ふし ぎ を は っしんする

2 022 秋 号

vol . 145

展 示 室 入 館 無 料 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 11/12（土）、11/13（日）

神戸市 すこやか月間

9/19（月・祝）

※神戸市在住の65歳以上の方で、
すこやかカード、
敬老優待乗車証、
介護保険証、
健康保険証、
自動車運転免許証、
マイナン
バーカード、
その他年齢および居住地を確認できるものの提示で、
展示室入館およびドームシアターの入館が無料となります。

第４回

11月12日（土）
・13日
（日）10：00〜17：00（特別展示室への最終入場16:30まで）

P OR T ISL A ND S CIE NCE F E S T I VA L

ポートアイランド内外の大学、施設、企業から展示やワークショップが科学館に
やってきます！
科学っておもしろい！楽しい！みなさんが科学に興味を持つきっかけになるよう
なイベントを実施します。
サイエンスのタネを科学館で見つけましょう！
2日間は展示室の入館料が無料です。ぜひこの機会にお越しください。
●場所：バンドー神戸青少年科学館 新館4階 特別展示室 ほか
●展示・ワークショップ参加費：無料
※関西文化の日のため展示室入館料は無料ですが、
ドームシアターは有料です。

ワークショップは
事前申込制

11月12日（土）
・13日（日）両日開催
ワークショップ

ワークショップ

展示

くすりの秘密と工夫を学ぼう！

燃料電池自動車MIRAIの展示

〜カプセル、錠剤、水薬、粉薬で実験してみよう〜
錠剤やカプセル、
粉薬、
水薬など、
そ
れぞれの性質を学び、
わたしたちの
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、
軟膏をつくります。

外部給電のデモンストレーションも実施します！
ワークショップ

水素エネルギーまるわかり教室

水素を作る・貯める・運ぶ・使うについて、
クイズや簡単
な実験、体験を通して学ぼう。

神戸学院大学薬学部

体験

燃料電池自動車MIRAIの
公道走行体験会

ワークショップ

ワークショップ

歯みがき粉を使って
実験をしよう！

〜神戸学院サイエンスLab.〜
化学の力で温もりを！
何度も使えるエコカイロ作り！

神戸地区トヨタ販売店
神戸市環境局

歯 磨き粉 にはどん な 成 分 が
入っているの？その成分にはど
んな役割があるの？実験をし
ながら楽しく学ぼう！
参加賞もあるよ♪

ワークショップ

安全な水ってどうできるの？

アエラスバイオ株式会社

神戸学院大学薬学部 科学クラブ

〜ろ過実験と残留塩素測定〜
わたしたちの生活に欠かせない安全
な水道水ができるまでの仕組みを学
んでみましょう！

ワークショップ

コーヒーたんてい サイエンス・カフェ
『水と火のふしぎ』コーヒーをいれる道具サイホン

展示

エネルギーをつくる・ためるっ
て、どういうことかあそんで学
ぼう！
株式会社NTTファシリティーズ

不思議なカイロを作ろう

MIRAIを運転して水素
エネルギーを感じよう！

つくろう、ためよう、
あそんでみよう 2022

展示

のびのびセンサで
人や機械の動きを計測！

おうちでもできるかもしれない！？
水を使った実験をご紹介します。

みるみるうちに、お湯がのぼって
いくよ！コーヒーをいれるふしぎ
な道具とおうちのカフェタイム
が、もっとたのしくなるポイント
をおつたえします。

バンドー化学製のセンサを活
用したヘルスケア機器の仕組
みを紹介します。
また、
ヘルスケ
ア機器やロボットを動かすデモ
ンストレーションも実施します。

神戸市水道局

UCCコーヒー博物館

バンドー化学株式会社

水の不思議を学んでみよう！

体験

展示

展示

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

ポートライナー・六甲ライナーの形をした
バッテリーカーに乗ろう！

Scienceそれは知識、
日々の暮らしに取り入れて持続可能な世界に！

バッテリーカーに乗って楽しく
ドライブしてみよう！

イケアではじめる手軽で
お手頃なサステナブルな
暮らしをご紹介します。

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！また、生物
多様性保全・環境保全への取り
組みをパネルや動画でご紹介
します。

