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ふしぎをはっしんする

バンドー神戸青少年科学館

夏の特別展

特別展入場料
※別途展示室入館料が必要

科学館・ライナーチケット発売
数量限定・大人券のみ

ポートライナーに乗って「モノマネいきもの展」を見に行こう!! 科学館・ライナーチケット発売
展示室入館券とポートライナー往復乗車券2区間がセット

チケット券袋の提示で【プラネタリウム入館料】 大人 通常400円▶320円特典
さらに

◆期　　間：
◆発売場所：
◆有効期間：

7/20（土）～9/1（日）
ポートライナー三宮駅インフォメーション
発売期間中のお好きな1日

大　人

通常1,100円 750円（税込）

無料
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◆主催：バンドー神戸青少年科学館
◆協賛：兵庫県立人と自然の博物館
◆協力：大渕 希郷 氏（どうぶつ科学コミュニケーター）、

関西大学システム理工学部
教授 青柳 誠司 氏、教授 伊藤 健 氏、　　　  
伊丹市昆虫館、神戸市立須磨海浜水族園

◆監修：櫻井 麗賀 氏（兵庫県立人と自然の博物館・研究員）

【特別展入場料】   無料 ※別途展示室入館料（大人600円、小中高校生300円）が必要

地球には、自分の姿を周りの環境や他のいきものにマネるくふうをしているいきものたちがいます。なぜ彼らはモノマネするのかな？
モノマネいきものたちのくふうと生存戦略を目で見て、体験しながら、学びましょう！

「だます？ かくれる！ モノマネいきもの展」講演会夏の特別展関連イベント　

●時　間: 14:00～15:00（受付13:00～ 開場13:30）
　　　　　 ※45分講演・15分質疑応答を予定
●場　所: 新館 地下ホール
●参加費: 無料（参加者は展示室入館料も無料）
　　　　　 ※受付時刻（13:00）前の入館は展示室入館料が必要です。
●対　象: どなたでも
●定　員: 各回200名（先着順）

講演日 講演タイトル 講演者

7月28日（日）

8月4日（日）

8月12日（月・休）

かくれる！だます？チョウのはなし

生物に学ぶ ものづくり、まちづくり

ナナフシ大航海記

兵庫県立人と自然の博物館
研究員
（株）ユニバーサルデザイン総合研究所
所長

櫻井 麗賀氏

赤池 学氏

伊丹市昆虫館 （前）館長 後北 峰之氏

さくらい    れい  か

あかいけまなぶ

うしろきた   みね ゆき

4つのゾーンをクリアせよ！！帰るときには君もモノマネいきもの博士！

1 「知る」ゾーン
いきものがモノマネする理由やモノマネの種類を知ろう。ナナフシやバンジョー
キャットたちもやってくるよ。勉強した後はクイズに挑戦！君はなん問とけるかな？

2 「見つける」ゾーン

3 「まねる」ゾーン
君もかくれんぼの達人
に！？ふしぎなマント
をかぶって、モノマネ
体験しよう。
人間がいきものたちを
まねるモノづくり、バイ
オミメティクスも紹介
するよ。最先端の研究
に触れてみよう！

4 「つくる」ゾーン
モノマネいきものに関連した工作を特別展示室で毎日実
施します。自分だけのモノマネいきものを作ってみよう！

土日祝・お盆休み(8/10～16)
11：00～13：00、14：00～16：00

(最終入場15:40)
※各日先着100名様
平日 (お盆休みを除く)

11：00～13：00、14：00～16：00
(最終入場15:40)

毎日 10：00～16：30

本物そっくり！
プラ板標本 100円

料金内容 日時

わくわく
モノマネしおり

みんなで作ろういきものぬり絵

100円

無料

プラ板標本プラ板標本

モノマネしおり

当日受付
予約不要

バンジョーキャットバンジョーキャットナナフシ(伊丹市昆虫館)ナナフシ(伊丹市昆虫館)

