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いりません

※ 解説…分かりやすく

　　　　 説明すること

※1 被災…地震の 被害に あうこと

※2 エピソード…お話

※3 大停電…電気が とまること

100円（※土・日・祝日は  中学生以下  無料）

80人

いりません3歳以上 100円

80人だれでも

いりません100円80人高校生以上

星空案内人が  解説する  番組です。 

いつもとは  違う、 ちょっと  大人な  プラネタリウムを  お楽しみください。

18:30～19:30

いりません。 現地へ  直接  来てください。無料

（小牧市上末2233番地2）小牧勤労センターD駐車場

1月 29日（日）

※中学生以下は  保護者と一緒に  参加してください。 ※参加者が  自由に  操作できる  天体望遠鏡を  用意しています。 

※会場は  禁煙です。 ※夜は  冷えますので、 暖かい  服装で  参加してください。 

※天気が  くもりの  場合は、 会場で  天文クイズを  行います。 雨が  降った  場合は  中止（※17:30に  決定します。）

天体望遠鏡を  使って  惑星や  季節の  星座を  眺めます。

「戦の  神と  美の  女神が!! デート？ 西の  空、 仲良く  並んだ  火星と  金星を  見よう!」

生まれてくる星、 消えてゆく星 ～星の  一生に  ついて～10:30～（約30分間）1月 6日 ・ 13日 ・ 20日 ・ 27日 金曜日

アンパンマンだけの  番組と  なっていますので、 

小さな  お子様でも  楽しく  見ることが  できます。

「それいけ！ アンパンマン ～星の  色と  空の  色～」

だれでも

いりません無料

80人だれでも

19:00～（約45分間）毎月 第1土曜日 1月 7日 

2012年、 東日本大震災後に  仙台市天文台で、 被災者※1から  寄せられた  星と  震災に  まつわる  

エピソード※2を  もとに、 制作された  プラネタリウム番組です。 

東日本大震災の夜、 大停電※3の  被災地を  照らしたのは、 見たことも  ないような  満天の  星でした。 

その輝きに  被災者たちは  何を  見たのでしょうか？

「星空と  ともに」

17:00～（約45分間）1月 4日（水）・5日（木）

冬の  星座解説※と 「妖怪ウォッチ プラネタリウムは  星と  妖怪が  いっぱい！」 

子ども達に  大人気の  キャラクターが  再び  登場です。 

プラネタリウムで  いっぱい  妖怪を  探してみよう！
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冬の  星座解説と 「★ふたご座神話 ・ ★オリオンと  さそり神話」

100円（※中学生以下  無料）

料　金 りょうきん 100円（※中学生以下  無料）

1月 28日（土）
※解説員の  星座案内と  プラネタリウム番組を  お楽しみください。

冬の  星座解説と 「手ぶくろを  買いに」

80人だれでも

対　象 たいしょう 定　員 ていいん
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（小牧市小牧五丁目253番地）小牧中部公民館  プラネタリウム
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1月 14日（土）
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対　象 たいしょう 料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ料　金 りょうきん

（小牧市小牧五丁目253番地）小牧中部公民館  プラネタリウム

19:00～（約45分間）1月 21日（土）

※解説員の  星座案内と  プラネタリウム番組を  お楽しみください。

※番組の  最後に  天文クイズを  やるよ！ クイズに  正解すると、 星座缶バッジが  もらえるよ!!

親子で 楽しむ プラネタリウム宵の プラネタリウム

星を みる会

大人の ための プラネタリウム

土曜の 夜の プラネタリウム

金曜日の プラネタリウム
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