
星空を見上げる老婆―ヒサ
★“より遠くへ”熱い想いを胸に、独創的な探査機を開発する研究者―イサム
★兄を亡くし、
自分の進むべき道を見失いかけている少年―タカシ

投映時間 : 約50分間
（今夜の星空解説と番組）

当館
オリジナル
番組

投映時間 : 約50分間
（今夜の星空解説と番組）

星空ヒーリング

〈 特 別 番組〉

クジラが星に還る海
〜STARS OF LIFE〜

神戸開港150年記念番組

海の中には、勇敢に生き
たものだけに見ることが
許される美しい星空があ
るという。そんな伝説を
追い求める一頭の老クジ
ラ。世界中をめぐる冒険
の末にたどり着いたそこ
には…。
投映時間 : 約40分間
（海の生物にまつわる星座の
お話と番組）

〈特別番組〉

銀河鉄道の夜

星空と音楽のリラックスタイム。
テーマに沿った多彩な音楽が物語のようにつながり、季節ごとに、様々な星
空の魅力をお送りします。
4月★星空弦楽奏 5月・6月★星空クラシック 7月・8月★星空トラベル ★投映日時：毎日12：30〜13:00（30分間）
毎月第4土曜日の
星空ヒーリングは…

ベビーとママ・パパのプラネタリウム
〜おしゃべりしながら星座探し〜

ベビーのお誕生日星座を一緒に探してみませんか？
途中で泣き出したり、
おしゃべりをしてもお互いさま。
お子さまとおしゃべりしながら星空をお楽しみください。
※授乳やおむつ交換のための途中退場・再入場が可能です。

★投映日時：4/22（土）、5/27（土）、6/24（土）、7/22（土）12:30〜13:00

投映時間 : 約30分間

※小学3年生以下は保護者の同伴が必要です。
※各回230席入替制
（途中入場はできません）
10:00 11:15 12:30 13:30 14:45 16:00 17:30 19:00 ※中学生以下で17:30以降の番組をご覧になる場合は、保護者の同伴が必要です。
- ※学校園団体予約が入った場合、番組内容を変更することがあります。
詳しくはホームページまたは電話でご確認ください。
一般 一般 こども 星空 一般 こども
※星空ウォッチングやアロマプラネタリウム・コンサートなど夜間イベント開催日は、
特別
17:30・19:00のプラネタリウムは休演となります。
特別 一般
※聴覚システムの利用をご希望の方は、
スタッフ迄お声かけ下さい。

番 組 投 映 スケジュ ール
こども＝こども番組
一般＝一般番組
星空＝星空ヒーリング
特別＝特別番組

毎月第3金曜日は
アロマの日

月〜 木
金
土・日・祝

アロマプラネタリウム
「星空の旅人〜古今東西星物語〜」
さあ行こう。星物語の生まれた空へ…。

アロマの香りと星空をお楽しみいただく大人 アロマの
小瓶
向けのプログラム。来場された方には、
プレゼント！
お土産に
「アロマの小瓶」
をご用意しています。
〈4月〜6月のテーマ〉
ユズ・ラベンダー・サイプレス

〜和の空〜

香りと投映内容は全日程同じです。

●日 時: 4/21（金）
・6/16(金) レイトアロマ

19:30〜20:20（受付19：00〜 開場19:15）

現在受付中
［注意事項］

妊娠中の方、医師からアロマテラ
ピーを禁止されている方などは、
ま
れに気分が悪くなる恐れがあります
ので、
ご入場をご遠慮ください。ま
た、
医療目的では行っておりません。

このマークの
イベントは…

5/19（金）アーリーアロマ

18:30〜19:20（受付18：00〜 開場18:15）

●参加費 :600円（のびのびパスポートや各種手帳は使えません）
●対 象 :中学生以上（ただし中学生は保護者同伴）
●定 員 : 先着150名（全席自由席）
アロマ協力：アロマ＆ハーブスクール アンジェリカ

