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ふしぎをはっしんする

★秋の企画展
この秋 科学館で宇宙を学ぼう！

「はやぶさ２」を
もっと知ろう！
10/13(土)～11/25(日)

科学館ハッピー★
ハロウィン
ミュージアム2018
10/1(月)～10/30(火)

教室の参加者 申込受付中！

9/8（土）、9/9（日）科学の祭典

10/6（土）KOBE観光の日

11/10（土）、11/11（日）関西文化の日

9/20（木）シルバーウィーク

※「すこやかカード」「神戸市敬老優待乗車証」をお持ちの方は、
　展示室入館およびプラネタリウムの入館が無料となります。

展示室入館無料の日



●開催日:

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～

アロマの
小瓶

プレゼント！

秋のプラネタリウム20
18

●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～）

申し込み受付中 9/20（木）10：00～申し込みスタート

10/4（木）10：00～申し込みスタート

[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

9月28日（金）

9/25（火）10：00～申し込みスタート

12月21日（金）

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。

※9月3日（月）～9月6日（木）は休演します。※サイエンス番組は9月2日（日）までは【10:00】HAYABUSA2、
【13:30】Feel the universe、9月7日（金）からは【10:00】【13:30】ともにHAYABUSA2となります。

〈サイエンス番組〉
HAYABUSA2 RETURN TO THE UNIVERSE

星空ヒーリング

当館
オリジナル
番組

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。

※サイエンス番組13:30の回は、
　9月2日（日）まで「Feel the universe」を
　投映します。

お友達のお誕生会で弾くピアノ
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？

「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。

〈こども番組〉
ボーケンくんのはるかなたび

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～

星空ライブ投映

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（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：9月22日（土）・10月27日（土）・
　　　　　  11月24日（土）・12月22日（土）

テーマ
9月★「天の川銀河」　10月・11月★「星雲・星団」
12月・1月★「流星・彗星」　2月・3月★「恒星」

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
9月★「星空和楽器」
10月・11月★「星空と自然」
12月★「Special☆星空クリスマス」

投映時間：約45分間（星空と音楽がメイン、時々星空のお話）

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…。

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）

テーマ「星空和楽器」
和楽器の調べと月の明かり、
秋の訪れを感じながら、
星空をお楽しみください。 
使用曲：Oriental Journey、
　　　  神々の詩 など

テーマ「星空クリスマス」
クリスマスソングに乗せて聖夜の空をご案内！
使用曲：Winter Song, Ave Maria など

星兄 プラネタリウムショー in 神戸
～爆笑! ハロウィンほしまつり～

熟睡プラ寝たリウム

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来ま
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の環境です。星をみ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：

●定　員：
●参加費：

10月27日（土）
①17：30～18：30 （17：00受付・開場）
②19：30～20：30 （19：00受付・開場）

各回先着230名（全席自由席）
600円（のびのびパスポートや各種手帳は使えません）

●日　時：

●対　象：
●定　員：
●参加費：

11月23日（金・祝）
18：30～20：00（受付・開場18：00）
高校生以上
先着150名（全席自由席）
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 
※中学生以下は保護者同伴



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

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。

9/2 申込必着
9 16
（日）

●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

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、その旨ハガキにご明記ください。
※主催：こうべロボットスクール

11 4
（日）

10/21 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

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。
※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、その旨ハガキにご明記ください。
※主催：こうべロボットスクール

12 9
（日）

11/25 申込必着

●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）

電話申し込み●時　間:19：00～21：00ごろ
●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分ほどの解説をいたします。

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。

実施日

10月12日(金) 9月27日(木)10:00～

タイトル

夏と秋の星空を比べよう
（月齢3.3）★

11月9日(金) 10月18日(木)10:00～秋の星座を見つけよう
 (月齢1.8)★

12月14日(金) 11月15日(木)10:00～初冬の星空とふたご座流星群
 (月齢7.2)

申込受付開始日

★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。

アメンボを作ってみよう
水面に浮かぶアメンボのおもちゃ作りを通して、
水の「表面張力」について知ろう。

（土）
9 29 9/15 申込必着

●定員／各回7家族
●時間／1部 11：00～12：00　2部 14：00～15：00　●参加費／200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）

宝石から探る鉱物と地球の不思議
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。

（日）
10 7 9/23 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）

きれいな和音の謎をとく
～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。

（土）
1013

（土）
12 19/29 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1年生以上を含むご家族（幼児を含む1家族5名まで）

家庭でできる化学実験パート3
野菜から抽出したアントシアニン系の色素を用いて人工イクラをつくり、
それを用いて身の周りの液体の性質を調べます。

11/17 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／300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）