モノマネいきものたちは、森や海の中、いろんなところでかくれんぼ
しているよ。うまく見つけられるかな？

参加無料
展示室入館料無料

ぶっちーのいきもの観察教室夏の特別展関連イベント　

●日　時: 8月10日（土）、 8月11日（日）、 8月17日（土）、
　　　　  8月25日(日)、 8月31日(土)
　　　　  10:00～、11：00～、13:00～、14:00～
　　　　　 各回15分の動物解説を行います 
●場　所: 新館4階 特別展示室 イベントコーナー
●参加費: 無料

ぶっちーこと、どうぶつ科学コミュニ

ケーター・大渕希郷氏によるいきも

の観察会を開催します。専門家によ

る生解説をじっくり聞いてみよう！

おおぶち ま   さと

●講師プロフィール
1982年神戸市生まれ。上野
動物園、日本科学未来館、京
都大学勤務を経てどうぶつ科
学コミュニケーターとしてフ
リーランス活動中。著書多数。

078-302-5177 ※複数の講演会への申込みが可能です。
※先着順（定員になり次第、締め切りとさせていただきます）

7/8(月)10:00～
申し込みスタート事前申し込み制 先着順

当日受付・予約不要

夏の特別展期間中
ワークショップを
開催します。
詳細はHPで



生き物(ヤマトヌマエビ)を飼育観察できるミニ水槽で海の環境モデル「ミニ地球」
を作り、地球環境をまもるために海の生態系が果たす役割について考えます。

子どもゆめ基金助成活動

青少年のための科学の祭典 神戸会場大会2019
科学のおもしろさを身近に感じることができる
ブースがいっぱい！
楽しい工作や実験をとおして、もっと科学を好きになろう！
●日　時:
●場　所:

9月7日（土）・8日（日）10：00～16：30
新館４階 特別展示室他

主催：青少年のための科学の祭典・神戸会場実行委員会
共催：（公財）日本科学技術振興財団、科学技術館、（公財）ひょうご科学技術協会

2日間は展示室入館料が無料！

●時　間：

●場　所：
●入場料：

月～木／9：30～16：30　金・土・日・祝／9：30～17：00

新館4階 特別展示室
無料（別途展示室入館料が必要）

みんなの作品展
優秀作品が科学館に大集合！！ご家族そろってお越しください。

第64回  神戸市立小学校理科・生活作品展　  【9月14日（土）～9月23日（月・祝）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※18日は休館

第63回  神戸市立中学校技術・家庭科作品展  【9月27日（金）～9月30日（月）】
第67回  神戸市立中学校理科作品展 　　　   【10月4日（金）～10月7日（月）】

親と子の理科工作教室

●日　時：
●場　所：

●対　象：
●定　員：
●参加費：

●10：00～
プログラミング教室（科学館本館4階パソコン室）
●11：30～
お昼休憩（60分）※昼食をご持参ください
●12：30～
科学館 出発（ポートライナーで
理化学研究所計算科学研究センターへ移動）

●13：00～14：00
スーパーコンピュータ「京」見学
●14：15～16：20
スパコンセミナー（講演会）※希望者のみ

7月21日(日） 10：00～14：00 ※途中お昼休憩があります。
バンドー神戸青少年科学館（プログラミング教室）
理化学研究所計算科学研究センター（スーパーコンピュータ「京」見学）
神戸大学先端融合研究環 統合研究拠点コンベンションホール（講演会）
小学4年生～高校生までの本人とそのご家族（幼児不可）
12組
無料（大人のみ展示室入館料が必要、移動の際のポートライナーの運賃が必要です）

