港区立みなと科学館

新型コロナウイルス感染拡大防止のための入館制限について

当面の間、感染拡大防止のため
入館を予約制（先着）とさせていただきます

2021年2月15日～2月28日までの予約ご案内

2月8日
午前10時
受付開始

ご予約は みなと科学館公式サイトの

ご入館・イベントのご予約はこちら
空席状況もこちらからご確認いただけます

をクリック！

・入館は1回120分・1日4回の入替制となります。「プラネタリウムと展示両方のご観覧」または「展示のみのご見学」をお選びいただけます。
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

2/23まで開催中！

2021冬の企画展「月」展

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！

午後6時～午後8時

館内
ご見学時間

午前9時～11時

正午～午後2時

午後3時～午後5時

プラネタリウム
投影時間

午前10時 ～10時40分

午後1時 ～1時40分

午後4時 ～4時40分

15日㊊

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

ＭＡＲＳ 1001 火星に舞い降りる日

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

16日㊋

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

ＭＡＲＳ 1001 火星に舞い降りる日

17日㊌

ＭＡＲＳ 1001 火星に舞い降りる日

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

18日㊍

プラネタリウムはご観覧出来ません
展示のみのご見学は可能です

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

ＭＡＲＳ 1001 火星に舞い降りる日

19日㊎

プラネタリウムのご観覧
展示ご見学ともに出来ません

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

20日㊏

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

ＭＡＲＳ 1001 火星に舞い降りる日

21日㊐

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

星と英語であそぼう！inプラネタリウム
※通常とは料金が異なります

「月」展関連講演会
有人月面探査車の開発

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

22日㊊

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

ＭＡＲＳ 1001 火星に舞い降りる日

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

23日㊋㊗

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

イマジン・ザ・ムーン 月への想い

星空ゼミ 「銀河と仲良くなる一時間」

ＭＡＲＳ 1001 火星に舞い降りる日

24日㊌

星屑の鉱石ラジオ

港区の時刻と星空散歩

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

望遠鏡が解き明かす宇宙

25日㊍

港区の時刻と星空散歩

望遠鏡が解き明かす宇宙

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

星屑の鉱石ラジオ

26日㊎

プラネタリウムのご観覧
展示ご見学ともに出来ません

港区の時刻と星空散歩

望遠鏡が解き明かす宇宙

星屑の鉱石ラジオ

27日㊏

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

星と英語であそぼう！inプラネタリウム

イナズマデリバリー バイザウェイの宇宙旅行?!
ブラックホールとの遭遇

望遠鏡が解き明かす宇宙

28日㊐

まくまくんの星空大冒険 ～冬の星座～

星屑の鉱石ラジオ

望遠鏡が解き明かす宇宙

プラネタリウム観覧料金
大人

小学生・中学生・高校生

600円

100円

※未就学児、港区内在住65歳以上の方、港区内在住障害者
およびその介護者（1名まで）は無料です。証明できるものをご
提示の上、窓口 にて無料観覧券をお受け取りください。
※常設展示は無料でご覧いただけます。
※お得なメンバーズカードも販売しております。

テーブルサイエンスもお見逃しなく！
2月23日まで
毎日開催中！

“今日の月の形は？”