電話申し込み

爆笑！星のお兄さん ★ ★ ★
プラネタリウムショーin神戸
★

日本全国で爆笑プラネタリウムを展開する
「星のお兄さん」
と
「バン
ドー神戸青少年科学館」
が共演！今回は春・夏の星空のもと、
こころゆ
くまで笑ってください！
●日 時：7/2
（日）
18:30〜19:30
（受付18:00 開場18:15）

●定 員 : 先着230名（全席自由席）
●参加費 : 500円

（のびのびパスポートや各種手帳は使えません）

※3才未満はひざ上無料、
ただしお席が必要な場合は有料
※中学生以下は保護者同伴

6/1(木)10：00〜
申し込みスタート

078-302-5177

●1回のお申込みは1家族または5名までです。
●予約開始日は電話がつながりにくい場合があります。

参 クラ
加 ブ
者 活
大 動
募
集
!

クラブ活動って

特典

申込必着日すべて4/24
（月）

◯クラブ員会員証を発行します。
◯展示室およびプラネタリウムの入館が無料になります。
◯科学情報室の図書を借りることができます。
（１ヶ月間）

クラブ活動は、各クラブの目標に沿ったプログラムを設定し、年間の活動を
通して体系的に学ぶことを目的としています。
各回の活動は、基礎を学ぶ・体験する・応用する・実践するなど、1年間参加
することで習得を目指します。

おもしろ科学館クラブ
目標

神戸市少年少女発明クラブ

自分で抱いた疑問を、
科学的に解決できる人になる

平成29年度から
「シニアコース」を新設します。
シニアコースは発明クラブ経験者が
申込できます。
申込方法が異なりますので、
科学館HPをご確認下さい。

作りたいものを
自分の力で形にしよう

目標

「なぜ」
「どうして」のヒントを科学館から探し出し、答えを自分の手で探す過程
を通して、科学への興味･関心を養います。
「知りたい」
「もっと試したい」
と思う
気持ちに応えられる発展可能な実験や工作に取り組みます。

自分で工夫したいものを考え、必要な材料は準備し、作り方を考え、形に仕上げていき
ます。
ものづくりをしながら、理科的な要素の習得や知的財産権の初歩的な知識を広
げ、
良心も培います。
発明くふう展等のコンテストにも応募します。

■活動日／原則第４日曜日 年間10回 ■活動時間／10:00〜12:30 ■年会費／
6,000円 ■募集対象・定員／小学４年生〜６年生・24名 ■オススメ／科学館が
好きな人、
「なぜ」
「どうして」
とよく考える人、科学館のお仕事に興味のある人

■活動日／原則第３日曜日 年間12回 ■活動時間／9：45〜14：30（休憩45
分）■年会費／6,000円 ■募集対象・定員／ジュニア 36人（小学4年生〜中学
2年生） シニア 8人（小学6年生〜中学2年生）■オススメ／人とはちがうもの
づくりに挑戦し、人のために役立つものを作りたい人

神戸astro（アストロ）
クラブ
目標

神戸青少年アマチュア無線クラブ

星空を身近に感じ、
宇宙への探究心を育もう

無線や電子工作を通して、
科学技術とものづくりへの知識を深めよう

目標

2017年の天文現象の夜間観望会を中心に活動します。望遠鏡の組み立てや使
い方の習得を目標にします。
また、宇宙開発で今後求められる技術について専
門家の話を聞くことで、宇宙への探究心を育みます。

アマチュア無線に関する工作のほかに、国家資格の初級アマチュア無線技士の
免許を取得するための学習や試験対策を行います。
自主的な活動として、無線
の公開運用も行います。工作例：ラジオ・マイク・テスターなど

■活動日／原則第2土曜日 年間10回 ■活動時間／10：00〜12：30 ※自主活動
として9月頃に宿泊での観望会を実施 ※天体観測で夜間活動時は保護者
（1名）
の
同伴が必要 ■年会費／6,000円 ■募集対象・定員／小学４年生〜中学生・24名
■オススメ／天文学や宇宙に興味がある人、
星空が好きな人。

