港区立みなと科学館

2021年 2 月15日～28 日

イベントのご案内

大人向けからお子様向けまで幅広く開催中！ご予約お待ちしています！
当館では、ご来館者に安心してご見学いただけるよう、みなと保健所の感染症専門アドバイザーにご指導いただき、運営に必要な感染拡大防止対策を講じております

2021冬の企画展「月」展

2/23まで開催中！

お月見の名所として親しまれた港区で、「月」をテーマに、月探査や宇宙開発を身近に感じていただく企画展を開催中！
私たちの生活に身近な民間企業が、月面無人探査や有人探査に挑戦しています。その最先端技術は必見です！

期間中毎日開催！➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

月面水探査ゲーム

9:00～11:00／12:00～14:00／15:00～17:00
お席が空き次第ご案内いたします。スタッフにお声がけください。
※ご来館予約が必要です。ご予約・ご来館の上、ご参加ください。

新イベント開催！

2/26㊎～3/3㊌

イベント

2/20㊏

アロマプラネタリウム
キッズサイエンス

和ぐるみのカスタネットを作って防災を考えよう！
※イベントの中で東日本大震災時の写真をお見せする場面があります

星と英語であそぼう！ in プラネタリウム
プログラミング講座

2/21㊐

絵本でプログラム編

ロボット講座

発進！モノレール！～vs重さの中心～
「月」展関連講演会

有人月面探査車の開発
2/22㊊

「月」展関連講演会

宇宙開発の最前線を知ろう

2/28㊐

はやぶさ2の原寸大模型がやってくる！
協力：一般財団法人 日本宇宙フォーラム、NPO法人 ギガスター

定員

参加費

19:00～19:40

60名

一律
1,000円

①9:15～9:55
②10:15～10:55

各回
20名

無料

13:00～13:40

60名

大人700円
小中高300円
未就学無料

12:00～13:30

9組
18名

無料

小学1年生～
中学3年生

15:00～16:30

9組
18名

無料

小学1年生～
3年生

無料

どなたでも
小学校高学年以上に
おすすめ

無料

オンライン配信
限定イベントです

16:00～17:00

オンライン配信限定

17:00～18:00

当館でのご参加

60名
オンラインのみ

100名

備考
小学生以上
（未就学児入場不可）
※年間利用券・招待券は
お使いいただけません

どなたでも
未就学児をお連れの方に
オススメ
※講師はオンラインで登壇いたします

どなたでも
※未就学児と
そのご家族におすすめ

①10:00～11:00
②12:30～13:30

各回6組
12名

無料

小学1年生～6年生

15:00～16:30

9組
18名

無料

小学3年生～
6年生

銀河と仲良くなる一時間

15:20～16:50

60名

一般投影
料金

どなたでも
小学校高学年～
大人におすすめ

星と英語であそぼう！ in プラネタリウム

13:00～13:40

60名

大人700円
小中高300円
未就学無料

どなたでも

①12:30～13:30
②15:30～16:30

各回
6組12名

無料

小学3年生～
中学3年生

①9:20～9:50
②12:20～12:50
③15:20～15:50

各回
20名

無料

未就学児～小学校低学年
保護者同伴

ロボット講座

発進！モノレール！～vs重さの中心～
星空ゼミ

2/27㊏

今日の月の形は？

毎日変わる月のかたちを、「月の満ち欠けカード」で
実感してみましょう！未就学児の参加歓迎！

時間

オンライン配信有り

電子顕微鏡でミクロの世界をみてみよう！
2/23㊋㊗

テーブルサイエンス

特別展示「はやぶさ2帰還～その後～」

開催日

2/19㊎

ムーンドライブ

月探査ローバーを画面上で操作し、制限時間内に
水資源を集めよう！集めたらなにができるかは当日のおたのしみ！

プログラミング講座 Pepperプログラミング学習会
*PCでのマウスとキーボードが操作できる方向け
キッズサイエンス

おシャーレかんぶつ図鑑

このアイコンのあるイベントは、オンラインでの配信もご覧いただけます。
参加申込は、みなと科学館公式サイトまで！※各イベントページをご覧ください
申込アイコンのみかた

03-6381-5042までお電話ください

<みなと科学館公式サイト>

みなと科学館公式HPからご予約ください

未就学児と
そのご家族におすすめ

みなと科学館のイベントは
小学校3年生以下保護者同伴です
ご来館予約の上、当日整理券をお受け取りください

https://minato-kagaku.tokyo

お電話でのご予約はこちらから 03-6381-5042（ご予約専用：午前10時～午後5時）
・1回のご予約で1グループ5名様までご予約いただけます。
・1回のご予約で予約できる日は1日です。
・1回のご予約で予約できる日は1枠です。
・定員になり次第、受付を終了いたします。
【ご来館の際のお願い】
・次の方は、来館をお控え願います。

