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ご来館の皆様へご協力のお願い
発熱、咳、のどの痛みなど風邪の症状がある方、体調の優れない方は来館をお控えください。
また、入館時に体温測定のご協力をお願いします。当日の体温が37.5℃以上の方の入館はお断りいたします。
マスクの着用をお願いします。
マスクをお持ちでない場合は、入館をご遠慮いただきます。
消毒液を設置しておりますので、
こまめな手指の洗浄・消毒をお願いいたします。
見学中や待ち列にお並びの際は、他のお客様と十分な距離をお取りください。
館内でのお食事はご遠慮ください。カフェアテナは当面の間、営業を休止します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの内容を変更や中止させていただく場合がございます。
最新情報はご来館前に当館のホームページをご確認ください。

2020

特別イベント 夏のワークショップ

身近なものにも
「不思議」
がいっぱい。科学館スタッフと一緒にわくわくしながら科学のヒミツを探してみよう。
所：新館4階 特別展示室
●時
間：①10:30〜 ②14:00〜
（各回30分〜1時間程度） ●場
●参加方法：かがくかんHPよりお申込みください。(応募者多数の場合は抽選)
※展示室入館料が必要です。

7月23日(木・祝)・8月13日(木)

煮干しの解剖

●対 象：
小学生以上の
お子様1名と
その保護者1名
●定 員：
各回5組10名
●参加費：
100円

7月24日(金・祝)・8月16日(日)

超伝導の不思議な現象を体験しよう！
●対 象：
小学4年生以上の
お子様1名と
その保護者1名
●定 員：
各回4組8名
●参加費：
300円

7月28日(火)・8月14日(金)

星が散らばる宇宙の姿
●対 象：小学4年生〜中学生のお子様1名
●定 員：各回8名
●参加費：無料

7月30日(木)・8月11日(火)

光を操ってきれいな万華鏡をつくろう！
●対 象：
小学3年生以上の
お子様1名と
その保護者1名
●定 員：
各回5組10名
●参加費：
300円

7月25日(土)・29日（水）
・8月12日(水)・17日（月）

お楽しみ実験ショー＆ワークショップ
●対 象：
小学生以上の
お子様を含む
ご家族もしくは
グループ
●定 員：
各回12名
●参加費：
無料

7月31日(金)・8月7日(金)

プログラミングを学ぼう
●対 象：
小学4年生以上の
お子様1名と
その保護者1名
●定 員：
各回4組8名
●参加費：
無料

StellaNavigator/AstroArts

8月1日(土)

LEDライトで光る星空ボックス作り
●対 象：
小学3年生以上の
お子様1名と
その保護者1名
●定 員：
各回5組10名
●参加費：
400円

じしゃくであそぼう！
●対 象：
小学1〜3年生の
お子様1名と
その保護者1名
●定 員：
各回6組12名
●参加費：
200円

8月6日(木)

溶解ウォッチ〜ものが溶ける様子を見てみよう〜
●対 象：
小学生以上の
お子様1名と
その保護者1名
●定 員：
各回6組12名
●参加費：
300円

8月3日(月)・10日(月・祝)

8月8日(土)・15日(土)

バランスで実験＆工作にチャレンジ！
●対 象：
小学2〜4年生の
お子様1名と
その保護者1名
●定 員：
各回6組12名
●参加費：
200円

8月4日(火)

ちりめんで実験
●対 象：
小学生以上の
お子様1名と
その保護者1名
●定 員：
各回5組10名
●参加費：
100円

【注意事項】
◎イベント詳細は科学館HPをご覧ください。
◎ワークショップのお時間も
マスクの着用をお願いします。
◎幼児(未就学児)のお子様の参加は
ご遠慮いただいております。
◎参加者以外の見学(幼児(未就学児)のお子様の
付き添い含む)はご遠慮いただいております。
https://www.kobe-kagakukan.jp/
event/summer2020

【夏の特別展 延期のご案内】かがくかんNEWS春号に掲載の、
夏の特別展「かがくかんなぞとき探偵団2020」は、感染症拡大防止のため、秋以降に延期させて頂きます。