神戸新交通株式会社

IKEA神戸

神戸どうぶつ王国

11月12日（土）のみ開催
ワークショップ

ワークショップ

細胞チャームを作ろう

プログラミング的思考って
なんだろう？

自分でデザインした細胞の
ストラップを作ってみよう！
体験

科学カンバッジを作ろう

研究画像を選んで色塗り、
オリジナル缶バッジをお土
産に！

理化学研究所 生命機能科学研究センター(BDR)
体験

〜プログラミングを使ってマタタボットを
動かしてみよう！〜
プログラミング教
材「マタタラボ プ
ロセット」を 使っ
て、プログラミン
グ的思考を体験し
てみよう！

株式会社コングレ

移動博物館車「ゆめはく」がやってくる！

昆虫標本をのせた
「ゆめはく」が科学館にやってきます。
兵庫県立人と自然の博物館

11月13日（日）のみ開催
ワークショップ

色と光の実験教室

〜見えない水の汚れを調べてみよう〜
見えない不純物(汚れ)
を化学の力を使って、
"見える化"してみましょ
う。色をつけたり、光ら
せたりして、見えない不純物を調べる
実験をします。
甲南大学フロンティアサイエンス学部
展示

ワークショップ

つかめる水をつくろう
2つの 薬 品 を使っ
て不思議でおもし
ろい「つかめる水」
をつくろう！！

神戸学院大学附属中学校・高等学校理科部

神戸医療産業都市（KBIC）
ってどんなとこ？

KBICクイズに答えてかもめんグッズをもらおう！
体験

折り紙コーナー

Letʼs try!「かもめ」
と
「ふね」
をつくってみよう♪
神戸医療産業都市推進機構

[主催]バンドー神戸青少年科学館
[協力]アエラスバイオ㈱、IKEA神戸、㈱NTTファシリティーズ、
甲南大学フロンティアサイエンス学部、神戸医療産業都市推進機構、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・高等学校理科部、神戸市環境局、神戸市水道局、神戸新交通㈱、神戸地区トヨタ販売店、神戸どうぶつ王国、㈱コングレ、
トヨタ・コニック・プロ㈱、
バンドー化学㈱、
兵庫県立人と自然の博物館、UCCコーヒー博物館、理化学研究所 生命機能科学研究センター(BDR) ※五十音順

イベントの詳細・ワークショップの申込方法
■イベント詳細はかがくかんHPをご覧ください。
また事前申込のワークショップはHPからお申込みください。
申込期間

10月1日（土）〜10月16日（日）※応募者が定員を超えた場合は、抽選となります。

https://www.kobe-kagakukan.jp/event/sciencefes2022

[注意事項]
◎イベントの内容を変更・中止させていただく
場合がございます。
最新情報は来館前に当館HPで
ご確認ください。

後期クラブ活動参加者募集！

10/7 申込必着

クラブ活動は継続して科学館に通って学ぶプログラムです。
回数を重ねて参
加することで知識を習得できるようプログラムが設けてあります。
そのため、
原則全ての活動にご参加いただきますようお願いいたします。

★おもしろ科学館クラブ★
目標

●応募方法：往復ハガキにて希望のクラブ名と、
必須事項をご記入の上お申込みください。

■活動期間／10月〜2月の各月1回(原則第4土曜日)
■活動時間／10：00〜12：30 ■会費／4,000円
■対象／小学4〜6年生 ■定員／14名

※クラブの詳細やクラブ員の特典・申込方法の詳細については、
かがくかんHPをご確認ください。

2022

秋のイベント・ワークショップ

第11回 わたしたちの科学のつどい
楽しい実験が科学館に大集結！
中学生・高校生のお兄さん・お姉さんたちが、
面白く科学のことを教えてくれるよ！
●日

なぜそうなるのか、
疑問を科学的に探究しようとする心を育てよう

時：11月23日(水・祝) 12：00〜15：00

主催：神戸市立六甲アイランド高等学校
(文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定校)

