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ふしぎをはっしんする



不思議な音色？
～グラスハープを演奏してみよう！～
グラスハープを演奏して、音のしくみを知ろう。

（土）
4 28 4/14 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／100円
●対象／小学3年生以上を含むご家族（幼児を含む1家族5名まで）

気象予報士と学ぶ！
楽しいお天気教室
～7/22 ペットボトルで雨量計をつくろう！～
～8/26 雨量観測のまとめをしよう！～

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。 ※7/22・8/26の両日（同じ時間帯）参加できる方。

（日）
7 22

（日）
8 26 7/8 申込必着

●定員／各回14家族　●時間／ 1部 10：30～12：30　2部 13：30～15：30
●参加費／200円（7/22のみ）
●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）

情報を伝えるひかり・でんぱ
情報はどのようにして伝えられるんだろう？
光を使った情報通信の実験と工作をしよう。

（日）
5 27 5/13 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／1,000円
●対象／小学4年生以上を含むご家族（幼児を含む1家族5名まで）

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～
天気予報の話を聞いて、明日の天気を予報しよう！

5 12
（土） 4/28 申込必着

●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

顕微鏡でみる水生生物
水の中の小さな生き物の世界を
のぞいてみよう！

6 17
（日） 6/3 申込必着

●定員／24名　●時間／10：00～12：00 　●参加費／100円
●対象／小学3年生～中学生

6かがくする やきもの教室
自分だけの器をつくろう。
※7/14成形、8/5絵付けの両日参加できる方。

6/30 申込必着7 14
（土）

8 5
（日）

●定員／24名　●時間／7/14 10：00～12：00　8/5 10：00～12：00
●参加費／2,000円　●対象／小学3年生～一般

かがくする やきもの教室
オリジナルの風鈴をつくろう。
※7/15成形、8/5絵付けの両日参加できる方。

7/1 申込必着7 15
（日）

8 5
（日）

●定員／24名　●時間／7/15 10：00～12：00  8/5 13：30～15：30
●参加費／2,000円　●対象／小学3年生～一般

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。

●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
※内容は7/8と同じものになります。

6 3
（日）

5/20 申込必着

※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。

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

小学校2年生までは親子で参加・3年生以上は1人で参加する教室です ※詳細は各教室対象をご覧ください。

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作ろう。

（金）
8 10 7/27 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人につき300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）

顕微鏡でみる水生生物
水の中の小さな生き物の世界をのぞいてみよう！

6/3 申込必着

●定員／12組　●時間／13：30～15：30　●参加費／100円
●対象／5歳～小学２年生1名とその保護者1名

（日）
6 17

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。

●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
※内容は6/3と同じものになります

7 8
（日）

6/24 申込必着

※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。

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。

●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

6 24
（日）

6/10 申込必着

※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。

わくわくファーブル体験～クワガタムシ編～
クワガタのことをよく知って、育てよう！

7 28
（土） 7/14 申込必着

●定員／各回18組　●時間／1部 10：00～12：00　2部 13：30～15：30　●参加費／2,200円
●対象／1部 幼児～小学２年生1名とその保護者1名 2部 小学1年生～中学生。小学１、２年
生は保護者1名のみ付き添い必須、3年生以上は１人参加(保護者の見学不可)　

わくわくファーブル体験～カブトムシ編～ カブトムシのことをよく知って、育てよう！
●定員／各回18組　●時間／ 1部 10：00～12：00　2部 13：30～15：30　●参加費／2,200円
●対象／ 1部 幼児～小学２年生1名とその保護者1名　2部 小学1年生～中学生。小学１、２年生は保護者1名のみ付き添い必須、3年生以上は１人参加(保護者の見学不可)

8 2
（木）

7/19 申込必着

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！

6 10
（日） 5/27 申込必着

●定員／各回15組 ●時間／1部 10：30～12：30  2部 13：30～15：30 ●参加費／1,500円 
●対象／1部 幼児～小学2年生1名とその保護者1名。 2部 小学1年生～中学生。小学1、2
年生は保護者1名のみ付き添い必須、3年生以上は1人参加（保護者の見学不可）
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春のプラネタリウム20
18

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。天体と自然が
融合した独特の作品を撮り続ける写
真家に導かれ、めぐみもいつしか、美し
い星 と々美しい風景の魅力に引き込ま
れていく。星空風景写真の提供は天体
写真家の沼澤茂美氏。氏の撮影した
美しい写真の数 に々も注目です。