神戸市少年少女発明クラブ主催
カジイ

kajiiの日用品楽器コンサート〜食器は歌う〜

7/12（日）10：00〜申し込みスタート

kajiiの作ろうおもしろ楽器
「不思議なバネの楽器を作ろう！」

ワークショップ

100種類以上の日用品楽器を創り出し
音楽を奏でるkajii。聴いて、見て楽しい
エンターテインメントです。

3歳から大人まで！空き缶を使った、不
思議な音の出る楽器をつくろう！

●日 時：7月26日(日)13：30〜14：10
●場 所：新館 地下ホール
●定 員：決まり次第HPに掲載
●参加費：無料（展示室入館料が必要）

●日 時：7月26日(日)15：00〜15：40
●対 象：3歳以上
●定 員：決まり次第HPに掲載
●参加費：300円
（展示室入館料が必要）
主催：神戸市少年少女発明クラブ 後援：バンドー神戸青少年科学館

特別企画

科学館の未来を体験 テレポーテーションロボットと展示室ツアーを体験しよう！【7/27（月）の回】7/20 申込締切

ロボットが活躍する未来の科学館はどうなっているだろう。
ロボットと一緒に未来の科学館展示室ツアーを体験しよう。
●日 時：7月27日(月)・8月5日(水) 1部 10：30〜11：30 2部 14：00〜15：00
●場 所：各展示室
●対 象：小学4年生以上のお子様1名とその保護者1名
●定 員：各回4組 ●参加費：無料（展示室入館料が必要）
●参加方法：かがくかんHPよりお申込みください
（応募者多数の場合は抽選）
共催：iPresence合同会社

科学館アドバイザー齋藤先生による
●日 時：1部 11：00〜12：30
2部 14：00〜15：30
●定 員：各回10名
※⑤は10組
※①②③④⑥は保護者の見学不可
●参加費：各回300円
（展示室入館料が必要）
●参加方法：かがくかんHPよりお申込みください
（応募者多数の場合は抽選）
①②の回

7/20 申込締切

③④⑤⑥の回

浮力や空気のはたらきと
算数力が勝負！ハノイの
塔の水中版を作ろう。
●対象：小学3年生以上の
お子様

小型のそろばんを作って、
そろばんの歴史も学ぼう。
●対象：小学3年生
以上のお子様

❹ 8月5日(水)

❺ 8月8日(土)

ペットボトルで水時計を作
り、
お家では天智天皇が作
られた水時計作りにチャレ
ンジしてみましょう。
●対象：小学3年生以上の
お子様

不思議な実験や工作で
親子の絆を高めよう

雨を呼ぶ
レインスティックを作ろう

親 子でいろいろな実
験や工作にチャレンジ
してみよう。
●対象：小学1・2年生の
お子様１名とその保護者1名

雨が降るメカニズムを
学び、雨の科学実験を
しながら工作をしよう。
●対象：小学3年生
以上のお子様

7/24 申込締切

革を扱う職人 田中洋さんによるワークショップで
す。
「革の繊維」
や、
「革にどのように色をのせていく
か」を学びながら、世界に１つ自分だけのどこから
でも開けられるコインケースをつくります。
●日 時：8月2日(日) 1回30分程度(1日6回開催)
10：00〜、11：00〜、12：00〜、13：30〜、14：30〜、15：30〜
●対 象：小学生以上 ●定 員：各回5名
●参加費：300円
（展示室入館料が必要）
●参加方法：かがくかんHPよりお申込みください（応募者多数の場合は抽選）

7/24 申込締切

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
を作ってみよう！
●日 時：8月3日(月)
1部 10：30〜12：00 2部 13：30〜15：00
●場 所：新館 地下ホール
●対 象：小学3年生以上のお子様1名と保護者１名
※参加者以外の見学はご遠慮ください。
●定 員：各回12組
●参加費：300円
（展示室入館料が必要）
主催：バンドー神戸青少年科学館