みんなの作品展

中学生・高校生と一緒に『親子で挑戦!! 葉脈標本づくり』 10/10 申込締切
身近な植物にも、
いろいろな秘密が隠されている！？
一緒に葉っぱの模様、
葉脈のつくりの秘密に迫ろう！
●日
時：10月30日
（日）①10：00〜12：00 ②13：30〜15：30
●対
象：小学1年生以上のお子様を含むご家族5名まで
●定
員：各回7組
●参 加 費：200円(別途展示室入館料が必要)
●参加方法：かがくかんHPよりお申し込みください
（応募者多数の場合は抽選）
主催：神戸大学附属中等教育学校ASTA生物班

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。

「みる・きく・さわる」〜“りか本”のよみきかせワークショップ〜

第67回 神戸市小学校 理科・生活作品展

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！

第66回 神戸市立中学校 技術・家庭科作品展

●日
時：12月24日
（土）13：10〜13：50
●対
象：小学1〜2年生のお子様とそのご家族（※4歳以上、1家族3名まで）
●定
員：4家族
●参 加 費：無料（別途展示室入館料が必要）
（応募者多数の場合は抽選）
●参加方法：かがくかんHPよりお申し込みください

●開催日：9月10日
（土）〜19日
（月・祝）
※14日(水)は休館日
●時間：土・日・祝 9：30〜17：00／月・火・木・金 9：30〜16：30
●開催日：9月29日
（木）〜10月２日
（日）
●時間：土・日 9：30〜17：00／木・金 9：30〜16：30

第70回 神戸市立中学校 理科作品展

●開催日：10月7日
（金）〜10日
（月・祝）
●時間：土・日・祝 9：30〜17：00／金 9：30〜16：30
以上の主催：神戸市教育委員会

第66回 日本学生科学賞 兵庫県コンクール

●開催日：10月14日
（金）〜16日
（日）
●時間：金・土 9：30〜17：00／日 9：30〜12：00

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

令和4年度 兵庫県学生児童 発明くふう展

●開催日：10月21日
（金）〜23日
（日）
●時間：金・土・日 9：30〜17：00
主催：一般社団法人 兵庫県発明協会

●場所：新館4階 特別展示室
●入場料：無料(別途展示室入館料が必要)

※最終入場は閉場30分前まで
※新型コロナウイルス感染拡大状況により変更する場合があります。

第42回 兵庫県児童生徒彫塑展
時：11月26日
（土）9：30〜18：00
11月27日
（日）9：30〜16：00＜2日間＞
●場
所：新館4階 特別展示室
●入 場 料：無料（別途展示室入館料が必要）
●日

主催:学童美育協会
※新型コロナウイルス感染拡大状況により変更する場合があります。

11/25 申込締切

協力：神戸市立三宮図書館

「メカライフの世界」
展 2022
機械工学に関する展示に触れよう、
工作しよう、
ものづくりの楽しさを体験しよう！

時：11月19日(土)10：00〜17：15
11月20日(日)10：00〜16：00
●対
象：どなたでも(未就学児は保護者と同伴でお願いします)
●参 加 費：無料（一部の工作は有料）(別途展示室入館料が必要)
●場
所：新館4階 特別展示室
●参加方法：1時間毎の入れ替え制。
当日整理券を配付し入場者数の制限をしますので、
入場できない場合があります。
予めご了承ください。
●日

詳しくは右記HPをご覧ください。URL：https://jsmekansai.org/mechalife/mechalife2022/Top2.html
主催：日本機械学会 関西学生会
共催：バンドー神戸青少年科学館

第46回 兵庫県高等学校総合文化祭 自然科学部門発表会
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プレゼンテーションします。
研究者になりたい人、
研究に興味のある小中学生もぜひお越しください。 高校生のお兄さん･

