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ふしぎをはっしんする

10/4（日）

11/14（土）・11/15（日）

展示室入館無料の日

KOBE観光の日

関西文化の日
ポートアイランド

サイエンスフェスティバル

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。

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。マスクを着用いただけない場合は、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。



科学館HPでの参加申し込み方法

【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組ごとなど、参加対象をよく読んで入力してください。　○入力不備や同じ教室に重複してご応募
された場合、また、1部・2部両方にご応募された場合は、抽選対象からもれることがあります。　○迷惑メール防止などでドメイン設定をされている場合、申込後の自動返信メール
が正しく届かない場合がございます。下記のドメインからのメールが届くよう、設定の変更をお願いいたします。「@kobe-kagakukan.com」
【教室・イベント参加時の注意事項】
○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。マスクを着用いただけないお客様のご入館はご遠慮いただいております。教室・イベント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）

かがくかんHP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・イベントにお申込みください。
https://www.kobe-kagakukan.jp/event
※申込後、自動返信メールが送られます。

当落通知をお送りします。
メール本文に「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・イベント当日の詳細案内
をお送りします。

教室・イベント当日、入館料と参
加費をお支払いの上、参加してく
ださい。

当選結果

申込締切後

詳細のご案内

開催日5日前まで 当日

11月14日（土）・11月15日（日） 10:00～17:00（特別展示室への最終入場16:30まで）
ポートアイランド内外の大学、施設、企業からワークショップ、展示が科学館にやってくる！！

2日間は、展示室入館無料！この機会にお越しください。

カワサキロボットサービス㈱／川崎重工業㈱

●場所：バンドー神戸青少年科学館　特別展示室ほか ●展示・ワークショップ参加費：無料（ワークショップは事前申込制）

展示 デモンストレーション

のびのびセンサでロボットが動く!?
バンドー化学製のセンサの見本や、ロボットが動く仕
組みを展示します。また、実際にロボットを動かすデ
モンストレーションを実施します。

産業用ロボットについて、その
活躍やしくみを学び、本物の産
業用ロボットを操作してみよ
う！

展示 カワサキロボットエンジニアになろう
～産業用ロボットを学ぶ～

ワークショップ ワークショップ

バンドー化学㈱

展示

エネルギーをつくろう、ためよう、あそんでみよう！
太陽光パネルを使った工作キットを組み立て、使ってみます。

㈱NTTファシリティーズ

ワークショップ

細胞チャームをつくろう
細胞のデザインで自分だけのストラップチャームを作ろう！

理化学研究所 生命機能科学研究センター（理研BDR）

くすりの秘密と工夫を学ぼう！
～カプセル、錠剤、水剤、粉薬で実験してみよう～

錠剤やカプセル、顆粒、水剤など、くすりのそれぞれの性質を学
び、私たちの体の中に入ったくすりはどうなるのか、実験を通して考えます。
また、調剤体験として、軟膏を自分でつくります。
神戸学院大学薬学部

ワークショップ

おふろ爆弾「バスボム」をつくろう
バスボムはお風呂に入れて楽しむものです。重そうや
クエン酸、食用色素、アロマオイルなどを使ってバスボ
ム（おふろ爆弾）をつくります。

[主催]バンドー神戸青少年科学館
[協力]IKEA神戸、㈱NTTファシリティーズ、カワサキロボットサービス㈱／川崎重工業㈱、神戸学院大学薬学部、神戸学院大学薬学部 科学クラブ、神戸学院大学附属中学校・高等学校、神戸新交通㈱、
　　　神戸どうぶつ王国、バンドー化学㈱、UCCコーヒーアカデミー、理化学研究所 生命機能科学研究センター（理研BDR）　※五十音順

[主催]バンドー神戸青少年科学館
[協力]IKEA神戸、㈱NTTファシリティーズ、カワサキロボットサービス㈱／川崎重工業㈱、神戸学院大学薬学部、神戸学院大学薬学部 科学クラブ、神戸学院大学附属中学校・高等学校、神戸新交通㈱、
　　　神戸どうぶつ王国、バンドー化学㈱、UCCコーヒーアカデミー、理化学研究所 生命機能科学研究センター（理研BDR）　※五十音順