キラキラ万華鏡をつくろう
筒の中をのぞくと、キラキラと反射して素敵な世界を見せてくれる
万華鏡を作りましょう。

（土）
12 8

（土）
12 15

（日・祝）
12 23

11/24 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／500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）

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。

12/9 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／制限なし（幼児を含む1家族5名まで）

心臓と血液
館内の人体モデルを見たあと、ブタの心臓を観察しよう。

12/1 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／300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）



プログラミング教室

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
（「神戸医療産業都市20周年記念事業 もっと知りたくなるスパコンの世界」共催イベント）

●時間／10：00～14：00（講演会参加者は16:15まで） 途中お昼休憩があります。
●場所／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）
●対象／小学4年生～高校生までの本人とそのご家族（幼児不可）
●定員／12組
●参加費／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）

10：00～11：30　プログラミング教室（科学館本館4階パソコン室）
11：30～13：00　昼食、移動
13：00～14：00　スーパーコンピュータ「京」見学
14：15～16：15　一般向けスパコンセミナー（講演会）※希望者のみ

スケジュール

9/11 申込必着
（日）
9 30

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、スパ
コンが活躍する健康・医療分野についての話が聴ける「一般向けスパコンセミナー」（講演会）にも参加できます（希望者のみ）。
※詳しくは、https://www.fbri-kobe.org/kbic/event/  「もっと知りたくなるスパコンの世界」をご覧ください。

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」

●時間／10：00～16：30（お昼休憩をとりますのでお弁当を持参ください）　●場所／本館4階 工作室　●対象／小学校4年生以上1名とその保護者1名　●定員／10組
●参加費／無料（大人のみ展示室入館料が必要）

9/24 申込必着
（月・祝）
10 8

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を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！

秋のワークショップ2018

中学生のための未来につながる科学教室 作って学ぶ、ミニ水中グライダーの世界！
大学ではどんな研究をしているの？どんな研究生活が待って
いるの？など、もうちょっと先の未来について、のぞいて見ませ
んか？みなさんよりちょっと年上の大学で研究をしている先輩
たちが、4つの教室と“カフェミーティング(交流会)”を準備し
て待っています。

●日時／9月29日（土）13：30～16：00
　　　　教室の後、合同でカフェミーティングを開催します。

※往復ハガキでの申し込み方法参照（②の項目に、ご希望の教室を第2希望まで
　明記ください。）
※教室の詳細については下記の特設ＨＰをご覧ください。
　http://kobe-kagakukan.com/mirai_kyositu/

●対象／中学生　●定員／各テーマ20名
●参加費／無料（展示室入館料が必要）

科学教室 （90分）

4つの教室から1つ選んでください。
「生き物のかたちの不思議を観る！」

カフェミーティングとは教室に参加
した中学生と講師が、お茶とお菓子
を片手になんでも気軽に話し合う場
です。大学での研究について、進路の
ことや中学校での生活についてな
ど、なんでもお話ししましょう！

カフェミーティング （60分）

●日時／10月13日（土）①11：00～12：00、②13：00～14：00、③14：30～15：30
●場所／新館 地下ロビー　●対象／小学校5・6年生（保護者見学可）
●定員／各回10名　●参加費／無料（展示室入館料が必要）

近年、海の環境や生物などを調べるために、さまざまな
海中ロボットが活躍しています。工作と実験を通して水
中グライダーの世界を学びましょう！

キワニスワンデー「ドライアイスを使って科学と触れ合おう！」
ドライアイスとはどういうものなのかを勉強
しながら様々な実験を一緒に行う教室です。

9/29 申込必着

●日時／10月28日（日）13：00～15：00
●場所／本館4階 実験室
●対象／小学1年生～4年生(応募は本人のみ、保護者見学可)　●定員／30名
●参加費／無料（展示室入館料が必要）

9/15 申込必着

主催：バンドー神戸青少年科学館　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

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

主催：神戸キワニスクラブ
※国際的な民間社会奉仕団体「キワニスクラブ」。キワニスワンデーとは世界のキワニスクラブ
　が一丸となり、それぞれのクラブで趣向を凝らし、こども達への奉仕活動をする日です。

往復はがきにて下記宛先までお申込みください。(申込締切9月30日必着)
記入方法は下記はがき記入例を参照下さい。
※科学館宛てではないのでご注意ください！
〒651-0083　神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル
神戸キワニスクラブ「10/28教室」係／問い合わせ TEL:078-251-6530