※生徒同士の発表がメインですが、一般の方もご覧いただけます。

時：11月5日
（土）10：30〜16：00 口頭発表
11月6日
（日）10：00〜14：30 ポスターセッション
●場
所：新館4階 特別展示室、新館 地下ホール
●入 場 料：無料（別途展示室入館料が必要）
●日

お姉さんの研究発表を
みにいこう！

※新型コロナウイルス感染拡大状況により変更する場合があります。

かがくかんHPでの参加申し込み方法
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。○入力不備や重複応募(同じ教室、1部・2部両方、
保護者の重複)は、抽選対象外となります。○イベント参加日までに対象の年齢となるお子様が申込可能です。○保護者の方は、大人(18歳以上)の方に限ります。○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可能性がございます。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致します。
「@kobe-kagakukan.com」
【教室・イベント参加時の注意事項】
○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、送迎で入館する場合は、展示室入館料が必要です。○当選の譲渡はで
きません。(ご家族間も不可) ○入館や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。
※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）

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。
HPより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
10 15
（土）

12 3
（土）

9/24 申込締切
蝶が見た世界
〜人には見えない光を体験しよう〜

“ひかり”で遊ぼう
〜情報通信を体験してみよう〜

11 5
（土）

犬や鳥、蝶たちが、
どんな世界を見ているのかを想像してみましょう。
人には見えない光を使った色々な観察を行います。

“ひかり”を使って声を届ける実験や工作を通して、“ひかり”とは何
かを学びます。

●時間／1部 11：00〜12：00 2部 14：00〜15：00
●定員／各回7家族 ●参加費／400円
●対象／小学3年生以上のお子様を含むご家族
（４歳(※)以上のお子様を含む
1家族5名まで）

●時間／1部 11：00〜12：30 2部 14：00〜15：30
●定員／各回7家族 ●参加費／お子様(小学生以上)1人につき1,000円
●対象／小学4年生〜中学生のお子様を含むご家族（小学１年生以上の
お子様を含む1家族3名まで）

備長炭電池を作って、
ミニカーを走らせよう！
身近な材料「備長炭」
を使って電池を作ってみましょう。完成した電池
で、
プロペラ付きモーターやオルゴールを動かせるかな？最後には、
ミ
ニカーを走らせることにもチャレンジ！

12 4
（日）

地球の歴史をさぐろう

●時間／1部 11：00〜12：00 2部 14：00〜15：00
●定員／各回7家族
●参加費／100円
●対象／小学1年生以上のお子様を含むご家族（４歳(※)以上のお子様
を含む1家族5名まで）

11/5 申込締切

（日）

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〜 11/13 申込締切

心臓と血液

12 17
（土）

●時間／1部 11：00〜12：00 2部 14：00〜15：00
●定員／各回6家族
●参加費／600円
●対象／小学3年生以上のお子様を含むご家族（４歳(※)以上のお子様
を含む1家族5名まで）

●時間／1部 11：00〜12：30 2部 14：00〜15：30
●定員／各回7家族 ●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（４歳(※)以上のお
子様を含む1家族5名まで）

（日）

11/27 申込締切
こまの科学
〜こまはなぜたおれないの？よくまわるこまは？〜

11/19 申込締切

人の食べ物の通り道など体のことを知り、
ブタの心臓を実際に観察して
みよう。

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。

12 25

11/6 申込締切

実物の化石を手にとって観察し、地球と生き物の49億年の歴史を
さぐってみましょう。

●時間／1部 11：00〜12：30 2部 14：00〜15：30
●定員／各回7家族 ●参加費／100円
●対象／小学1年生以上のお子様を含むご家族
（４歳(※)以上のお子様を含む
1家族5名まで）

12 11

10/8 申込締切

2023年

19

（月・祝）

“こま”の持っているおもしろい性質や、
まわっている“こま”にはたらく力
を体験しよう。

クリーンエネルギー探検
〜電気のふしぎ〜

12/12 申込締切

クリーンエネルギーってなんだろう？
いろいろな方法で発電実験をして、観察しよう。
●時間／1部 11：00〜12：00 2部 14：00〜15：00
●定員／各回7家族 ●参加費／200円
●対象／小学1年生以上のお子様を含むご家族（４歳(※)以上のお子様
を含む1家族5名まで）