「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、今夜の星空案内とと
もにテーマに沿った天文のお話をスタッフがお届けします。
※毎月第4土曜日の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。

星空と音楽が主役の、リラックスプログラム。テーマに沿った
多彩な音楽が物語のようにつながり、時折星たちのお話が語
られます。
テーマ
4月★「星空シネマ」
5月・6月★「星空ビートルズ」
7月・8月★「星空物語」

〈サイエンス番組〉

番組投映スケジュール

金・土・日・祝
（春・夏休み）

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

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

※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プラネタリウムイベント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土曜日の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。

スタッフによる
たっぷり
生解説

星空ライブ投映 星空ヒーリング

●開催日:6月29日（金）
　　　　　  テーマ「星空ビートルズ」

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？

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

星空ヒーリング プレミアム ～アロマの香りに包まれて～

お友達のお誕生日会で
弾くピアノを練習して
いるナサちゃん。でもな
かなか上手く弾けませ
ん。そんなある日、金色
のディスクがお空から
落ちてきました！ぴか
ぴかのディスクをボー
ケンくんのところまで
連れていくために、ナサ
ちゃんは宇宙へと不思
議な旅に出ます。
ナサちゃんは無事に
ボーケンくんに会える
のでしょうか？

〈こども番組〉
ボーケンくんのはるかなたび

Feel the universe ～私の瞳に映る宇宙～ HAYABUSA2
RETURN TO THE
UNIVERSE

当館
オリジナル
番組

アロマの
小瓶

プレゼント！

プラネタリウムの番組内容があたらしくなりました！

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

4/19（木）10：00～申し込みスタート

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（全編星空生解説）

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（星空と音楽がメイン、時々星空のお話）

投映時間:約45分間（全編映像番組）

幾度となく先送りさ
れ、一時は実現不可
能なところまで追い
詰められていたはや
ぶさ2のミッション。
様々な困難を乗り越
えてミッション実現
に向かう壮大な宇宙
の旅をお楽しみくだ
さい。

5月10日
スタート！

4月12日
スタート！

当館
オリジナル
番組

スケジュールが
新しくなりました！

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…。

当館
オリジナル
番組

〈特別番組〉
クジラが星に還る海 ～STARS OF LIFE～

投映時間:約45分間（海や水にまつわる星座のお話20分と映像番組）

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。 投映時間

約30分
（12：20～12：50）

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土曜日は
ベビーの日

★投映日時：4月28日（土）、5月26日（土）、
　　　　　  6月23日（土）、7月28日（土）

※5月10日～9月2日のサイエンス番組は【10:00】HAYABUSA2、【13:30】Feel the universeとなります。 

[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。 アロマ協力：アロマ＆ハーブスクール アンジェリカ

テーマ
4月・5月★「太陽と月」～もっとも身近な天体、太陽と月にまつわる昔と今～
6月・7月★「太陽系惑星」～火星だけじゃない！今が見どころの惑星たち～
8月・9月★「天の川銀河」～時間旅行「始まり」から「この先」へ～



往復はがきでの参加申し込み方法

【記入の際の注意事項】
○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。
●「一人で参加する教室」、クラブ活動は、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。

【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クラブ活動、
　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）

郵 便 往 復 は が き

6 5 0 0 0 4 6

港島中町7―7―6
バンドー神戸
青少年科学館
教室係（○月○日）

何も書かないで
ください

往　信

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

（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

参加希望者のご住所
参加希望者のお名前

行

①タイトル
（例：情報を伝えるひかり・でんぱ）
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：5月27日　1部　11：00～）
③参加者全員の
　お名前（ふりがな）・学校名・学年
　クラブ活動は参加者の生年月日・
　性別も記入

返　信

返信面

不思議を見つけて、
さらに追究する力を身につけよう

■活動日／原則第４土曜日 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／実験が好
きな人、「なぜ」「どうして」とよく考える人 

「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。

★注意事項　●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、全ての回に参加可能な方にご応募をお願いします。
　　　　　 ●できるだけ多くの方にクラブ活動にご参加いただけるよう、1名で2クラブ以上の応募はお控えください。
　　　　　 ●当選後のキャンセル、複数当選した場合のクラブ選択はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

おもしろ科学館クラブ

作りたいものを
自分の力で形にしよう目標

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応募します。

神戸市少年少女発明クラブ

星空を身近に感じ、
宇宙への探究心を育もう目標

■活動日／原則第3土曜日 年間10回 ■活動時間／10：00～15：00または16：00
～20：30（夜間活動時） ※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
／天文学や宇宙開発に興味がある人、星空が好きな人