夏休み科学工作教室
❷ 7月31日(金)

楽しいがイライラする
水中ハノイの塔を作ろう！

革の手染めのワークショップ

手づくり乾電池教室

iPresenceってどんな会社？
iPresence（アイプレゼンス）はテレポー
テーションロボットを世の中に広めてい
る会社です。世界中に置いてあるロボッ
トへすぐに瞬間移動できることが何年後
かには当たり前になります。みんなが月
や火星にあるロボットを使って歩き回れ
るようになる日が早く来るように、かがくを使って研究しています！

❶ 7月28日(火)

不思議な水時計を作ろう！

7/26 申込締切

【8/5
（水）
の回】
7/29 申込締切

協力：一般社団法人 電池工業会

繰り上げ算が得意になる？
世にも不思議な新型そろばんを
作ろう！

❸ 8月2日(日)

簡易な赤道式日時計を作ろう！
〜太陽の動きで時間を知る時計〜
作った日時計で、太陽の
動きの観察をしよう。
●対象：小学3年生以上の
お子様

❻ 8月10日(月・祝)

苔の観察＆苔テラリウムを作ろう

7/31 申込締切

コケテラリウム作家 清水健太さんにコケについて
教えてもらおう。顕微鏡でコケを見るとどんなこと
が分かるかな？
●日 時：8月9日(日) 各回約45分
①11：00〜 ②13：30〜 ③15：30〜
●対 象：小学4年生以上
●定 員：各回10名
●参加費：500円
（展示室入館料が必要）
●参加方法：かがくかんHPよりお申込みください（応募者多数の場合は抽選）
和田館長による特別講演会

新型コロナウイルスを正しく知ろう！

7/31 申込締切

現在、世界中の人々を苦しめている新型コロナウイ
ルスについて、
ウイルスの特徴と人間の体細胞と結
合する仕組み、
ワクチン開発の見通し、国内外の研
究の状況等について科学的側面から説明します。
●日 時：8月9日(日)・8月15日
（土）
14：00〜14：30
●対 象：小学高学年以上 ●定 員：各回30名
●参加費：無料（展示室入館料が必要）
●参加方法：かがくかんHPよりお申込みください（応募者多数の場合は抽選）

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。
WEBにてお申し込みください。

「マナビィ単位認定制度」について

KOBE生涯学習パスポート
「マナビィ単位認定制度」対象講座！

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。

家族で参加する教室
8 11
（火）

7/28 申込締切
カメラのしくみ
〜レンズのはたらきとカメラの工作〜

9 21

（月・祝）

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。
●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人につき250円 ●対象／小学1年生
以上のお子様を含むご家族
（1家族5名まで）
(幼児の入室不可)

10 4
（日）

宝石から探る鉱物と地球の不思議

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。

9/7 申込締切

●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3年生以上のお子様を含むご家族（1家族5名まで）(幼児の入室不可)

10 17
（土）

9/20 申込締切
地球をつくる鉱物の一員である宝石。
誕生石の実物標本をもとに、
その種類や性質を知ろう。

水のみピッコン鳥をつくってみよう

きれいな和音の謎をとく
10/3 申込締切
〜楽器とドレミ・・・の成り立ち〜

音と和音の関係を知り、
かんたんな楽器を作って音を体感しよう。
●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1年生以上のお子様を含むご家族（1家族5名まで）(幼児の入室不可)

●定員／各回7家族 ●時間／1部 11：00〜12：30 2部 14：00〜15：30
●参加費／100円 ●対象／小学3年生以上のお子様を含むご家族（1
家族5名まで）
(幼児の入室不可)

親子で参加する教室
87

（金）

何がいるかな？育っているかな？
7/24 申込締切
科学館ビオトープ

8 12
（水）

科学館のビオトープで生き物や植物を観察しながら、
ポートアイランドの生態系について考えましょう！
●定員／各回9組18名
●時間／1部 11：30〜12：15 2部 13：30〜14：15
●参加費／無料
●対象／小学生以上のお子様1名と
その保護者１名
（幼児の入室不可）