■活動日／原則奇数月の第1日曜日 年間6回 ■活動時間／10：00〜12：30※アマ
チュア無線技士のための国家試験対策講座などの自主活動日あり ■年会費／
6,000円 ■募集対象・定員／小学４年生〜中学生・24名 ■オススメ／電子工作に
興味がある人、
アマチュア無線に興味がある人、
国家資格取得にチャレンジしたい人

★注意事項 ●上記クラブに重複しての応募はすべて無効になります。
あらかじめご了承ください。
●年間を通して学習し、製作なども行います。体調不良・学校行事などやむを得ない場合を除き、全回出席可能な方のご応募をお願いします。
★申込方法

●往復はがきのみの受付となります。
●＜必要記入事項＞①希望するクラブ名 ②郵便番号・住所 ③参加者のお名前
（ふりがな）④性別
（男・女）⑤学校名 ⑥新学年 ⑦電話番号をご記入の上、
４月24日
（月）
（必着）
までにお申し込みください。
●参加者1名につき、往復はがき1枚でお申し込みください。兄弟・姉妹そろって参加できるとは限りません。
●応募者が定員を超えた場合は抽選となります。抽選結果は、返信はがきで応募者全員にお知らせします。
※参加申込等でお預かりした個人情報は当館が責任をもって管理し、
お申込みのクラブ以外の目的には利用しません。
（指定管理者：SFG神戸）

往復はがきでの参加申し込み方法
郵

【お申し込みのみなさまへ】
○当選・落選のお知らせは開催日の１週間前までに
返信はがきでご連絡します。

便

往

復

は

が

き

6500046
往 信

はがき
記入例

港島中町7―7―6
バンドー神戸
青少年科学館
教室係（○月○日）

【教室参加時の注意事項】
○当選者本人以外（保護者やお連れのお子様）
の入室は原則ご遠慮いただいております。
○当選者本人以外、昼食や送迎で入館する場合は、展示室入館料が必要です。
○予告なしに内容が変わる場合があります。
また、荒天などの場合、安全を考慮して中止する場合があります。
※参加申込等でお預かりした個人情報は当館が責任をもって管理し、
お申し込みの教室やイベント以外の
目的には利用しません。
（指定管理者：SFG神戸）

往信面

何も書かないで
ください

郵

便

往

復

は

が

き

①タイトル
（例：アニメを作ろう）

郵便番号

この折り目を内側にして折って差し出してください︒

【記入の際のご注意事項】
○記載不備や重複応募の場合、抽選対象からもれることがあります。
○応募者が定員を超えた場合は抽選となります。
○参加者１名、
または１組につき、
はがき１枚でお申し込みください。
○消えるボールペンでご記入のお申し込みはご遠慮ください。
●
「一人で参加する教室」
は、兄弟・姉妹を1枚にまとめて書いたり、
保護者の方の名前を書くと記載不備で選外になります。
●はがき1枚で、2つ以上の教室を書くと選外になります。
●同じ教室に重複してご応募された場合や、一部・二部両方にご応募
された場合は選外となります。

返信面

②実施日・開始時間

（１部・２部がある教室はどちらかを選ぶ）
（例：●月●日 ●部 11：00〜）

返 信

参加希望者のご住所
参加希望者のお名前
行

③参加者全員の
お名前（ふりがな）
・学校名・学年

（ご家族の場合はお子様とのご関係・
一般の方は年齢）
例：科学館太郎 青少年小学校 ４年
科学館花子 青少年小学校 1年
科学館一郎 父
科学館和子 母

④郵便番号・住所
⑤電話番号・FAX番号

KOBE生涯学習パスポート
「マナビィ単位認定制度」
対象講座！
事前申し込み制

教育普及講座のご案内

大人のみ入館料が別途必要です。
往復はがきでお申し込み下さい。

家族で参加する教室
6 25

（日）

アニメを作ろう

6/11 申込必着

モーターを回すと絵が動き出す？アニメーションの原型である
「フェナキストスコープ」
（おどろき盤）を作ります。
●定員／16家族 ●時間／10:00〜12:00 ●参加費／1,200円 ●対象／小学1〜3年生を含むご家族
（幼児を含む1家族5名まで）