協力：サイエンスサポーターズ兵庫

A

B

C
D

「『ねるねる○るね』よりスゴい？！
信号反応の謎」
「ステレオグラムを作ろう！」　　

「石ふしぎ入門！」

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
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
　 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タイトル
（例：アメンボを作ってみよう）
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：9月29日　1部　11：00～）
③参加者全員の
　お名前（ふりがな）・学校名・学年

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】
○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「家族で参加」「親子で参加」「プログラミング」の
　教室は、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」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）

教室の開催日をご記入ください。
↑



●時　間：

●場　所：
●入場料：

月・火・木／9：30～16：30　金・土・日・祝／9：30～17：00

新館4階 特別展示室
無料（展示室入館料が必要）

●時　間：
●場　所：

12月1日（土）9：30～18：00、12月2日（日）9：30～16：00
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：
●対　象：
●参加費：

10月7日（日）
小学生以上（保護者の見学可）※低学年の方は必ず保護者が同伴して下さい
無料（展示室入館料が必要） ●日　時：

●場　所：
●対　象：
●定　員：
●参加費：

10月21日（日）13：00～15：00
本館4階 科学情報室
小学3年生～大人の方まで
15名
無料（展示室入館料が必要）

●日　時：

●場　所：
●対　象：
●定　員：
●参加費：

11月10日（土）10：00～17：00
11月11日（日）10：00～16：30
新館4階 特別展示室
どなたでも（小さいお子様は保護者と同伴）
なし
無料（一部工作は有料）
※関西文化の日のため展示室入館料も無料

●日　時：
●場　所：
●入場料：

11月17日（土）10：00～16：00／11月18日（日）10：00～15：45
新館4階 特別展示室、新館 地下ホール
無料（展示室入館料が必要）

●時　間：

●定　員：

①11:00～ ②12:30～
③14:00～ ④15:00～（各回約20分）
各回20名

みんなの作品展

見て・聞いて・触って知ろうペットの健康
どうぶつのお医者さん体験会

読書の秋特別企画
科学館で読書会「宇宙探査にでかけよう」

【キッズ獣医師体験】

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63回  神戸市立小学校理科・生活作品展　  【9月15日（土）～24日（月・休）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※19日は休館

第66回  神戸市立中学校理科作品展 　　　   【9月28日（金）～10月1日（月）】
第62回  神戸市立中学校技術・家庭科作品展  【10月5日（金）～10月8日（月・祝）】

第62回  日本学生科学賞兵庫県コンクール　  【10月19日（金）～21日（日）】

展示室入館料が必要

秋のイベント

※入館は閉場30分前まで

以上の主催：神戸市教育委員会 ※8日は9:30～16:30まで

※21日は9:30～16:00まで主催：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

平成30年度  兵庫県学生児童発明くふう展　  【11月1日（木）～4日（日）】
主催：一般社団法人 兵庫県発明協会

主催：学童美育協会　共催：兵庫県造形教育連盟

AUTUMN EVENT20182018

●開催期間：
●時　　間：

●場　　所：

10月13日（土）～11月25日（日）※水曜休館
月～木／9：30～16：30
金・土・日・祝／9：30～19：00
1階プロローグ
（展示室入館料でご覧いただけます）

●時　間：

●参加費：

上記期間の土・日・祝
11:00～13:00、14:00～16:00
無料（展示室入館料が必要）

小惑星探査機「はやぶさ２」が今年6月に小惑星リュウグウに到着し、タッチダウンに向け
て周回を続けている今、はやぶさ２が地球を飛び立ってから、3億キロ離れたリュウグウま
での航海をパネルで紹介します。着陸のミッションを経て、サンプルを採取して地球に帰
還するまでの最新情報を専門家のメッセージを盛り込み提供します。

科学館ハッピー★
ハロウィン ミュージアム2018

工作：「はやぶさ2」のペーパークラフトをつくろう！

見て・まわって・作って、ハロウィンを楽しもう！
10月1日（月）～10月30日（火）

＼期間中毎週日曜開催／
【ハッピーハロウィン工作屋台】

【毎日ハロウィン】

●時間：11:00～13:00 14:00～16:00 ●場所：1階プロローグ ●参加費：100～200円
10月7日（日）
10月21日（日）

館内のインスタスポットを探そう

ゆらクル★
はろうぃんマグネット

10月14日（日）
10月28日（日）

ハロウィン衣装を作って館内の
インスタスポットをめぐろう！

科学館にインスタ映えするスポット登場！
SNSに投稿して楽しもう！ぜひ仮装してきてくださいね。

カフェ「アテナ」
ハロウィン特別メニュー

10月13日の「ペット健康診断の日」にちなみ、動物のお医者さん体験会とセミナー
を開催します！ 獣医師とサポートスタッフによる基礎的な実技講習や、動物にま
つわる楽しいおはなし。県内では初開催です！