8 30
（日）

8 13
（木）

ロボットプログラミング教室「自動運転で動く車のしくみ」
もうすぐそこまで来ている！？自動運転が活躍する世界。
自動運転とは車が人間の代わりに
自動で運転してくれる技術です。
自動運転を実現するためにはたくさんの技術が必要で、
今も
どんどん技術開発がすすんでいます。今回はLEGOマインドストームを使って自動運転にチャ
レンジ！自動運転の仕組みを学び、
自動運転が活躍する未来社会について考えよう！
7/29 申込締切
●定員／各回4組8名 ※1回目・2回目の両日とも参加できる方。
●時間／1部 1回目 8/12(水)10：00〜12：30 2部 1回目 8/12(水)14：00〜16：30
2回目 8/13(木)10：00〜12：30
2回目 8/13(木)14：00〜16：30
●参加費／無料 ●対象／小学4年生以上のお子様1名とその保護者1名
（幼児の入室不可）
協賛：ビー・エム・ダブリュー株式会社

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。

8/16 申込締切

※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、
その旨を備考欄にご明記ください。
※主催：こうべロボットスクール

●定員／9組18名 ●時間／13：00〜16：30 ●参加費／6,500円
●対象／小学4年生〜中学生のお子様１名とその保護者１名（幼児の入室不可）

9 13
（日）

協力：全国科学館連携協議会

企画・制作：日本科学未来館

8/30 申込締切
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。
●定員／各回9組18名
●時間／1部 11：00〜12：30 2部 14：00〜15：30
●参加費／200円
●対象／小学4年生以上のお子様1名とその保護者1名（幼児の入室不可）

科学館HPでの参加申し込み方法

かがくかん H P のイベント検 索
ページより日付で検索し、参加し
たい教室にお申込みください。
https://www.kobe-kagakukan.jp/event
※申込後、
自動配信メールが送られます。

申込締切後

開催日5日前まで

当選結果

詳細のご案内

当落通知をお送りします。
メールの件名に「参加決定」
と記
載があれば当選です。

当選者には、開催日の5日前まで
に教室当日の詳細案内をお送り
します。

当日

教室当日、入館料と参加費をお支
払いの上、参加してください。

【抽選の際の注意事項】
○応募者が定員を超えた場合は抽選となります。 ○参加者情報は1名または1組ごとに入力してください。 ○入力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。
【教室参加時の注意事項】
○幼児の見学／入室はご遠慮いただいております。 ○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、送迎で入館する場合は、展示室入館料が必要です。 ○受付に時間がかかる場合がございます。
お時間に余裕をもってお越しください。
○予告なしに内容が変わる場合があります。
また悪天候、新型コロナウイルス感染症の影響により安全を考慮し中止する場合があります。
【感染拡大防止に関するお願い】
○発熱、
咳、
のどの痛みなど風邪の症状がある方、
体調の優れない方は来館をお控えください。 ○入館時に体温測定のご協力をお願いいたします。
当日の体温が37.5℃以上の方
の入館はお断りいたします。 ○マスクの着用をお願いいたします。
マスクをお持ちでないお客様のご入館はご遠慮いただいております。
教室中もマスクの着用をお願いいたします。
※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）
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夏 の プラネタリウム
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〈サイエンス番組〉
当館
オリジナル
番組

〈一般番組〉

えんとつ町のプペル
プラネタリウム版

かなた

彼方のエイリアン
〜宇宙人のさがしかた〜

小学生のマキトは、
もしも宇宙人
が地球にせめてきたらどうしよ
う、
と不安に思っています。
そんな
マキトの元に、ある夜、ふしぎな
生き物が…。
それは何と、太陽系
から遠く離れた星の住人！ マキ
トは地球よりはるかに進化した
その星へ行くことになります。果
投映時間：約45分間
（今夜の星空解説 たして宇宙人は、私たちにとって
それとも
約20分と映像番組） おそろしい存在なのか、
トモダチになれるのか…！？

