
市民天体観望会市民天体観望会プラネタリウムプラネタリウム

「市民天体観望会」， 「リニューアルオープンセレモニー & オープニング投映」，

「JAXA による講演 （予定）」， 「プラネタリウム駅伝」 申込方法

FAX の場合は， 参加希望日， イベント名， 代表者の氏名 （ふりがな）， 電

話番号， 大人の人数， 子どもの人数， 子どもの学年を記入の上， 送信。

※人数には代表者を含む。

※ 1 申込につき， 申込人数は５名まで （団体を５名以下に分割しての

　お申し込みは御遠慮ください。）

電子メール（以下のホームページから）※参加可能な場合，返信はありません。

パソコン https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
携帯 https://www.city.kyoto.lg.jp/mobile/main/page/0000180068.html

京都いつでもコール ８時～２１時，年中無休

TEL：075-661-3755　FAX：075-661-5855
み な こ こ ごようはここ

※おかけまちがいにご注意ください。

二次元コードから携帯電話でアクセスできます（一部機種除く）

一般投映（45分）

「星空解説」＋
「科学センターのオリジナル番組」

（都合により変更する場合があります）

「星空解説」＋
「科学センターのオリジナル番組」

（都合により変更する場合があります）

プラネタリウム投映時刻表（都合により変更する場合があります）

実施日 テーマ 申込開始日 締切日
④
⑤
⑥
⑦

9/11（金）
10/9（金）
12/11（金）
2/10（水）

11/10（火）

8/18（火）
9/8（火）

1/13（水）
11/24（火）

8/24（月）
9/14（月）

1/25（月）

並んで輝く 木星と土星
 秋の四辺形と火星大接近
 ふたご座流星群とすばる
 冬の大六角とオリオン大星雲

※内容・定員を変更する場合があります。
※参加時はマスクをご着用ください。

小学 3年生 ~大人向け

TEL.075-642-1601 FAX.075-642-1605
URL　http://www.edu.city.kyoto.jp/science/

青少年科学センター 検索
休館日：木曜日（祝日の場合は翌平日），年末年始
　　　　※冬・春休みの木曜日は開館します。
プラネタリウムをご覧いただくには，入場料及びプラネタリウム観覧料が必要です。