●時間／1部 11：00〜12：30 2部 14：00〜15：30
●定員／各回7家族 ●参加費／100円
●対象／小学1年生以上のお子様を含むご家族（４歳(※)以上のお子様
を含む1家族5名まで）

※教室参加日までに4歳となるお子様が対象です。対象のお子様は年齢欄に“４”とご入力ください。

WEB申込（先着順）

実 施日

10月15日(土)
11月8日(火)

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て、
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、
観察方法や定員など、
規模を縮小して実施します。
※天候により屋上での観望ができないときは、
ドームシアターで50分ほどの星を見る
ポイントなどのお話のみになります。

●対 象：どなたでも
（ただし中学生以下は要保護者同伴）
●参加費：400円
（展示室入館料は不要）
（のびのびパスポートや各種手帳は使えません）
幼児無料

12月2日(金)
2023年
1月8日(日)

時

間

19：00
〜
21：00
※
18：30
〜
20：30

タイトル

●秋の星空と木星・土星（月齢19.5）

申込受付開始日(先着順)

9月17日(土)0：00〜

※皆既月食と秋の星空(月齢14.0）

10月11日(火)0：00〜

火星の接近と秋・冬の星(月齢8.5）

11月4日(金)0：00〜

新春の夜空を見上げよう
（月齢16.0）

12月4日(日)0：00〜

●10/15(土)の回は、
月の観望はありません。
※11/8
（火）
の注意事項 時間：17:30〜21:00ごろ 晴天時は、
ドームシアターでの解説はせず、
屋上での観望のみになります。

申込方法について
7月の開催分から
「WEB申込」
になりました！かがくかんHPよりお申込みください。
https://www.kobe-kagakukan.jp/planetarium/starrysky
※注意事項などをよく読んで入力してください。
※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）

20

22

秋 の プラネタリウム

当館
オリジナル
番組

当館
オリジナル
番組

うちゅう

ゆいちゃんと宇宙でダンス！

ね

ま

宇宙は寝て待て！？
じん こう とう みん
みらい
〜人工冬眠がひらく未来〜

ゆいちゃんはダンスが大好きな６歳の女の子。双子のアイド
ル
「ミラクル☆ツインスターズ」
のライブを見ながらダンスの
もし私たちが宇宙船に乗って火星や土星、そして太陽系の外へ行こ
練習をしていたら、突然部屋の中に光が…！ゆいちゃんの部
うと思うと、何年もかかる大変な旅になります。でも、
「人工冬眠」が
屋にやってきたのは流れ星くん。流れ星くんは、ゆいちゃん
実用化されたら、はるか遠くの宇宙も気軽に行けるようになるかも
とミラクルツインスターズを宇宙に連れ出した！みんなとダ
しれません。そんなのムリでしょ、
と思ったそこのあなた！実は人工
ンスをしたい、
という流れ星くんとダンスを始めたけれど…。
冬眠技術は真剣に研究されているんです。実用化に成功すれば、私
あれあれ、
ダンスのリズムがどんどんずれていっちゃうよ！？
たちの生活は一変するかも？！本作は、
そんな未来を舞台にした宇宙冒険物語です。
ゆいちゃん達は、
みんなと楽しくダンスをできるのかな？
ほし

星になるまで 〜music by ACIDMAN〜

©ESO/M.Claro

リニューアル
記念

宇宙をテーマにした楽曲を数多く手掛けるアーティスト
“ACIDMAN”。彼らの音楽にのせ、
アルマ電波望遠鏡や、
ブ
ラックホール、
ダークマターなど、知られざる宇宙、肉眼では
見ることができない宇宙の謎に思いを馳せ、迫力のCG映像
で未知なる宇宙の魅力にせまるプラネタリウム番組です。
果てしなく広がる宇宙への謎を人類はいかに追い求めるの
か。
全編にわたりACIDMANの音楽と大木伸夫のナレーショ
ンでお送りします。