プログラミング教室＆スーパーコンピュータ「京」見学ツアー
（「スーパーコンピュータ「京」がつなぐ、新時代への架け橋」共催イベント）

スーパーコンピュータ「京」ってどんなことをしてきたのでしょう？スパコンは私
たちの健康や医療、産業にもたいへん重要な役割を担っています。科学館でコン
ピュータの基本であるプログラミングを学んで、スーパーコンピュータ「京」を見
学に行きませんか。見学の後は、「京」の成果や昆虫の脳の興味深い講演会にも
参加できます（希望者のみ）。

子どもたちがインターネットで犯罪やトラブルに巻き込まれるケースがあとを絶ち
ません。こうした危険から、子どもたちを守ろうと取り組む兵庫県警の警察官に、身
近にひそむスマホやSNSの落とし穴について教えて頂きます。

●日　時：
●場　所：
●対　象：

●定　員：
●参加費：

8月17日(土） 13：30～15：30
本館4階工作室・実験室ほか
小学1年～6年生(テーマによって対象が異なります。
小学1～3年生は必ず保護者が同伴して下さい)
下記①～⑥各テーマ12名
500円（別途、展示室入館料が必要）

日本機械学会は明治30年以来機械の発展に貢献している学会です。夏休みを利用
して同学会の先生方と一緒に機械工作に挑戦してみませんか？機械の動く原理の説
明もありますよ。

どのような仕組みで、電池で電気ができるのかな？
電池の仕組みや構造などを学習しながら、乾電池をつくってみよう！

●日　時:
●場　所:
●定　員:　　　　　　　　  ●参加費:

7月30日(火) 午前の部  ①11：00～12：30　午後の部  ②14：00～15：30
本館4階 実験室　●対　象: 小学3年生以上（保護者の見学可）
各回35名　　　　　　　　　300円（別途展示室入館料が必要）

主催：一般社団法人 電池工業会、バンドー神戸青少年科学館

作って学ぶ、地球環境と海の生態系
～地球を救う海のはたらき～

●日　時:
●場　所:
●定　員:
●参加費:

9月28日(土) 10：30～12：00／13：30～15：00
本館4階 実験室　●対　象:小学4～6年生（保護者見学可）
各回18名
無料（別途展示室入館料が必要）
※当日はヤマトヌマエビの生体の持ち帰りがあります。

主催：(公社)日本船舶海洋工学会　海洋教育推進委員会／テクノオーシャン・ネットワーク

9/14 申込必着

●日　時:
●場　所:
●対　象:
●定　員:
●参加費:

●講演者：

8月2日(金) 11：00～11：45（受付10:00～ 開場10:30～）
新館 地下ホール
どなたでも
100名
無料（参加申込者は展示室入館料も無料）

兵庫県警察本部生活安全部サイバー
犯罪対策課サイバー犯罪防犯センター
専門部隊の警察官

●日　時:

●場　所:
●参加費:
●定　員：

毎月第1日曜・第3日曜
11：00～13：00／14：00～16：00
 （最終受付は各回15分前）
1階プロローグ
100円
80～100名(材料が無くなり次第終了)