2018年のテーマは「惑星（わくせい）」です。「火星の大接近」「惑星大集合」「皆既月食」といった、今年な
らではの天文イベントを観望会などで観察にチャレンジします。望遠鏡やロケットの工作から、いろい
ろな惑星や宇宙開発の専門家・研究者からのお話を聞くといった本格的な内容も取り入れています。

神戸astro（アストロ）クラブ

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

■活動日／原則奇数月の第1日曜日 年間6回 ■活動時間／10：00～15：00 ※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＋
材料費2,000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

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対策試験を行います。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

神戸青少年アマチュア無線クラブ

クラ
ブ活

動

参加
者大

募集
!

目標

特典
◯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場が無料になります。
◯科学情報室の図書を通常2週間のところ
　1ヶ月間借りることができます。

クラブ活動は、1年間科学館に通って体系的に学ぶ連続参加型の学習プロ
グラムです。各クラブには、基礎を学ぶ・体験する・応用する・実践するなど、
年間を通して参加することで知識を習得できるよう、目標に沿ったプログラ
ムが設けられています。したがって、原則全ての回にご参加いただきますよ
うお願いいたします。

クラブ活動って

■活動日／原則第３日曜日（※第4日曜日など別日程で実施する場合もあります） 
年間12回 ■活動時間／9：45～14：30 ■年会費／6,000円 ■募集対象・定員／ジュ
ニア 36名（小学4年生～中学2年生） シニア 10名（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
※シニアコースは応募方法が異なるので、必ず当館のHPをご覧のうえ応募してください。

申込必着日すべて4月23日（月）

○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。



春のワークショップ SPRING
WORKSHOP2018

「みる・きく・さわる」～“りか本”のよみきかせワークショップ～

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。
●日　時：6月23日（土）15：45～（約45分）
●場　所：本館4階 科学情報室

●参加費：無料（展示室入館料が必要）
●定　員：先着15名
●対　象：どなたでも（内容は4～6歳向け）

協力：神戸市立三宮図書館

主催：Read For Action認定リーディングファシリテーター村上英範

春のイベント

父の日特別企画 科学館で読書会「宇宙を想像してみよう」

●日　時：6月17日（日）父の日13：00～15：00
●場　所：本館4階 科学情報室

●参加費：無料（展示室入館料が必要）

●対　象：小学3年生～大人の方まで
●定　員：12名
親子で読みたい、おすすめしたい宇宙の本があればお持ちください。
（本は会場にありますので、なくても大丈夫です。）

1階受付
にて

当日申込

科学の本って難しそう、でも読んでみたい！という人を対象にグループで本を読むワークショップ。
自分では理解できないことも皆で協力して読み解きます！今回のテーマは「宇宙を想像してみよ
う」。ゲームあり、お話あり、いつもとはちがう読書で、大人も子どもも一緒に、科学の本を楽しみま
しょう！父の日にちなみ親子での参加も大歓迎！もちろんお1人での参加もお待ちしております。

5/10（木）10：00～申し込みスタート

電話申し込み

実施日

申込受付中4月21日(土)

5月25日(金) 4月26日(木)10：00～

5月31日(木)10：00～6月16日(土) 梅雨の夜空にはどんな星が見えるの？（月齢2.6★）
6月21日(木)10：00～7月7日(土) 七夕の星たち（月齢23.6★）

タイトル 申込受付開始日

春の星空をながめよう（月齢5.4）
金星と木星（月齢10.0）

●時　間:19：00～21：00ごろ（受付18：30～） 
●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）
●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

KOBE生涯学習パスポート
「マナビィ単位認定制度」
対象講座！

★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。★

プラネタリウムで星空のお話を聞いた後、
屋上の天体望遠鏡で星空を観望します。

GWミッション
「かがくかんのレア展示を調査せよ！」
GWミッション
「かがくかんのレア展示を調査せよ！」

◆開催期間： 7月21日（土）～9月2日（日）
◆特別展入場料： 無料（展示室入館料が必要）

◆開催日： 4月28日（土）～5月6日（日）
◆時　間： 10：00～16：00
◆参加費： 無料（展示室入館料が必要）
◆対　象： どなたでも

夏の特別展予告
「世界に誇る日本のイノベーション」

科学館に宇宙の専門家がやってくる！みなさんが日ごろ不思議に思っている宇宙に関する疑問
を、専門家の先生にぶつけてみませんか？今回のテーマは今年夏に小惑星リュウグウに到着予
定の「はやぶさ2」です。宇宙分野の科学者・研究者のお話のほか、体験できるイベントも用意して
います。当日は科学館で、宇宙を体験しよう！
みなさまのご応募・ご参加をお待ちしています。