7 23

（日）

8 20

（日）

気象予報士と学ぶ！楽しいお天気教室

〜7/23 雨量計をつくろう！〜
〜8/20 雨量計測のまとめをしよう！〜

7/9 申込必着

雨量計をつくって、雨量を測ろう! 観測した雨がなぜ降ったのかみんなで考えよう。

※7/23・8/20、両日（同じ時間帯）参加できる方。

●定員／ 各回14家族 ●時間／ １部 10：30〜12：30 2部 13：30〜15：30 ●参加費／無料 ●対象／小学3年生〜中学生を含むご家族（幼児を含む1家族5名まで）

親子で参加する教室
6 4

（日）

親子ロボット工作教室

初級コース

5/21 申込必着

自動車型ロボット「梵天丸」を親子で製作し、パソコンでプログラミングをしよう。
※ノート型（Ｗindows)をお持ちください。お持ちでない方にはお貸ししますが数に限りがあります。

6 11

（日）

●定員／15組 ●時間／10:00〜16:30 ●参加費／5,400円
●対象／小学4年生〜中学生1名とその保護者1名 主催：こうべロボットスクール

6 17

（土）

7 9

（日）

顕微鏡でみる水生生物

6/3 申込必着

水の中の小さな生き物の世界をのぞいてみよう!
●定員／12組 ●時間／13：30〜15：30 ●参加費／無料
●対象／5歳〜小学２年生1名とその保護者1名

親子ロボット工作教室

初級コース

6/25 申込必着

自動車型ロボット「梵天丸」を親子で製作し、パソコンでプログラミングをしよう。
※ノート型（Ｗindows)をお持ちください。お持ちでない方にはお貸ししますが数に限りがあります。

わくわくファーブル体験 〜メダカ編〜
メダカを観察して育てよう!

5/28 申込必着

●定員／12組 ●時間／13：30〜15：30 ●参加費／1,200円
●対象／幼児〜小学２年生1名とその保護者1名

6 18

（日）

親子ロボット工作教室

中級コース

6/4 申込必着

お持ちの「梵天丸」に新しい技をプログラミングする教室。

※ノート型（Ｗindows)をお持ちください。お持ちでない方にはお貸ししますが数に限りがあります。

●定員／15組 ●時間／10:00〜12:00 ●参加費／無料
●対象／小学4年生〜中学生1名とその保護者1名
（梵天丸をお持ちの方）
主催：こうべロボットスクール

7 29

（土）

わくわくファーブル体験〜クワガタムシ編〜

クワガタムシのことをよく知って、育てよう!

7/15 申込必着

●定員／12組 ●時間／13：30〜15：30 ●参加費／1,900円
●対象／幼児〜小学２年生1名とその保護者1名

●定員／15組 ●時間／10:00〜16:30 ●参加費／5,400円
●対象／小学4年生〜中学生1名とその保護者1名 主催：こうべロボットスクール

一人で参加する教室
5 13

（土）

気象予報士と学ぶ！楽しいお天気教室
〜天気予報にチャレンジ〜

4/29 申込必着

5 14

（日）

気象のお話を聞いて、天気図から天気を予報しよう！
●定員／28名 ●時間／13：30〜15：30 ●参加費／無料
●対象／小学4年生〜中学生

6 3

キラキラ万華鏡を作ろう

6 17

顕微鏡でみる水生生物

（土）

5/20 申込必着

光の反射などを利用して、輝く万華鏡を作ろう。
●定員／32名 ●時間／10：00〜15：00 ●参加費／1,200円
●対象／小学4年生〜中学生
6/3 申込必着

（土）

水の中の小さな生き物の世界をのぞいてみよう！
●定員／24名 ●時間／ 10：00〜12：00 ●参加費／無料
●対象／小学3年生〜中学生

7 15

かがくするやきもの教室〜器〜

（土）

8 5

（土）

7 29

（土）

7/1 申込必着

自分だけの器をつくろう。
※7/15(成形）、8/5(絵付け)の両日参加できる方。
●定員／24名 ●時間／10：00〜12：00 ●参加費／1,800円
●対象／小学3年生〜一般