京都市内に住所または通学先がある

小・中・高・総合支援学校・民族学校の

児童・生徒は土日無料！（祝日・振替休日は有料です）

特別投映

大人のための星空めぐり（60分）
高校生～大人対象 ※中学生以下は入場できません

落ち着いた音楽と満天の星で心身ともに

いやされる大人向きの番組です。ベテラン

解説員が季節の星空の魅力を語ります。

2/21（日） 「星の一生」

 13:00~14:00　申込不要 ・ 先着順

日時と
テーマ

内容

ちびっこプラネタリウム（40分）

その日の 「星空案内 （星や星座の見つけ方など）

＋星にまつわるお話 （月替わり）」 をします。

※お話のテーマは裏面をご覧ください。

その日の 「星空案内 （星や星座の見つけ方など）

＋星にまつわるお話 （月替わり）」 をします。

※お話のテーマは裏面をご覧ください。

4 才 ~小学 2年生向け ※幼児は保護者同伴

内容 科学センターの屋上で，夜間に天体を観望する
イベントです。
※悪天候の場合も観望天体の解説を行います。

対象 小学生以上（小・中学生は保護者同伴）
※幼児は参加できません。

定員 各回 50名（先着順）

申込 京都いつでもコールに電話・FAX・電子メールで。
費用 無料

時間 19：00~21：00（受付は 18：30~）

新しいプラネタリウムの観覧にあたって
みなさまへおねがい

団体投映

１ ５名以上の団体

予約は電話にて受付 （TEL 075-642-1601）

受付可能日時は下記の 【プラネタリウム

投映時刻表】 をご参照ください。

以下の番組からご希望に応じて投映します。内容
日時

対象

★一般投映 （４５分）

★学習番組 （４５分）

　「星の動き」 または 「月の形と動き」

★星空さんぽ （３０分）
　※当日の星空をシンプルに紹介します。

★ちびっこプラネタリウム （４０分）

小学校 4 年生の学校団体向けです。

どちらかの番組をお選びください。

　主に火星と木星の間に多数存在する小さな天体，

小惑星。 リュウグウという小惑星を探査して帰還中の

探査機はやぶさ２に注目が集まっていますが， なぜ小

惑星を調べるのでしょうか？小惑星とはどのような天

体なのでしょうか？小惑星のひみつにせまります。

★10/10（土）～ 1/６（水）

小惑星のひみつあなたの知らない

☆12/6( 日 )13:00 ～の投映は聴覚障害者向けに字幕付き
　で投映します。

☆1/30( 土 )， 1/31( 日 ) は特別投映です。

　高緯度地方の夜空に出現する神秘的なオーロラ。

その原因は遠く離れた太陽から地球へ飛んできた小さ

な粒子にあります。 なぜオーロラが起こるのか？しく

みを説明するとともに， 実際に撮影された美しいオー

ロラをドームスクリーンいっぱいに再現します。

★1/８（金）～ 4/7（水）

オーロラ ～太陽のおくりもの～

リニューアル記念番組

リニューアル記念事業

小学生～大人対象 ※幼児は入場できません

3/7（日） 10:00~12:00 （120 分）日時

個性の違う 4 人の解説者が， 春夏秋冬それぞ

れの季節の星空解説を， 2 時間かけて一気に

紹介する超ロングバージョンのプラネタリウム。

解説者たちのいろいろな語り口が楽しめます。

内容

プラネタリウム駅伝～春夏秋冬・星空を翔る～
かけ

事前申込

90 名定員

申込 京都いつでもコールで事前申込 ・ 先着順

申込期間 ： 2/9（火）～ 2/22（月）

※１５ ： ４５～の回は小学生以上が対象ですので幼児は入場できません。

札幌市在住のオーロラメッセンジャーの中垣

哲也氏によるプラネタリウム特別投映。 美しい

オーロラ映像を映しながら解説します。

1/８（金）~4/7（水）にはオーロラ写真展も開催。

１/30（土）， １/31（日）日時

内容

オーロラ・ワンダーランド
～プラネタリウムでオーロラを感じてみよう～

15:45~ （60 分）※

11:00~， 13:00~ （45 分）

大人向け

ファミリー向け

申込不要 ・ 先着順

JAXAによる講演（予定）

小学生～大人対象 ※幼児は入場できません

事前申込

年末に帰還する予定の小惑星探査機 「はや

ぶさ２」 について JAXA の職員に語ってもら

います。 （要入場料）

※ヒアリングループが必要な方は，11/13（金） までに，

　科学センターへお申し込みください。

内容

１1/21（土） 14:00～（約 90 分）  映写講義室日時

京都いつでもコールで事前申込 ・ 先着順

申込期間 ： １０/１６（金）～１0/29（木）

申込

50 名定員

　リニューアル後のプラネタリウムドーム内では， 安全の

ため， 以下の諸注意をお守りください。

・ 投映中のお立ち歩きや， 途中入退場は原則としてできません。

 開演時間に間に合うようお越しください。

・ ドーム内へのベビーカーの持込はできません。 入口前のベビー

 カー置き場をご利用ください。

・ 立ち歩くおそれのある小さなお子様は保護者のお膝の上での観

 覧をお願いいたします。

・ プラネタリウムドーム内では， マスクをご着用ください。

・ 投映中のおしゃべりはしないでください。

・ 座席は間隔をあけてお座りいただきます。 あらかじめご了承くだ

 さい。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，ご協力ください。

ベビーカー
持込できません マスクの着用 投映中のおしゃべりは

しないでください 間隔をあけて

※諸事情により，イベントや投映は中止・変更する場合がありますので，　ご来館の際は必ずホームページでご確認ください。

団体投映

1 1 ： 0 0 1 3 ： 0 0 1 4 ： 2 5 1 5 ： 4 5
平日（月曜） 団体投映 一般投映 団体投映 一般投映

平日（火~金曜） 団体投映 団体投映 一般投映

一般投映 ちびっこ
プラネタリウム 一般投映  ちびっこ

プラネタリウム

1 1 ： 0 0 1 3 ： 0 0 1 4 ： 2 5
土曜日・日祝日

春・夏・冬休み平日

1 5 ： 4 5

大

…3/7（日）の 10:00~12:00 は「プラネタリウム駅伝」になります。駅

駅

団体の観覧予約は，平日のみ可能です。土日祝日及び学校休業日は，全投映の予約ができません。※

オ…1/30（土）,1/31（日）の 11：00~,13:00~,15:45~ は「オーロラ・ワンダーランド」になります。
大…2/21（日）の 13:00~ は「大人のための星空めぐり」になります。

オ オオ

3/16（火）~17（水）は，メンテナンスのためプラネタリウムを休止します。※