制作：ヨーロッパ南天天文台（ESO）

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20分と映像番組）

〈星空ライブ投映〉

〈星空ヒーリング〉

「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。

リターンズ

これまで投映したテーマの中
から厳選してお届けします！
星 空と音 楽の癒しの時 間を
ゆったりとお過ごしください。
※過去の投映内容に一部変更
を加えてお送りいたします。
紹介内容
「星空ワールドトラベル」
は延期いた
季節の星座の見つけ方、見ごろを迎える惑星のお話。 ※春号掲載のテーマ
スタッフが推すお気に入りの星や神話などなど、毎月 します。
内容を変えてご案内します。
7月・8月・9月 ★星空と四季（2019年春投映）
投映時間：約45分間（全編星空生解説）

投映時間：約45分間
（星空と音楽がメイン、時々星空のお話）

〈第2日曜日はLIFEの日〉

『LIFEいのち 〜うまれることを再体験〜』

この星に生まれた感動を思い出す
『バースデープラネタリウム』
138億年前の宇宙の誕生から、
星の誕生、
いのちの誕生の軌跡
をたどりいのちの美しさを思い出すひとときをお届けします。

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。

監督・脚本・音楽・ナレーション：橋本 昌彦
協賛：テニススクールを全国に展開するノアインドアステージ株式会社

※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：7月25日
（土）、8月22日
（土）、9月26日
（土）

★投映日：7月12日(日)・8月9日
（日）
・9月13日
（日）

投映時間：約30分間

投映時間：約45分間
（今夜の星空解説約20分と映像番組）
※9月1日（火）〜9月4日（金）は休演します。
※小学3年生以下は保護者の同伴が必要です。
※各回100席入替制（途中入場はできません。）
（ 定員は変更になる場合があります。）
※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、
18：00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。

＜プラネタリウム 投映スケジュールについて＞
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、
プラネタリウムにおいて、
定員や投映スケジュールを変更して投映させて頂く場合がございます。
投映スケジュールは、
ご来館前に当館のホームページをご確認ください。

星空ヒーリング プレミアム アロマの
小瓶
〜アロマの香りに包まれて〜

KOBE生涯学習パスポート

「マナビィ単位認定制度」
対象講座！

プレゼント！

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？
アロマの香りと星空をお楽しみいただく大人向けのプログラム。
星空ヒーリングの
テーマにあわせて香りが変わります。

7/16（木）10：00〜申し込みスタート

季節の移り変わりによって、星空もその様子を変えていきます。
今宵は、神話と共に星空で四季を感じてみませんか。

●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50名
●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。
※プラネタリウム投映中もマスクの着用をお願いいたします。
また、従来の方法と一部変更して
アロマの香りをお届けします。
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

よ ぞら

投映時間：約45分間
（今夜の星空解説約20分と映像番組）

〈第4土曜日はベビーの日〉

このマークの
イベントは…

あや

彩ちゃんと夜空の
キャンバス

アヤちゃんは絵を描くのが大
好き。苦手なものは
「夜」。
だっ
て暗くてこわいから…。ある
日、
アヤちゃんが絵を描こうと
思ったら、お気に入りの虹色
ペンが見あたりません。
そして
ふしぎな光につつまれ、とつ
ぜん夜の世界に…。アヤちゃ
んはこわくて泣き出してしまいます。
でも、大丈夫。虹色
のペン君がやってきて、
いっしょに夜空の世界を冒険す
ることに！

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〜

●開催日: 8月28日
（金）
テーマ
「星空と四季」

当館
オリジナル
番組

4000メートルの崖にかこま
れ、そとの世界を知らない
町がありました。町はえんと
つだらけ。
くろい煙にとじこ
められて、あおい空も、かが
やく星もしりません。あると
き、夜空をかける配達屋さ
んが 、煙をすってせきこん
で、配達中の心臓を、
うっかりおとしてしまいました。
え
んとつ町のはずれのゴミ山で、
ドクドクあばれる心臓
に、
ゴミがあれこれくっついて、
とってもくさいゴミ人間
が生まれたのです…。