わくわくファーブル体験 〜クワガタムシ編〜

7/15 申込必着
クワガタムシのことをよく知って、育てよう！
●定員／24名 ●時間／ 10：00〜12：00 ●参加費／1,900円
●対象／小学3年生〜中学生

無限トンネルを作ろう
ハーフミラーと鏡の反射を利用して、
光の帯がどこまでも続くオブジェを作ろう。
●定員／32名 ●時間／10：00〜15：00
●対象／小学4年生〜中学生

6 11

（日）

4/30 申込必着

●参加費／1,500円

わくわくファーブル体験 〜メダカ編〜

5/28 申込必着
メダカを観察して育てよう！
●定員／24名 ●時間／10：00〜12：00 ●参加費／1,200円
●対象／小学3年生〜中学生

7 1

シャボン玉マシーンを作ろう

（土）

モーターを使って風の力でシャボン玉を飛ばすマシンを作ろう。
●定員／各回32名 ●時間／ １部 10：00〜12：00 2部 13：30〜15：30
●参加費／1,000円 ●対象／小学3〜6年生

7 16

かがくするやきもの教室〜土鈴〜

（日）

7 30

（日）

6/17 申込必着

7/2 申込必着

オリジナル土鈴をつくろう。
※7/16(成形）
、
7/30(絵付け)の両日参加できる方。
●定員／24名 ●時間／10：00〜12：00 ●参加費／1,800円
●対象／小学3年生〜一般

「マナビィ単位認定制度」
について

29年5月から、
バンドー神戸青少年科学館でも
単位認定が可能になります！

自分の学びを記録として残すことで、
生涯にわたって意欲的に学習を進めてもらう
ための制度です。
対象の講座を受講されますと1講座につき、
マナビィ認定印を１つ
押します。
20単位で記念品が、
50単位・100単位で認定証と記念品が贈呈されます。

2017

春 のワークショップ

SPRING
WORKSHOP

「みる・きく・さわる」〜”りか本”のよみきかせワークショップ〜

「マナビィ単位認定制度」対象講座！

KOBE生涯学習パスポート

※5月13日
（土）
以降が対象になります。

たくさんある"りか本"の中からおすすめ本をご紹介。
"りか本"をきっかけに
「かがく」
とふれあおう。

プラネタリウムで星空のお話を聞いた後、
屋上の望遠
鏡で星空を観望します。

電話申し込み

●時

●時 間 :19:00〜21:00ごろ（受付18：30）
●参加費 :300円（のびのびパスポートや各種手帳は使えません）
●対 象 :制限なし（ただし中学生以下は保護者同伴） ●定 員 : 各回先着150名

間：15：45〜
（約45分）

当日受付
予約不要

●参加費：無料（展示室入館料が必要）
●対

象：どなたでも
（内容は4〜6歳向け）

★天候により屋上での観望ができないときはプラネタリウムドーム内で50分ほどの解説のみとなります。
★

開 催日

タイトル

4月 8日(土)

春の星座を見つけよう (月齢11.3)
春の星座と木星 (月齢16.9)
ミニマム・ムーンと初夏の星空（月齢14.6）
七夕の星 (月齢13.4)

5月13日(土)
6月 9日(金)
7月 7日(金)

2017
年度

申込受付開始日

4

現在受付中

22

「はる」 5

（土）

27

「さつき」

自分だけの
"りか本"に出会おう

（土）

4月13日(木)
5月18日(木)

6

6月15日(木)

24

「あめ」

（土）

"りか本"を読んで、
いろいろな体験や工作をしよう
協力：神戸市立三宮図書館

春 のイベントのお知らせ

KOBEサイエンストーク＠IKEAレストラン

GW

小さな星から広がる大きな世界 〜小惑星科学の最前線〜
小惑星は名前の通り小さな天体ですが、
わかっているだけで72万個以上の存在が知られていて、
太陽系の成り立ちや生命の起源を探る上でも重要な手がかりを秘めています。
新しくなったIKEAレストランで、軽食を楽しみながら宇宙の広がりを感じてみませんか？
主催：IKEA神戸、
バンドー神戸青少年科学館