神戸学院大学附属中学校・高等学校

ワークショップ

神戸学院サイエンスLab.
口や空気入れを使わなくても家庭にあるもので風船をふくら
ますことが出来ます。科学の力を使って風船をふくらまそう！

神戸学院大学薬学部 科学クラブ

ワークショップ

■ワークショップの申込方法、参加対象年齢、定員など、詳細は科学館のHPをご覧ください。
■ワークショップは事前申込制です。HPからお申込みください。

[注意事項]
◎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
　変更や中止させて頂く場合がございます。
　最新情報は来館前に当館のホームページをご確認ください。

https://www.kobe-kagakukan.jp/event/sciencefes2020

申込期間 10月1日（木）～10月15日（木）※応募者が定員を超えた場合は、抽選となります。

触って楽しむハンズオン展示！
＆神戸どうぶつ王国の取り組み紹介

本物の動物の羽根や毛に触れてどの動物のものかを当てるクイズを開催しま
す。また現在、神戸どうぶつ王国が行っている生物多様性保全、環境保全への取
り組みをパネルで紹介します。
神戸どうぶつ王国

展示

サステナブルなフード『プラントボール』って
なんだろう？
イケアの象徴とも言える『ミートボール』。植物由来の原料を使用して味や触感
を妥協せず、見た目も味も『ミートボール』にそっくり。この『プラントボール』の
サステナブルな効果を数値で紹介します。
IKEA神戸

スマホでスタンプラリー「シルミールはどこ？ドコ？」
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！ ※スマートフォン等アプリをダウンロードできる端末が必要です。
（各日、先着100名様に神戸新交通㈱のオリジナルグッズをお渡しします）

イベントの詳細・ワークショップの申込方法

目で見て学ぶメイラード反応
コーヒー豆の色の変化を観察しよう！
UCCコーヒーアカデミー

展示



家族で参加する教室

親子で参加する教室

楽しいサイエンス教室

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。

事前申し込み制

気象予報士と学ぶ！楽しいお天気教室
～雪の結晶作りと冬の天気～
ペットボトルの中で結晶が成長する様子を観察しながら、
なぜ雪が降るのか、冬の天気について学びましょう。

（日）
12 13

●定員／各回7家族　●時間／1部 11：00～12：30　2部 14：00～15：30
●参加費／500円　●対象／小学3年生～中学生のお子様を含むご家族
（1家族5名まで）（幼児の入室・見学不可)

こまの科学
～こまはなぜたおれないの？よくまわるこまは？～
“こま”の持っているおもしろい性質や、
回っているコマにはたらく力を体験しよう。

（土）
12 19

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。

●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・見学不可)

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「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1名とその保護者1名(幼児の入室・見学不可)

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！
協賛：ビー・エム・ダブリュー株式会社　協力：全国科学館連携協議会　企画・制作：日本科学未来館

●定員／4組8名　●時間／12：30～17：30　●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・見学不可)

10/20 申込締切

10/18 申込締切

11/29 申込締切

光の正体ってなんだろう？～光のふしぎな実験・工作～
“ひかり”を使った実験や工作を通して、光の正体を探ってみましょう。

（土）
12 26

●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400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・見学不可)

12/12 申込締切

12/5 申込締切

科学館のクラブ活動で実施しているプログラムの中から、ぜひ多くの方に体験していただきたい当館イチオシの授業を一般向けに実施します。

（日）
11 1

（火・祝）
11 3

親子ロボット工作教室～中級コース～
お持ちの「梵天丸」に新しい技をプログラミングする教室です。
※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「備考欄」にご明記ください。
※主催：こうべロボットスクール

11/15 申込締切（日）
1129

光のひみつを探ってみよう

●定員／7名
●時間／15：00～16：30
●参加費／300円
●対象／小学4～6年生のお子様1名
　　　　(幼児の入室・見学不可)

10/10 申込締切

（土）
10 24 サイボーグ体験 ～マッスルセンサーを使って、

サイボーグの技術を体験しよう～ 11/9 申込締切（月・祝）
1123

光はまっすぐ進んだり曲がったり、いろんな性質を持っていま
す。光にまつわるふしぎな現象を体験しながら、その性質につ
いて一歩踏み込んで考えてみましょう。 サイボーグってなんでしょう？サイボーグは人間とロボットが融合する技術です。そんな