Web予約

37.5度以上の発熱のある方
息苦しさ、強いだるさがある方
軽度であってもせきやのどの痛みなどの症状のある方
過去2週間以内に感染拡大が続く国や地域への渡航歴のある方
・ご来館時には、マスクをご着用ください。
・入館時に検温をさせていただきます。

みなと科学館

また、お名前と緊急連絡先のご記入をお願い申し上げます。
※個人情報は感染者が発生した場合の感染症法第15条に
基づく積極的疫学調査のため、保健所などの公的機関に提
供される場合があります。
※お預かりした個人情報は翌々月の初旬に、復元不能となる
ようシュレッダーで破砕・廃棄いたします。

イベントのご案内

港区立みなと科学館

2 0 21 年 3 月 1 日 ～14 日

大人向けからお子様向けまで幅広く開催中！ご予約お待ちしています！
当館では、ご来館者に安心してご見学いただけるよう、みなと保健所の感染症専門アドバイザーにご指導いただき、運営に必要な感染拡大防止対策を講じております

港区立みなと科学館 2021年 春の企画展

3月10日㊌～5月9日㊐
「スポーツ展」は、スポーツやアスリートの紹介だけでなく、スポーツの素晴らしさを
科学的側面から捉え、また、支える人の技術的側面をご覧いただけます。
道具の進化に着目した実物展示や体験イベント、トークショー、テーブルサイエン
ス等々。盛りだくさんで開催いたします！
※ご見学には入館のご予約が必要です。みなと科学館公式サイトからご予約ください。

2/26㊎～3/3㊌

特別展示
はやぶさ2の原寸大模型がやってくる！

先日小惑星リュウグウから地球にカプセルを持ち帰った小惑星探査機「はやぶさ2」。
カプセルに入っていたサンプルの解析に期待は高まるばかりですね。
3月1日～3日は夜7時からプラネタリウム「HAYABUSA2 ～REBORN」も投影。
現在、新たに拡張ミッションに臨む「はやぶさ2」をみんなで応援しましょう！

はやぶさ2帰還～その後～
開催日

3/5㊎

イベント

時間

定員

参加費

星空ヨガ

19:00～19:50

40名

年間利用券・招待券
は使用出来ません

ロボット講座

①12:00～13:30
②15:00～16:30

各回
9組18名

無料

①小学1～3年生対象
②小学3～6年生対象

15:20～16:50

60名

無料

小学校高学年以上対象
※未就学児入場不可

13:00～13:40

60名

大人：700円
小中高：300円
未就学児：無料

どなたでも
未就学児とそのご家族に
おすすめです
年間利用券・招待券は
使用出来ません

①10:00～11:00
②12:30～13:30
③15:30～16:30

各回
4組8名

無料

どなたでも
未就学児とそのご家族に
おすすめです
年間利用券・招待券は
使用出来ません

発進！モノレール！～VS重さの中心～

3/6㊏

協力：一般財団法人 日本宇宙フォーラム、NPO法人 ギガスター

備考

1,500円

天文講演会

「はやぶさ2」の衝突実験で分かった
小惑星の意外なしぶとさ
星と英語であそぼう！ in プラネタリウム

3/7㊐
電子顕微鏡でミクロの世界をみてみよう！

3/13㊏

中学生以上対象
※小学生以下は
ご参加いただけません

小学1～6年生対象

星と英語であそぼう！ in プラネタリウム

13:00～13:40

60名

大人：700円
小中高：300円
未就学児：無料

第2回 みなとサイエンスまち歩き
「江戸時代初期に造られたダムをめぐる」

13:15～15:30

20名

無料

中学生以上
※お子さまの同伴不可

10:00～11:30

9組18名

無料

小学1～3年生対象

ロボット講座

発進！モノレール！～VS重さの中心～

みなと科学館のイベントは、全て小学校3年生以下保護者同伴です
申込アイコンのみかた

03-6381-5042までお電話ください

<みなと科学館公式サイト>

みなと科学館公式HPからご予約ください

https://minato-kagaku.tokyo

お電話でのご予約はこちらから 03-6381-5042（ご予約専用：午前10時～午後5時）
・1回のご予約で1グループ5名様までご予約いただけます。
・1回のご予約で予約できる日は1日です。
・1回のご予約で予約できる日は1枠です。
・定員になり次第、受付を終了いたします。
【ご来館の際のお願い】
・次の方は、来館をお控え願います。

37.5度以上の発熱のある方
息苦しさ、強いだるさがある方
軽度であってもせきやのどの痛みなどの症状のある方
過去2週間以内に感染拡大が続く国や地域への渡航歴のある方
・ご来館時には、マスクをご着用ください。
・入館時に検温をさせていただきます。

みなと科学館

また、お名前と緊急連絡先のご記入をお願い申し上げます。
※個人情報は感染者が発生した場合の感染症法第15条に
基づく積極的疫学調査のため、保健所などの公的機関に提
供される場合があります。
※お預かりした個人情報は翌々月の初旬に、復元不能となる
ようシュレッダーで破砕・廃棄いたします。