●日　時:5月13日（日）13：00～16：30
●場　所:新館 地下ホール
●対　象:宇宙に興味がある方ならどなたでも 

  （内容は小学校高学年～中学生向けです）

●募　集:200名（先着順、定員達し次第受付終了）
●参加費:無料（展示室入館料が必要）

2018
年度

★マークの日は、観望中は月が見えないため月の観察はありません。

宇宙学校・こうべ 「はやぶさ」から「はやぶさ2」へ！小惑星リュウグウ到着直前スペシャル

4/16（月）10：00～申し込みスタート

●主　催:宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所
●共　催:神戸大学

バンドー神戸青少年科学館

●校　長:神戸大学 惑星科学研究センター
教授 上野宗孝 先生

JAXA宇宙科学研究所 教授 川口淳一郎 先生（「はやぶさ」元プロジェクトマネージャ）
神戸大学理学研究科 惑星学専攻 教授 荒川政彦 先生（人工クレーター衝突実験）講 師

日本人の生活を一変させ、暮らしを豊かにしてきた、
現在では生活にかかせなくなった科学技術を一堂に集め展示します。
地元・神戸発で世界的に有名な企業のイノベーションも展示します。
期間中、イノベーションを先導する科学者・研究者による講演会も実
施します。

ミチビキカードに記された展示物を見学して、
科学館のレア展示の秘密にせまろう。
ミッションを達成できたらプレゼントが
もらえるよ！

※1回のお申込みは1家族または5名までです。



毎月2回開催!
おたのしみ科学館屋台

科学館ボランティアといっしょに、
大人から子どもまで楽しめる工作を体験しよう！

4月  かんたん！ステンドグラス！？

5月  キラッと輝く万華鏡

6月  ペットボトル空気砲
4月

かんたん！
ステンドグラス！？

当日受付
予約不要

科学実験ショー

▶期間：
▶時間：
▶場所：

～7月3日（火）まで
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

「みんな大好き!?電気と磁石」

▶期間：
▶時間：
▶場所：

～7月3日（火）まで
14：00～（約20分間）
新館1階 第6展示室・
おもしろ実験ひろば

「なにがでるかな？お楽しみ実験ショー」

今日はどんな「かがく」をみつけられるかな？

たくさんある展示物の中から、
サイエンススタッフ一押しの展示物を紹介！

展示室ツアーサイエンススタッフとめぐろう！

●時　間：

●対　象：

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

どなたでも　●定　員：10名（先着順）

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！

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

●開催日:

●場　所:
●参加費:

毎月第1日曜日・第3日曜日
11：00～13：00／14：00～16：00
新館1階 プロローグ
100円～200円

4月
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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
小人会員（小中高校生） 2,000円
大人会員（18歳以上） 3,000円
家族会員（会員と同居の家族）※最大5人まで 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　http://www.kobe-kagakukan.jp
指定管理者：SFG神戸 © 2018 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ご入場には、
　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（4/9～4/11、9/3～9/5、12/3～12/5）
★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!

トワイライトセット割

■営業時間：

■ 定 休 日：

平日（月・火・木）11：00～15：00（ラストオーダー14:30）
金・土・日・祝11：00～19：00（ラストオーダー18:30）
水曜日（祝日の場合はOPENし、翌木曜日がCLOSE）

当日
受付 天体観測室毎日公開

かがくかんNEWS 127号 2018年4月6日発行

カフェ「ATHENA」
ア 　 テ 　 ナ

ドリンクやランチメニューがそろっています。ちょっとひ
と息つきたい時に、どうぞご利用ください。ガラス張り
の店内は明るい雰囲気で、外からも出入りができます。
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時間が
かわりました！

時間が
かわり
ました！

●活動期間：
●募集締切：
●応募条件：
●申込方法：

2018/5/1～2019/3/31（1年毎の更新あり）
4/15（日）まで
18歳（高校生不可）以上69歳まで
詳細はHPあるいはお電話でお問い合わせください。

078-302-5177

春のボランティア大募集！
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いただ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。

展示室入館無料日
県政150周年記念