ことは可能でしょうか？今の科学技術を使うとサイボーグの体験ができます。サイボー
グ体験をして未来の科学について考えましょう。
●定員／各回4組8名
●時間／1部 10：30～11：30　2部 14：00～15：00
●参加費／600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・見学不可)

●定員／9組18名　●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）
(幼児の入室・見学不可)



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

第64回
日本学生科学賞兵庫県コンクール

第44回 兵庫県高等学校総合文化祭
自然科学部門発表会

令和２年度 近畿地区高等学校文化連盟
自然科学部合同発表会

●日　時：10月16日(金)～10月18日（日）
9：30～17：00 ※18日は12：00まで

●場　所：新館4階 特別展示室
●入場料：無料（展示室入館料が必要） ●日　時：11月7日（土）12：30～16：00

　　　　  11月8日（日）10：00～15：00
●場　所：新館4階 特別展示室
●参加費：無料（展示室入館料が必要）

●日　時：11月21日（土）12:30～16:30
●場　所：新館4階 特別展示室、
　　　　  新館 地下ホール
●参加費：無料（展示室入館料が必要）

中高生の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。

兵庫県内の高校生が部活動で取り組んだ科
学の研究内容を展示します。研究者になり
たい人、研究に興味のある小中学生のみな
さんもぜひお越しください。

京都府・和歌山県・兵庫県の高校生が部活
動で取り組んだ研究内容や活動内容につい
て、パネルを用いたプレゼンテーションを行
います。

主催：兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、
　　  兵庫県中学校研究会理科部会、読売新聞社

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
　開催を中止する可能性があります。

※一般の方もご覧いただけます。

※新型コロナウイルス感染症の影響により
　変更する可能性もあります

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！

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！ 
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！

※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

10月9日(金)

タイトル

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~

11月21日(土) 火星と秋の星を見つけよう
(月齢6.2) 10月22日(木)10：00～

12月18日(金) 年末・年始の星空の楽しみ方
(月齢3.8) 11月26日(木)10：00～

申込受付開始日

●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。

10/8（木）10：00～申し込みスタート

電話申し込み

星兄 プラネタリウムショー
in 神戸

日本全国で爆笑星空解説を展開する「星兄(ほしにい)」が、日本
一の星空「長野県阿智村」からバンドー神戸青少年科学館に
やってきます！
今回は夏・秋の星空のもと、こころゆくまで笑ってください！

●日　時：

●定　員：
●参加費：

11月7日（土）
①16：00～17：00
（受付15：30～ 開場15：45～）
②18：00～19：00
（受付17：30～ 開場17：45～）

各回先着100名
600円
（のびのびパスポートや各種手帳は使えません）

※①②いずれかのご参加に限ります

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

熟睡プラ寝たリウム
日頃お疲れの方に朗報です。星が綺麗で音楽が心地よい。プラネ
タリウムは熟睡するには最適な環境です。星を見るのも眠るのも
自由。プラネタリウムでゆったりとした時間をお過ごしいただけ
ます。

●日　時：

●対　象：
●定　員：
●参加費：

11月23日（月・祝）
18:00～19:00（受付･開場17:30）
高校生以上
先着80名
600円
（各種割引・お手帳は
使えません）

●時　間：
●対　象：
●定　員：
●参加費：

19:30～21:00（受付18:45～）
どなたでも（ただし中学生以下は保護者同伴）
各回先着30名
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

10/15（木）10：00～
申し込みスタート

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？
●開催日:

●時　間：19：30～20：20（受付19：00～ 開場19：15～）
●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
●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）
[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

10月30日（金）
テーマ「星空物語」
2018年夏に制作し、好評だった「星空物語」をリバイバル投映
します。クラシック音楽や星空と密接な関りがある、宮沢賢治
の作品の世界をお楽しみください。

9/24（木）10：00～申し込みスタート

12月25日（金）
テーマ「Special☆星空クリスマス」
2017年の星空クリスマスの内容を、アレンジしてお届けしま
す。クリスマスソングに乗せて、聖夜の星空を巡りましょう。

11/19（木）10：00～申し込みスタート

ⓒAkiyama Salaam



※サイエンス番組は【月・火・木】“彼方のエイリアン”、【金・土・日・祝】“FROM EARTH TO THE UNIVERSE”
　となります。
※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18:00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。(「星兄プラネタリウムショー」開催日は16:00・18:00のプラネタリウムが休演となります。)
※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。