※受付時刻（10:00）前の入館は展示室入館料が必要です。

スケジュール

各テーマの詳細は
当館ＨＰをご覧ください

①モーターで回る観覧車
　小学1～4年生

④上手に歩く二足歩行ロボット
　小学3～6年生

②ホーバークラフトを作って走らせよう
　小学3～6年生

⑤プロペラカー
　小学3～6年生

③ブルブル振動電車
　小学4～6年生

⑥高速、低騒音の新幹線電車
　小学3～6年生

主催：(一社)日本機械学会 関西支部シニア会　共催：バンド―神戸青少年科学館

夏のイベント・ワークショップ

※入館は閉場30分前まで

イラスト：のり

2019

7/14 申込必着

7/12（金）10：00～
申し込みスタート
TEL 078-302-5177 

往復はがき 返信面の「教室
タイトル」箇所に「③ブルブル
振動電車」など応募される
テーマを１つご記入ください

兵庫県警察夏休み親子サイバー犯罪講演会

科学館ボランティアといっしょに、こどもから大人まで楽しめる
工作や実験を体験しよう！

毎月2回開催！ おたのしみ科学館屋台

夏休み！手づくり乾電池教室 7/16 申込必着

当日受付 予約不要

7月 おうちで天の川☆てづくり万華鏡

8月 消える？浮かぶ？ふしぎなBOX

9月 浮かべ！進め！ほばーくらふと

7/27 申込必着

展示室
入館料無料



一人で参加する教室

家族で参加する教室

親子で参加する教室

KOBE生涯学習パスポート「マナビィ単位認定制度」対象講座！「マナビィ単位認定制度」について
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。

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。

事前申し込み制

カメラのしくみ～レンズのはたらきとカメラの工作～
レンズが像を作るしくみを知り、
かんたんなカメラをつくろう。

（水）
8 14

7/31 申込必着

●定員／各回7家族　●時間／1部 11：00～12：30　2部 14：00～15：30
●参加費／お子様(小学生以上)1人に付き250円
●対象／小学1年生以上を含むご家族（幼児を含む1家族5名まで）

水のみビッコン鳥を作ってみよう
毛細管現象とシーソーの動きを利用した
水のみ鳥を作ってみましょう。

（土）
9 21

9/7 申込必着

●定員／各回7家族　●時間／1部 11：00～12：30　2部 14：00～15：30
●参加費／200円
●対象／小学2年生以上を含むご家族(幼児を含む１家族5名まで)

（火）
8 20

●定員／各回24名　●時間／1部 10：00～12：00　2部 13：30～15：30
●参加費／600円　●対象／小学3～5年生

タネコプター～風の力で～
種には、タンポポの綿毛など風の力を利用して大空を飛ぶものがあります。
風の力を利用している種の秘密を探り、オリジナルの種工作をしてみよう。

8/6 申込必着

（金）
8 23

●定員／各回24名　●時間／1部 10：00～12：00　2部 13：30～15：30
●参加費／600円　●対象／小学1～3年生

おもりで動くCDカーを作ろう
「おもり」の力を利用して動く車をつくろう。

8/9 申込必着

（日）
8 25

●定員／各回14名　●時間／1部 10：30～12：30　2部 14：00～16：00
●参加費／100円　●対象／小学5年生～中学生

不思議な現象を科学で解明しよう
果物や炭で電気がつく？ 吹いていないのに笛が鳴る？
実験を通して、科学の不思議にせまってみよう！

8/11 申込必着

（日）
9 22

●定員／28名　●時間／13：30～15：30　●参加費／200円
●対象／小学4年生～中学生

気象予報士と学ぶ！楽しいお天気教室
～台風のふしぎ～
台風のしくみや災害について学び、その対策について考えましょう。

9/8 申込必着

往復はがきでの参加申し込み方法 郵 便 往 復 は が き

6 5 0 0 0 4 6

港島中町7―7―6
青少年科学館
教室係（○月○日）

何も書かないで
ください

往　信

教室・イベントの開催日を
ご記入ください。

↑

はがき
記入例

往信面

郵 便 往 復 は が き

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
。

④郵便番号・住所
⑤電話番号・FAX番号

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

参加希望者のご住所
参加希望者のお名前

行

①教室タイトル
（例：カメラのしくみ）
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：8月14日 2部 14：00～）
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）

返　信

返信面

消えるボールペンでご記入のお申込みはご遠慮ください。

【記入の際の注意事項】
○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いたりする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、
　1部・2部両方にご応募された場合は選外となります。

【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。

【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）

ポートアイランドの生態系を考えよう！
科学館のビオトープで生き物や植物を観察しながら、
人工島ポートアイランドの生態系について考えます。

8 9
（金） 7/26 申込必着

●定員／各回10組
●時間／1部 11：00～12：30　2部 14：00～15：30　●参加費／無料
●対象／小学１～6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～
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)パソコンをお持ちください。ノート型パソコンをお持ちでない方は、
　その旨おハガキにご明記ください。
※主催：こうべロボットスクール 8/18 申込必着
●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