Wonder KOBE
神戸の四季、
そして宇宙へ
季節ごとに様々な表情を見せてくれる神戸は、最先端研
究の拠点としても有名です。本作はそんな神戸の街からは
るか宇宙までを旅するワンダーな番組です。
ドームいっぱ
いに広がる迫力の映像体験をお楽しみください！

星空ライブ投映
「しっかり星空の話を聞きたい」
「星空をたっぷり眺めたい」
そんな方におススメしたい、
フル生解説プログラム。
日の入から日の出まで、
一番星を探したり、
神話に思いを馳せたり、
宇宙空間を想像したり...一晩をかけてじっくりと星の世界をお楽しみください。
新しくなった投映機を
フル活用した
「リアルな星空」
をお届けします。
★テーマ
「当夜の星空とブラックホール」
★
きょうりゅう

〈第2日曜日13:30〜はLIFEの日〉

き おく

恐竜の記憶

©凸版印刷株式会社

静まり返った夜の博物館̶̶。
地球の長い歴史のなかで誕生した数多くの生物
が眠っているなかで、
ひときわ目を惹く存在、
「恐
竜」
。
彼らの真の姿とは？その生態は？そして彼
らは本当に滅んでしまったのか・
・
・？遥かなる時
を越えて、
科学が呼び起こす恐竜の記憶。

＜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のため、定員や投映スケジュールを変更する
場合があります。
ご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/planetarium/search

プラネタリウムオーロラ映像＆
トークショー

オーロラ映像作家の中垣哲也さんが90回に及ぶアラスカ、
カナダ
極北で取材した映像をプラネタリウムに投映し、オーロラのメッ
セージを語ります。親子向けでは、
アラスカの野生も紹介します。
●開催日：11月20日
（日）
親子で楽しむオーロラ 当日受付
●時

間：①11:10〜11:55（45分）
②13:30〜14:15（45分）
●参加費：大人400円、小人200円
幼児無料
スペシャル企画オーロラ
事前WEB申込（先着順）10/20〜申込開始

●時
間：①16：00〜17：20（80分）②18：00〜19：20（80分）
●対
象：小学生以上(幼児の入室不可)
●参 加 費：大人1,000円、小人500円
（スペシャル企画は友の会、
のびのびパスポート、
各種割引は使用できません）
●参加方法：事前申込制、
かがくかんHPよりお申込みください
（当日空きがある場合は当日販売します）
詳細はかがくかんＨＰをご確認ください

『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。
★投映日：10月9日
（日）
、
11月13日
（日）
、
12月11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

※小学3年生以下は保護者の同伴が必要です。
※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。
※各回230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。）
※学校園団体予約やイベントなどで、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。
※聴覚支援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。

熟睡プラ寝たリウム

10/1〜 申込開始

日頃お疲れの方へ、
プラネタリウムで熟睡しませんか？ほしがきれいで音楽が心地
よい、
プラネタリウムは熟睡するのに最適な環境です。星を見るのも眠るのも自由。
今回はご要望の多かったアロマの香りと共に、
プラネタリウムでゆったりとした時間
をお過ごしください。
●日
時：11月23日(水・祝)18:00〜19:00（受付・開場17:45）
●対
象：高校生以上
●定
員：先着150名
●参 加 費：600円
（各種割引・手帳は使えません）
●参加方法：かがくかんHPよりお申込みください
©Akiyama Salaam

LIVE in the DARK w/moumoon
〜SUMMER ACOUSTICS 2022〜

ドームシアターとしてオープンしたことを記念して、
コニカミノ
ルタプラネタリウムが主催する音楽ライブ
『LIVE in the DARK
w/moumoon〜SUMMER ACOUSTICS 2022〜』
を開催します。
●日 時：9月24日(土)
1st Stage 16:30開演(16:00開場) ※公演は約1時間程度を
2nd Stage 18:30開演(18:00開場) 予定しております。
●参加費：リラックスシート16,000円、一般シート6,900円
●申込方法：
公演詳細およびチケット販売スケジュールは特設サイトをご確認ください。
https://planetarium.konicaminolta.jp/livedark/moumoon2022̲kobe/
主催：コニカミノルタプラネタリウム株式会社