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～
〈第4土曜日14：00～はベビーの日〉

投映時間：約30分間

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：10月24日（土）、11月28日（土）、
　　　　  12月26日（土）

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。

投映時間：約45分間（星空と音楽がメイン、時々星空のお話）

10月・11月　★星空物語（2018年夏投映)
12月　　   　★Special☆星空クリスマス
　　　　　　　(2017年冬投映)

〈サイエンス番組〉

20
20

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）

『LIFEいのち ～うまれることを再体験～』
〈第2日曜日14：00～はLIFEの日〉

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。

★投映日：10月11日(日)・11月8日（日）・12月13日（日）

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

秋のプラネタリウム
〈こども番組〉

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！

〈一般番組〉

投映時間：約45分間
（今夜の星空解説約20分と映像番組）

投映時間：約45分間
（今夜の星空解説約20分と映像番組）

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…。

えんとつ町のプペル
プラネタリウム版

彩ちゃんと夜空のキャンバス
あや 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）

FROM EARTH TO THE UNIVERSE
宇宙への旅 〈星空ヒーリング〉

投映時間：約45分間（全編星空生解説）

〈星空ライブ投映〉

「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。季節の星
座の見つけ方、見ごろ
を迎える惑星のお話。
スタッフが推すお気
に入りの星や神話な
どなど、毎月内容を変
えてご案内します。

紹介内容
10月の星空　 ～ペガスス座・みなみのうお座・火星 など～
11月の星空　 ～ペガスス座・アンドロメダ座・くじら座 など～
12月の星空　 ～オリオン座・おうし座・ふたご座 など～

制作：ヨーロッパ南天天文台（ESO）

彼方のエイリアン
～宇宙人のさがしかた～

かなた

当館
オリジナル
番組

当館
オリジナル
番組

リターンズ

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。

＜プラネタリウム 投映スケジュールについて＞番組投映スケジュール(9月5日(土)～11月30日(月)の間)

金・土

日・祝

月・火・木

10：00 12：00 14：00 16：00 18：00

-一般

一般 一般

一般

こども ライブサイエンス

こども

こども

ライブ ヒーリング

ヒーリング

サイエンス

サイエンス

一般＝一般番組
こども＝こども番組

ライブ＝星空ライブ投映
サイエンス＝サイエンス番組

ヒーリング＝星空ヒーリング

※過去の投映内容に一部変更を加えてお送りいたします。

金・土・日・祝14：00の回に投映

月・火・木14：00の回に投映

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。

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。果たして宇宙人は、私
たちにとっておそろしい存
在なのか、それともトモダ
チになれるのか…！？
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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 
★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

「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　https://www.kobe-kagakukan.jp
指定管理者：SFG神戸 © 2020 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 9：30～18：00
※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。

★水曜日（祝日の場合は開館し、翌木曜日に休館）
★館内整理日（12/1～3）
★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!
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9月
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絵本の中にも「かがく」がたくさん！
見つけた「かがく」で工作や実験にチャレンジ！
●日　　時：
●対　　象：

●定　　員：
●参 加 費：
●参加方法：

12月26日（土）14：00～14：45
小学１～2年生のお子様１名と
その保護者１名（幼児入室不可）
4組
無料（展示室入館料が必要）
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）

協力：神戸市立三宮図書館

プラネタリウム休演日
（展示室は開館）

過去の
工作見本

スペースプロジェクターや
ウォーターゲームなど楽しく遊
べる新商品が続々入荷！大人
から子どもまで楽しめる商品が
そろっています。

12/12 申込締切

「みる・きく・さわる」
～“りか本”のよみきかせワークショップ～ ミュージアムショップ ARアプリを使って科学館のパンフレットで

思い出を作ろう！

※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。

科学館のパンフレットにスマートフォンをか
ざすと、シルミールと一緒に記念写真を撮っ
たり、シルミールが展示室を案内してくれた
りするよ！ぜひご活用ください。

秋限定シルミール登場！
●期　間：9月17日（木）～11月30日（月）

展示室入館無料日
KOBE観光の日
関西文化の日・
ポートアイランド
サイエンス
フェスティバル

かがくかんNEWS 137号 2020年9月25日発行
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