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。テーマはHAYABUSA2のように「宇宙探査にでかけ
よう」。“私たちはどこから来たのか”、“宇宙の起源は何か”、など本を使っ
て、宇宙を探査してみましょう！ゲームあり、お話あり、いつもとは違う読書
で、大人も子どもも一緒に、科学の本を楽しんでみませんか！

会場にある様々な宇宙の本をお楽しみください。（おすすめしたい宇宙本が
あればお持ちください）

「メカライフの世界」展2018

第42回 兵庫県高等学校総合文化祭
自然科学部門発表会

機会工学に関する展示に触れ、自分の手で工作を行うことでものづくりの
楽しさを知ろう！
★展示コーナー：二足歩行ロボット、エコランカー、など
★工作コーナー：カエルジャンプ、
　　　　　　　  木製マジックハンド、など

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。
※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。

白衣もしくは術衣を着用して聴診、身体検査、採血手技などを練習します。
※実際に聴診器で心音を聞きますが、愛護の観点から生体の使用はございません。

【セミナー「ワンちゃんネコちゃんの病気のひみつ」】

9/11（火）10:00～申し込みスタート

●時　間：13:00～14:00 ●講　師：獣医師 宮下めぐみ先生
●対　象：どなたでも ●参加方法：事前予約不要。当日、地下ホールに直接お越し下さい。

●定　員：100名

高校生のお兄さん･
お姉さんの研究発表を

みにいこう！

※画像の出典：JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研

●場　所：新館地下ホール

第39回  兵庫県児童生徒彫塑展

8/30（木）10：00～申し込みスタート

監修：神戸大学大学院理学研究科 惑星科学研究センター
　　  教授 上野宗孝先生

主催：Team HOPE

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

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

秋の企画展   「はやぶさ2」をもっと知ろう！

当日受付・予約不要



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
楽しめる工作や実験を体験しよう！

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。

当日受付・予約不要

科学実験ショー

今日はどんな「かがく」をみつけられるかな？ ●開催日:

●場　所:

毎月第1日曜・第3日曜
11：00～13：00／14：00～16：00
新館1階プロローグ 

●日時:9月22日（土）
　　　 15：45～16：30
●場所:本館4階 科学情報室
●対象:どなたでも（内容は4～6歳向け）

●定員:先着15名
●参加費:無料（展示室入館料が必要）
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開館延長日
（金・土・日・祝/春・夏休み）

休館日

プラネタリウム休演日
（展示室は開館）

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
大人会員（18歳以上）
家族会員（会員と同居の家族） 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 © 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みのご入場は、
　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（9/3～9/5、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!

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！

工作キットから宇宙食まで大人も子どもも楽しめる
グッズが増えました。ぜひお立ち寄りください。

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）当日受付

1階受付にて当日申込

10月　ゆらクル★はろうぃんマグネット
11月　まるでトリック!?ミラーアート
12月　とびだすクリスマスカード

かがくかんNEWS 129号 2018年8月31日発行

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

※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。

※シルバーウィークによる展示室入館無料日は、「すこやかカード」「神戸市敬老優待乗車証」をお持ちの方は、展示室およびプラネタリウムの入館が無料

公開時間

天体観測室毎日公開

②13:30～13:50（10月～3月）
　14:30～14:50（4月～9月）

■営業時間：

■ 定 休 日：

■ 場 　 所：

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）
本館1階 プラネタリウム 入口横

カフェ「ATHENA」
ア 　 テ 　 ナ

色がかわるド
リンクや地球
の形のアイス
モナカなど、
新メニュー登
場！
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科学の祭典
KOBE観光の日
関西文化の日
シルバーウィーク

●参加費:100円～200円

「みる・きく・さわる」～“りか本”のよみきかせワークショップ～

リニューアル
オープン！

大きくなって
リニューアル！

■営業時間：

■ 定 休 日：

平日（月・火・木）
9：30～16：30
金・土・日・祝／春・夏休み
9：30～19：00

水曜日
（祝日の場合はOPENし、翌木曜日がCLOSE）

■ 場 　 所：本館1階 プラネタリウム 入口横

【展示室入館無料日】

「なにがでるかな？お楽しみ実験ショー」

「君は読めるか！THE 空気ショー」
期間：10月30日（火）まで 

期間：11月1日（木）～3月5日（火）
▲時間：
▲場所：

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

「火火火のはなし～燃焼の実験ショー～」

「なにがでるかな？お楽しみ実験ショー」
期間：10月30日（火）まで 

期間：11月1日（木）～3月5日（火）
▲時間：
▲場所：

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
協力:神戸市立三宮図書館
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