9 1
（日）

電話申し込み

●時　間:19：00～21：00ごろ（受付18:30～ 開場18:45～）
●参加費:400円（のびのびパスポートや各種手帳は使えません）、幼児無料
●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

実施日
※8月6日(火)
※8月10日(土)

タイトル

夏の星と木星・土星を見つけよう
※どちらか一方のお日にちをお選びください
中秋の名月と木星・土星を楽しもう(月齢14.0)

(月齢5.3)
(月齢9.3)

9月13日(金)

7月18日(木)10:00～

8月15日(木)10:00～

申込受付開始日

KOBE生涯学習
パスポート
「マナビィ単位
認定制度」
対象講座！

いっしょに空を見上げて、星を見つけられるようになろう！
プラネタリウムで30分間の星探しのポイントを聞いたあと、

肉眼や天体望遠鏡で実際の星空を観察しよう！
★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。



このマークの
イベントは…

●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。078-302-5177電話申し込み

夏のプラネタリウム

※サイエンス番組は【10:00】Feel the Earth、【13:30】“宇宙のふしぎ”となります。
※夏休み期間のサイエンス番組【19:00】は、Feel the Earthを投映します。
※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）。
※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。
※星空ウォッチングやアロマプラネタリウムなど夜間イベント開催日は、17：30・19：00のプラネタリウムは休演となります。
※聴覚システムの利用をご希望の方は、スタッフまでお声かけください。
※毎月第4土曜日12:20～の「星空ライブ投映」は「ベビーとママ・パパのプラネタリウム」に変更になります。

番組投映スケジュール

金・土・日・祝

夏休み期間
（7/19～9/1）

月～木

10:00 11:10 12:20 13:30 14:40 17:3016:00 19:00
- -サイエンス こども ライブ こども ヒーリングサイエンス

サイエンス こども ライブ ライブ 特別こども ヒーリングサイエンス

サイエンス サイエンスこども ライブ ライブこども ヒーリングサイエンスサイエンス サイエンスこども ライブ ライブこども ヒーリングサイエンス

サイエンス＝サイエンス番組
こども＝こども番組
ライブ＝星空ライブ投映
ヒーリング＝星空ヒーリング
特別＝特別番組

投映時間：約45分間
（今夜の星空解説約15分と

映像番組） 投映時間：約45分間（今夜の星空解説約20分と映像番組）

「もしもブラックホールに落ち
たら？」「もしも月がなかった
ら？」「もしも地球が球体ではな
く平らだったら？」など、だれも
が一度は考えたことがあるよう
な宇宙の謎にせまります。

ヴァイオリニス
ト・葉加瀬太郎
が奏でる名曲と
ともに美しく尊
い地球を感じる
体験をお届け
します。

「もっと星空解説を聞きた
い」そんな声にお応えした、フ
ル生解説プログラム。日没か
ら夜明けまで、今夜の星空案
内をサイエンススタッフが
たっぷりお届けします。

※毎月第4土曜日12:20～の「星空ライブ投映」は
「ベビーとママ・パパのプラネタリウム」に変更になります。

〈星空ライブ投映〉

〈特別番組〉

投映時間：約45分間（全編星空生解説）

投映時間：約30分間

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～

〈毎月第4土曜日12：20～はベビーの日〉

お子さま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：7月27日（土）・8月24日（土）・ 9月28日（土）