GWイベント

探検！かがくかん

〜君も実験や観察にチャレンジだ！〜

チャレンジカードを持って展示室内の問題に挑戦！
答えが解けたらミニ実験や顕微鏡を使った観察が、
体験できるよ！
◆日 時: 4/29（土）〜5/7（日） 10：00〜16：00
◆場 所: 1階 プロローグ・展示室
◆参加費: 無料
◆対 象: どなたでも

◆日 時: 4/22
（土）17:00〜18:00（受付16:45〜）
◆講 師: 神戸大学大学院 理学研究科 惑星科学研究センター 臼井 文彦 先生
◆場 所: IKEA 神戸 レストラン ◆参加費: 無料 ◆対 象: 20才以上の方
◆定 員: 50名（うち科学館の募集人数30名、IKEA FAMILYメンバー20名）

(小学生未満のお子様も保護者同伴であれば参加可)

申し込み方法 ※応募者多数の場合は抽選となります。

氏名・住所・年齢・電話番号を明記の上、
E-mailにてお申込みください。4/12(水)メール必着
talk@kobe-kagakukan.com
当日受付

臨床工学技士体験セミナー 予約不要
病院で使われている機器に触れてみよう！！

KOBEサイエンスカフェ
第2回「プラズマってなに？」

「プラズマ」
って一体どういうものなの？実際にプラズマを見て、触って、
どんな使い方ができるのか、
プラズマを研究している研究者と一緒に考えよう！
共催：UCCコーヒー博物館
◆ 話題提供者：高松 利寛さん
（神戸大学大学院医科学研究科）
（土）13:00〜16:00（受付12:45〜）
◆日 時: 5/20
◆場 所: 本館4階実験室・UCCコーヒー博物館

※科学館で実演終了後、UCCコーヒー博物館に移動し、
おいしいコーヒーを
飲みながらワークショップを開催します。
◆参加費: 600円（別途、科学館の展示室入館料が必要）

◆対

象: 大人（高校生以上） ◆定 員: 先着30名

申し込み方法

氏名・住所・年齢・電話番号を明記の上、
E-mailにてお申込みください。5/16(火)メール必着
event@kobe-kagakukan.com

コズミックカレッジ・ファンダメンタルコース
JAXA(宇宙航空研究開発機構)と協力して実施する、宇宙をテーマとした実験や
体験を通して、科学の楽しさ、不思議にふれる体験型の講座です。

◆内 容:・バルーンロケットをつくろう ・注射器ロケットをとばそう
◆日 時: 6/3
（土）10:00〜12:30（予定） ◆場 所: 本館4階実験室・地下ホール
◆参加費: 無料（別途、展示室入館料が必要） ◆対 象: 小学3年生〜中学3年生
◆定 員: 24名 ◆申込締切: 5/20
（土）申込必着

病院ではたくさんの医療機器が、
治療や検査に使われています。
医療機器のスペシャリストである
「臨床工学技士」になって、手術室や集中治療室を
体験してみませんか？そして実際に使われている機器を操作してみましょう！
主催：一般社団法人 兵庫県臨床工学技士会
◆日

時: 6/25（日）10：00〜16：00
（15：00最終受付）

◆場
所: 新館地下ホール
◆参 加 費 : 無料（展示室入館料が必要）
◆対
象: 小学生以上、
高校生まで
（大人の見学可）

◆体験時間: 30分〜45分
◆申込方法: 当日受付／予約不要

宇 宙と人 間

7月8日
（土）〜8月23日
（水）

夏の特別展 予告

一昨年に好評を博した
「宇宙への挑戦」PART2として、2017年夏の特別展
「宇宙と人間」
を開催！人間の生活を支える宇宙技術や宇宙へ人間を送り込む技術を展示し、
宇宙と人間のかかわりの現在と未来について展示します。

■特別展入場料：大人300円
（予定）／小中高校生
※別途、展示室入館料が必要

無料

毎月2回開催!