FROM EARTH TO
THE UNIVERSE
宇宙への旅
太 古の人 類の宇 宙 観から、
天動説・地動説・現在の宇宙
開発に至る歴史をひも解き
な が ら 、太 陽 系 、星 雲 や 星
団、そして銀河から果てしな
く広がる宇宙の彼方へ、美し
いドーム映 像と音 楽によっ
て誘います。

〈こども番組〉

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！
星探しのポイントを聞いたあと、
肉眼で実際の星空を観察しよう！

●時 間: 19：30〜21：00ごろ（受付18:45〜）
電話申し込み
●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:どなたでも（ただし中学生以下は保護者同伴） ●定 員: 各回先着30名

※内容が変更になる場合があります。
詳しくはHPをご確認ください。
※感染症拡大防止のため、
天体望遠鏡を使用しての観察は休止するなど、
規模を縮小して実施します。
※天候により観望ができないときは、
プラネタリウムドーム内で45分ほどの解説のみとなります。
実 施日

タイトル

申込受付開始日

※7月26日(日) 夏の星空を見上げよう
（月齢5.7）
7月9日(木)10：00〜
※8月4日(火) ※どちらか一方のお日にちをお選びください。（月齢14.7）
9月26日(土)

月と土星・木星が大集合
（月齢9.0）

10月9日(金)

まだまだ楽しもう、
火星の最接近(●月齢22.0) 9月17日(木)10:00〜

8月27日(木)10:00〜

●マークの日は、
観望中に月が見えないため、
月の観察はありません。

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。

「みる・きく・さわる」
〜“りか本”のよみきかせワークショップ〜

ARアプリを使ってスマホでスタンプラリー
シルミールはどこ？ドコ？

ミュージアムショップ

絵本の中には
「かがく」
がたくさんあふれてる！
見つけた
「かがく」
で工作や実験にチャレンジ！

作って遊べる夏休みの工作グッ
ズや新作ガチャなど、かがくか
んならではの楽しいグッズが
いっぱい！ぜひ見に来てね。

●日 時：9月26日
（土）15：45〜16：30
●対 象：どなたでも
（内容は4〜6歳向け）
●定 員：先着4組
1階受付
●参加費：無料（展示室入館料が必要）
にて
当日受付

科学館の展示物をまわってスタンプを6つ集
めよう！全部集めたらノベルティがもらえる
よ！
（先着3,000名 なくなり次第終了します）
間：7月23日
（木・祝）〜8月23日
（日）

●期

夏限定シルミール登場！
7月21日（火）〜9月15日（火）は、パンフ
レットにスマートフォンをかざすと、夏限
定のシルミールと記念撮影ができるよ！
ぜひご活用ください。

過去の
工作見本

※スマートフォンアプリ
COCOAR2の
ダウンロードが必要です。
館内のWi-fiを使ってアプリを
ダウンロードの上、
ご利用ください。

協力：神戸市立三宮図書館

会員募集中

「科学館友の会」のご案内

種

年会費

別

年会費

2 ,0 0 0 円
3 ,0 0 0 円
5 ,0 0 0 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

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

★ 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 ★「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
（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）

特典

開 館 カ レン ダ ー

7月

2020

休館日
開館延長日
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（展示室は開館）

8月

2020

水

木

金

土

1

2

3

4

8

9 10 11

（金・土・日・祝/春・夏休み）

プラネタリウム休演日
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October
木

金

土
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8
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27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31
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30 31
夕方からはおトクな

開 館 時 間と 休 館 日
開館
時間

月〜木
金・土・日・祝／春・夏休み

9：30〜16：30
9：30〜18：00

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

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!
大人￥700、小中高校生￥350

★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（9/1〜3、12/1〜3）
★年末年始（12/28〜1/4）

入館料
展示室

区分

個人

大 人（ 1 8 歳 以 上 ）
小学・中学・高校生

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

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
指定管理者：SFG神戸

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

https://www.kobe-kagakukan.jp
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