ご案内する天体
7月の星空★～こと座・わし座・土星など～
8月の星空★～こと座・わし座・はくちょう座など～
9月の星空★～はくちょう座・いて座・ペガスス座など～

〈星空ヒーリング〉

投映時間：約45分間
（星空と音楽がメイン、時々星空のお話）

星空と音楽のリラックスタイム。テー
マに沿った音楽が物語のようにつな
がり、季節ごとの満天の星空の魅力を
お伝えします。

テーマ
7月・8月　　　 ★星空アニメ
9月・10月・11月★星空J-POP

〈サイエンス番組〉

〈こども番組〉

“宇宙のふしぎ” 
もしも！宇宙が〇〇だったら！？

Feel the Earth
～Music by 葉加瀬太郎～

★7月12日（金）～7月15日（月・祝）、
　7月19日（金）～9月1日（日）は、19:00の回も投映します。

★7月12日（金）～7月15日（月・祝）、7月19日（金）～9月1日（日）は、
　19：00の回がサイエンス番組に変更になるため、
　こちらの番組の投映はございません。投映時間：約45分間

（今夜の星空解説約20分と映像番組）
投映時間：約45分間（今夜の星空解説約15分と映像番組）

サッカーがだいすき
な陸くん。うちゅう
にあるひみつきちを
さがしにいこうと、メ
ダカのヒーちゃんと
おもちゃのロボがさ
そいます。ロケットに
のってうちゅうのひ
みつきちにむかう陸
くんたちのまえにあ
らわれたのは?！

少年時代、二人で宇宙
へ行こうと約束した弟・
日々人と兄・六太。
あの夏、夢を誓った高
台に、UFOを探しに
通っていた二人は、一
人の少女と出会った。
やがて明らかになる少
女の『願い』果たして
日々人と六太はその願
いを叶えることができ
るのか!?

宇宙兄弟　一点のひかり

Feel the universe
～私の瞳に映る宇宙～

当館
オリジナル
番組

当館
オリジナル
番組

★7月8日（月）～9月1日（日）11:10の回に投映します。

©小山宙哉・講談社／読売テレビ・A-1 Pictures 
特別協力：JAXA

主人公、めぐみは買ったばかりのスマー
トフォンでなにげない日常を写真におさ
め、ＳＮＳにアップするのが趣味の女子
高生。ある日、夕日を撮ろうと訪れた校舎
の屋上で天文部員と出会い、それが縁で

世界的な天体写真家の教えを受けることになる。

投映時間：約45分間
（人々が伝えた星空のお話約15分と映像番組）

制作：Feel the Earth 製作委員会

毎日13:30の回に投映 毎日10:00の回に投映

宇宙のひみつきちを探せ！
～陸くんと仲間の大冒険～

う ちゅう

りく なかま だいぼうけん

さが

当館
オリジナル
番組

いつもの星空ヒーリングに、癒しの香りを添えてお届けする、大人のための
リラックスタイム。アロマの香りとともに星空ヒーリングを楽しみませんか？

星空ヒーリング プレミアム
～アロマの香りに包まれて～

アロマの
小瓶

プレゼント！

●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）
●時　間：19：30～20：20（受付19：00～開場19：15～）
[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、
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。
アロマ協力：アロマ＆ハーブスクール アンジェリカ

7/25（木）10：00～申し込みスタート●開催日: 9月27日（金）
テーマ「星空J-POP」
思わず空を見上げたくなるようなJ-POPの曲と共に星空をお届けします。

今年は人類が初めて月に着陸し
て50年！「月ってどんなところ？」
プラネタリウムを宇宙船に見立
てて、星と音楽がすきなチェリー
くんたちと一緒に、みんなで月を
探検しにいこう！プラネの後は
本当の空で星さがしをするよ！

●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）

●定　員：先着230名（全席自由席）

●日　時: 8月8日（木） 受付18:00
プラネタリウム18:30～19:30 → 星見の会20:00頃（晴天時)

7/11（木）10：00～申し込みスタート

※3歳未満ひざ上無料、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

出演：おひさま楽団
チェリーくんとあおいちゃん



科学実験ショー

みんなの『からだ』は年中無休！？自分の
『からだ』をもっと知ろう！！

今日はどんな「かがく」を
みつけられるかな？

8月
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5
1 2 3

12
19
26

7 8 9 106
14 15 16 17
21

30 3129
22 23 24

4
11
18
25

13
20
27 28

9月
日 月 火 木 金 土水
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October2019
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開館延長日
（金・土・日・祝/春・夏休み）

