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科学館まつり2017

協力：おもしろ科学実験in富山、黒部峡谷鉄道株式会社、黒部市ふれあい交流館、
国立立山少年自然の家、立山黒部ジオパーク協会、YKK株式会社

後援：黒部市教育委員会

臨時駐車場のご案内（11/4・5日のみ）

黒部市吉田科学館
〒938-0005 富山県黒部市吉田574-1
TEL：0765-57-0610　http://kysm.or.jp/

立山黒部ジオパーク映画「剣
けん

の山」

出演：上坂 浩光 監督
大西 浩次 氏（天文学者）
久保 貴志（当館学芸員・映画監修）

●わくわくスタンプラリー
●ふるさとの森探検ツアー

● ワクワク！ ビンゴ大会 　● 飲食コーナー（有料）など

YKKセンターパーク
連携企画

★クラフト体験

★惑星キーホルダーづくり

★ジオパークワークショップ

★星空さんぽ

★オリジナル番組

「黒部の猫又」

★ミニ立体凧づくり

★スチロール飛行機づくり

★サイエンスショー 科学館

YKKセンターパーク

⇔

立山黒部ジオパーク映画初上映
　& スペシャルトークショー

上坂 浩光 監督

ぜんぶ無料！

無料のシャトルバスもあるよ！

11/４㊏・5㊐のみ

立山黒部ジオパーク映画公開記念

１１/3（金・祝）～5（日）
１１/3（金・祝）より上映開始

１１/3（金・祝）14：00～



プラネタリウムドーム （開場：各回10分前、定員：140名）

ＹＫＫセンターパーク連携企画

森の達人と一緒にふるさとの森で
黒部の自然をいっぱい見つけよう！

科学館 ⇔ YKKセンターパーク  無料シャトルバス

⇔
所要
5分

科学館（発）

※科学館で販売したものは、YKKセンターパークに持ち込まないでください。

10時／ 00 20 40
11時／ 00 20 40
12時／ 00 20 40
13時／ 00 20 40
14時／ 00 20 40
15時／ 00 20　※最終

10時／ 10 30 50
11時／ 10 30 50
12時／ 10 30 50
13時／ 10 30 50
14時／ 10 30 50
15時／ 10 30　※最終

YKKセンターパーク（発）

体験コーナー

ポーチ・エントランス

各回定員15名

10：00

11：00

14：00

10：00 10：00～15：30

11：00

12：00

14：00

15：00

16：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

13：00

①10：15～11：00 / ②13：15～14：00 11/４㊏・５㊐のみ
11/４㊏・５㊐のみ

ドラえもん宇宙ふしぎ大探検３
～地球のふしぎ～（30分）
見えない光？宇宙を知る冒険
立山黒部ジオパーク映画「剣

けん

の山」
初上映＆スペシャルトークショー

出演：上坂 浩光 監督
大西 浩次 氏（天文学者）
久保 貴志（当館学芸員・映画監修）

ドラえもん宇宙ふしぎ大探検３
～地球のふしぎ～（30分）
立山黒部ジオパーク映画「剣

けん

の山」
星空さんぽ
「地球に似た星あるかな？水のある星を探しに行こう」
立山黒部ジオパーク映画「剣

けん

の山」
オリジナル番組「黒部の猫又」
星空さんぽ
「地球に似た星あるかな？水のある星を探しに行こう」
立山黒部ジオパーク映画「剣

けん

の山」

ドラえもん宇宙ふしぎ大探検３
～地球のふしぎ～（30分）
立山黒部ジオパーク映画「剣

けん

の山」
星空さんぽ
「地球に似た星あるかな？水のある星を探しに行こう」
オリジナル番組「黒部の猫又」
ウォー太郎と一緒にみんなで宇宙散歩！
立山黒部ジオパーク映画「剣

けん

の山」
ワクワク！ ビンゴ大会

おどろきと発見がいっぱい！科学体験コーナー
ミニ立体凧づくり、スチロール飛行機づくり
サイエンスショー
講師：おもしろ科学実験in富山

クラフト体験「バスボムづくり」
講師：黒部市ふれあい交流館あこや～の
（材料が無くなり次第終了）

クラフト体験「どんぐりランド」
講師：国立立山青少年自然の家
（材料が無くなり次第終了）

11/3
（金・祝）

日 付

11/4
（土）

11/5
（日）

立山黒部ジオパーク・ワークショップ
講師：立山黒部ジオパーク協会

クラフト体験「バスボムづくり」
講師：黒部市ふれあい交流館あこや～の
（材料が無くなり次第終了）

惑星キーホルダーづくり
(材料が無くなり次第終了)

飲食コーナー（有料）

YKKセンターパークで
ふるさとの森探検ツアー

無料シャトルバスに乗って、
YKKセンターパークと科学館で
スタンプラリー！
全部あつめたら景品をプレゼント！

受付・台紙配布
午前の部10：00～　午後の部13：00～
（景品配布は15:00まで）
※台紙が無くなり次第、配布を終了します。

11：00 ～14：00わくわくスタンプラリー

クレープレイヴル クレープ
まるたかや ラーメン

フーズサプライ お弁当
HAHAHA 飲み物

11/４㊏ 11/5㊐

上坂 浩光 氏
埼玉県春日部市生まれ。小惑星探
査機「はやぶさ」の帰還を全編CG
で 描 いた『HAYABUSA －BACK 
TO THE EARTH－』は、プラネタ
リウムで上映され大ヒット。生命・
宇宙などの科学映像やゲーム等の
エンタテイメント映像など、さまざ
まな分野にチャレンジしている。ア
マチュア天体写真家としても活躍。

大西 浩次 氏
富山県黒部市生まれ。長野工
業高等専門学校教授。ロマン
あふれる星景写真家としても
知られる。2010年小惑星探
査機「はやぶさ」の国立天文
台観測隊、2012年金環日食
日本委員会副委員長などを歴
任し、天文研究および普及活
動に大きく貢献している。

先着150名

吉田科学館で整理券配布 
①午前の部（9：30 ～）  ②午後の部（12：30 ～）

※15：00の「剣の山」をご覧の方にビンゴカードを配布します

※スタンプ用紙と景品はYKKセンターパークと
　科学館でもらえます。
※景品が無くなり次第終了

木のネームプレート
づくりもやるよ！