かがくかん わくわく 工作DAY

【的当てゲーム】
ゴムでっぽうでたおそう☆
ハロウィンおばけ！

親子で一緒に工作にチャレンジ！作り方を見ながら、
自分たちの手で作り上げてみよう。
●開催日時：
「手作り☆バスボム」
10月10日(月・祝)・11月3日
（木・祝）
・12月18日
（日）
①10：30〜 ②11：00〜 ③11：30〜
④12：00〜 ⑤12：30〜
（工作時間は10〜15分程度）
●対象：お子様1〜2名と保護者1〜2名
●定員：各回先着5組
●場所：1階プロローグ
●参加方法：当日、9：30より会場にて申し込み
（先着順）

ゴムの伸び縮みを利用した工作にチャレンジしてみ
よう！道具ができたらハロウィンおばけの的当て
ゲームに挑戦だ！
●開催日：10月30日(日)
●対 象：どなたでも(未就学児は保護者の同伴が必要)
●参加費：100円(別途展示室入館料が必要)
●参加方法：当日受付

※内容は月によって異なります。
詳細はかがくかんHPをご確認ください。

※実施時間や場所、受付方法、定員などその他詳細は、
かがくかんＨＰをご覧ください。

10月 工作見本

天体観測室

産業用ロボット操作体験ツアー

科学実験ショー

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！
●受付方法：当日申込
（先着順）
●対象：どなたでも
（未就学児は
保護者の同伴が必要）

ロボットってなんだろう？ロボッ
トでどんなことができるかな？
産業用ロボットの自動運転や操
作体験をして考えてみよう！

身近なモノで
「かがく」
を
みつけよう！どんな実験
が見られるかは、
おたの
しみに！
▲受付方法：当日受付
▲対
象：どなたでも

●受付方法：当日受付
（先着順）
●対象：小学4年生以上

※実施日時、参加方法、定員などは、
かがくかんHPをご確認ください。

会員募集中

「科学館友の会」のご案内

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

特典

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

★ 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）

開 館 カ レン ダ ー

9月

2022

休館日
開館延長日

日

月

火

水

4

5

6

7

（金・土・日・祝/春・夏休み）

展示室入館無料日

科学の祭典
すこやか月間（※）
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

September
木

金

土

1

2

3

8

9 10

10月

2022

11月
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2022
日

月

6

7

日

月

火

水

木

金
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3

4

5

6

7

土

1
8

November

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

12月

2022
日

月

火

水

4

5

6

7

December
木

金

土

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

30 31
※9月19日(月・祝)は、
神戸市在住の65歳以上の方で、
すこやかカード、
敬老優待乗車証、
介護保険証、
健康保険証、
自動車運転免許証、
マイナンバーカード、
その他年齢および居住地を確認できるものの提示で、
展示室入館およびドームシアターの入館が無料となります。

開 館 時 間と 休 館 日
開館
時間

休館日

月〜木
金・土・日・祝／春・夏休み

入館料

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（9/5〜7、12/5〜7）
★年末年始（12/28〜1/4）

区分

夕方からはおトクな

展示室
個人

ドームシアター(プラネタリウム)
団体

個人

大 人（ 1 8 歳 以 上 ）

600 円

480 円

400 円

320 円

小学・中学・高校生

300 円

210 円

200 円

140 円

※幼児以下：無料 ※団体
（30名以上）
はFAXまたはメールでご予約ください。
※ドームシアター：リラックスシートは、
ドームシアター入館料に加え1シート500円

で！

団体

開 館 延 長日の 1 5 : 3 0 以 降 、
ドームシアターと展示室の入
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

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。

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

© 2022 BANDO KOBE SCIENCE MUSEUM
かがくかんNEWS 145号 2022年9月9日発行