休館日

開館カレンダー  

★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　★科学情報室（本館4階）の本の貸し出しができます（9:30～13:00、14:00～16:00　※土・日・祝/春・夏休みのみ開室）

★「かがくかんNEWS」をご自宅へお届けします（年4回）特典

種　別
2,000円
3,000円

小人会員（小中高校生）
大人会員（18歳以上）
家族会員（会員と同居の家族）※最大5名様まで 5,000円

年会費

科学館友の会では、年間を通して科学館をより身近に楽しんで頂ける
特典を用意しています。詳しくは1階入口横の事務室までどうぞ。
参加資格：小学生以上ならどなたでも　有効期間：入会日から1年後の月末まで

「科学館友の会」のご案内会員募集中
年 会 費

〒650-0046  神戸市中央区港島中町7-7-6　TEL.078-302-5177   FAX.078-302-4816　http://www.kobe-kagakukan.jp
指定管理者：SFG神戸 © 2019 BANDO KOBE SCIENCE MUSEUM

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

※幼児以下：無料　※団体（30名以上）は電話でご予約ください。

入館料

区分

大人（18歳以上）
小学・中学・高校生

展示室
個人

プラネタリウム
団体 個人 団体

600円
300円

480円
210円

400円
200円

320円
140円

月～木 9：30～16：30
金・土・日・祝／春・夏休み 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。
★7/20～9/1は無休
★水曜日（祝日の場合は開館し、翌木曜日に休館）
★館内整理日（9/2～4、12/2～4）
★年末年始（12/28～1/4）

開館
時間

休館日

開 館 時 間と休 館日

大人￥700、小中高校生￥350

夕方からはおトクな

で！
開館延長日の15:30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! 

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！

●時間：①12:30～（約30分間）
②15:45～（約30分間）
※土・日・祝／春・夏休みのみ実施

かがくかんNEWS 132号 2019年7月2日発行

やるき☆げんき
からだ科楽

か  がく

▲期間：
▲時間：
▲場所：

7月4日（木）～11月5日（火）
10：30～(約20分間)
本館1階
第1展示室・ケミカルワークショップ

どんな実験が見られるかは来てからの
お楽しみ！今日はどんな実験かな～？

なにがでるかな？
お楽しみ実験ショー

▲期間：
▲時間：
▲場所：

7月4日（木）～11月5日（火）
14：00～(約20分間)
新館1階
第6展示室・おもしろ実験ひろば

ミュージアムショップ

●対象：
●定員：

当日受付どなたでも
10名（先着順）

カフェ「ATHENA」
ア 　 テ 　 ナ

科学館ならではのおも
しろメニューから、お腹
いっぱいになるフード
メニュー、ちょっと休憩
にぴったりなスイーツ
まで取り揃えています。

作って遊べる夏休みの工作
グッズがたくさんそろって
います。
科学館ならではの楽しい商
品がいっぱい！ぜひ見に来
てね。

展示室ツアー
サイエンススタッフとめぐろう！
7/20～9/1は毎日開催!!

プラネタリウム休演日
（展示室は開館）

①11：40～12：00
②14：30～14：50（4月～9月）
　13：30～13：50（10月～3月）
※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。

公開時間

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！

天体観測室毎日公開 科学館オリジナル
キャラクター誕生！
科学館で毎日太陽の観察をし
ている口径25cm屈折天体望
遠鏡がモチーフです。名前の由来は、科学館には
「知る」・「見る」展示や体験がいっぱいあることか
ら「シルミール」に決定しました。

シ
ル
ミ
ー
ル
で
す
。

よ
ろ
し
く
ね
！

展示室入館無料日
科学の祭典
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