おたのしみ工作屋台

当日受付／予約不要

4月 : 世界に1つ！名札をつくろう

今日はどんな「かがく」をみつけられるかな？

5月 : くるくるステンドグラス？

「なにがでるかな？お楽しみ実験ショー 」

6月 : お風呂でブクブク★バスボム作り

▶場所：本館1階 第1展示室・ケミカルワークショップ 10:30〜（約20分間）

●開催日：第1・第3日曜
11：00〜13：00 14：00〜16：00
●場 所：新館1階プロローグ
●参加費：100円〜200円

「廃材★ショータイム 」

屈折望遠鏡「たいよう」で
太陽の黒点やプロミネンスを観察しよう!

たくさんある展示物の中から、
サイエンススタッフのイチ押しの展示物を紹介！

毎日
公開

活動期間：5/1~2018/3/31(１年毎の更新あり)

※雨天・曇天時には、
一般公開されている中では国内
最大級の口径25cm屈折望遠鏡
「たいよう」
のお話をします。

「科学館友の会」のご案内

参加資格:小学生以上ならどなたでも

募集期間：4/16（日）まで

078-302-5177

応募条件：18歳
（高校生不可）
以上69歳まで
申し込み方法：詳細はHPあるいはお電話でお問い合わせください。

種

年会費

科学館友の会では、年間をとおして科学館をより身近に
楽しんでいただける特典をご用意しています。
詳しくは1階入口横の事務室までどうぞ。

特典

展示室や科学情報室、天体観測室などで、
解説や安全管理をして頂くボランティアを募集中です。
こどもが好きな方、科学・技術、教育活動に
興味がある方はぜひご応募ください。

●公開時間：①11:40〜12:00
②14:30〜14:50
（4〜9月）

時間が
かわりました！

●定員：約10名（先着順）
●対象：どなたでも ●申込：当日受付／予約不要

会員募集中

春のボランティア大募集！

天体観測室

展示室ツアー

※土・日・祝／春夏休みのみ実施

▶場所：新館1階 第6展示室・おもしろ実験ひろば 13:45〜（約20分間）

＜5月：くるくるステンドグラス？＞

サイエンススタッフとめぐろう！

（約30分間）
●日時： ①12:15〜
②15:45〜
（約30分間）

科学実験ショー

毎日2回開催!

科学館ボランティアといっしょに、
だれでも楽しめる工作を体験しよう！

別

年会費

2, 0 0 0 円
3, 0 0 0 円
5, 0 0 0 円

小人会員
大人会員（18歳以上）
家族会員（会員と同居の家族5人まで）
※ご入会日の入館券は払い戻し、会費に充当します。

★ 会員証提示で展示室・プラネタリウムの入館が1年間いつでも無料になります
★ 会員限定のイベントをご案内します

★「かがくかんNEWS」をご自宅へお届けします（年4回）
★ 科学情報室の図書を借りることができます

開 館 カ レン ダ ー
休館日

4月

2017

開館延長日

（金土日祝／春・夏休み）
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夕方からはおトクな

開 館 時 間と 休 館 日
開館
時間

7月

2017

月〜木
金・土・日・祝／春・夏休み

9:30〜16:30
9:30〜19:00

※入館は閉館の30分前まで。
※18：00以降の中学生以下のみのご入場は、
保護者の同伴が必要です。

★水曜日（祝日の場合は開館し、翌木曜日に休館）

休館日 ★館内整理日
（4/10〜4/12）

★年末年始（12/28〜1/4）

アクセスマップ

で！

金・土・日・祝・春休みの16時以
降、プラネタリウムと展示室の
入館券をセットで購入すると、
展示室の入館料が半額に！
（当
日15:30以降の販売です）
大人￥700、小中高校生￥350

入館料
区分

大 人（ 1 8 歳 以 上 ）
小学・中学・高校生

展示室
個人

600 円
300 円

団体

480 円
210 円

プ ラネタリウム
個人
団体

400 円
200 円

320 円
140 円

※幼児以下：無料 ※団体（30名以上）
は2週間前までに電話でご予約ください。

バンドー神戸青少年科学館は、神戸市立青少年科学館の愛称です

〒650-0046 神戸市中央区港島中町7-7-6

TEL.078-302-5177 FAX.078-302-4816

指定管理者：SFG神戸
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