9:00～11:00
12:00～14:00
15:00～17:00

※通常とは料金が異なります
イナズマデリバリー バイザウェイの宇宙旅行?!
ブラックホールとの遭遇

※気象科学館はご見学出来ません

午後7時 ～7時40分

アロマプラネタリウム
※通常とは料金が異なります

➡➡➡ プラネタリウム番組の詳細は、みなと科学館公式サイト「プラネタリウム」ページをチェック！

各種イベント開催中！ ご参加には予約が必要です。詳しくは公式サイトをご覧ください
19日㊎

アロマプラネタリウム

23日㊋㊗

電子顕微鏡でミクロの世界をみてみよう！

20日㊏

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！

23日㊋㊗

ロボット講座

21日㊐

星と英語であそぼう in プラネタリウム

23日㊋㊗ 銀河と仲良くなる一時間

21日㊐

プログラミング講座 絵本でプログラム編

21日㊐

ロボット講座
発進！モノレール！～VS重さの中心～

27日㊏

プログラミング講座

21日㊐

「月」展関連講演会

28日㊐

キッズサイエンス

22日㊊

「月」展関連講演会
宇宙開発の最前線を知ろう オンライン配信のみ

<みなと科学館公式サイト>

有人月面探査車の開発

発進！モノレール！～VS重さの中心～
星空ゼミ

zzzz
27日㊏

オンライン配信あり

星と英語であそぼう in プラネタリウム

Pepperプログラミング学習会
おシャーレかんぶつ図鑑

電話予約

https://minato-kagaku.tokyo

Web予約

ご来館予約の上、当日整理券
をお受け取りください

みなと科学館

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。

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。

港区立みなと科学館
2月22日
午前10時
受付開始

新型コロナウイルス感染拡大防止のための入館制限について

当面の間、感染拡大防止のため
入館を予約制（先着）とさせていただきます

2021年3月1日～3月14日までの予約ご案内
ご予約は みなと科学館公式サイトの

ご入館・イベントのご予約はこちら
空席状況もこちらからご確認いただけます

をクリック！

・入館は1回120分・1日4回の入替制となります。「プラネタリウムと展示両方のご観覧」または「展示のみのご見学」をお選びいただけます。
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

特別展示

3月10日㊌
スタート！

はやぶさ2帰還～その後～
あの「はやぶさ2」の実物大模型が
みなと科学館にやってくる！

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！
館内
ご見学時間

午前9時～11時

★

正午～午後2時

2/26㊎～3/3㊌
午後6時～午後8時

午後3時～午後5時

プラネタリウム番組表

※気象科学館はご見学出来ません

★★

プラネタリウム
投影時間

午前10時 ～10時40分

午後1時 ～1時40分

午後4時 ～4時40分

1日㊊

星屑の鉱石ラジオ

望遠鏡が解き明かす宇宙

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

HAYABUSA2 ～REBORN

2日㊋

望遠鏡が解き明かす宇宙

星屑の鉱石ラジオ

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

HAYABUSA2 ～REBORN

3日㊌

星屑の鉱石ラジオ

望遠鏡が解き明かす宇宙

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

HAYABUSA2 ～REBORN

4日㊍

星屑の鉱石ラジオ

港区の時刻（とき）と星空散歩

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

望遠鏡が解き明かす宇宙

5日㊎

展示・プラネタリウムともご予約できません

星屑の鉱石ラジオ

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

星空ヨガ
午後7時～7時50分

6日㊏

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

イナズマデリバリー バイザウェイの宇宙旅行?!
ブラックホールとの遭遇

天文講演会
午後3時20分～4時50分

港区の時刻（とき）と星空散歩

7日㊐

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

星と英語であそぼう！ in プラネタリウム

イナズマデリバリー バイザウェイの宇宙旅行?!
ブラックホールとの遭遇

星屑の鉱石ラジオ

8日㊊

休館日

9日㊋

休館日

午後7時 ～7時40分

10日㊌

星屑の鉱石ラジオ

港区の時刻（とき）と星空散歩

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

望遠鏡が解き明かす宇宙

11日㊍

展示・プラネタリウムともご予約できません

望遠鏡が解き明かす宇宙

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

星屑の鉱石ラジオ

12日㊎

望遠鏡が解き明かす宇宙

星屑の鉱石ラジオ

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

港区の時刻（とき）と星空散歩
望遠鏡が解き明かす宇宙
星屑の鉱石ラジオ

13日㊏

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

星と英語であそぼう！ in プラネタリウム

イナズマデリバリー バイザウェイの宇宙旅行?!
ブラックホールとの遭遇

14日㊐

まくまくんの星空大冒険 ～春の星座～

イナズマデリバリー バイザウェイの宇宙旅行?!
ブラックホールとの遭遇

港区の時刻（とき）と星空散歩

➡➡➡ プラネタリウム番組の詳細は、みなと科学館公式サイト「プラネタリウム」ページをチェック！

プラネタリウム観覧料金
大人

小学生・中学生・高校生

600円

100円

※未就学児、港区内在住65歳以上の方、港区内在住障害者
およびその介護者（1名まで）は無料です。証明できるものをご
提示の上、窓口 にて無料観覧券をお受け取りください。
※常設展示は無料でご覧いただけます。
※お得なメンバーズカードも販売しております。

各種イベント開催中！
5日㊎

ご参加には予約が必要です。詳しくは公式サイトをご覧ください
ロボット講座

6日㊏ 発進！モノレール！～VS重さの中心～

星空ヨガ
天文講演会

6日㊏

「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

7日㊐

電子顕微鏡でミクロの世界をみてみよう！

zzzz7日㊐・13日㊏

ロボット講座

13日㊏ 発進！モノレール！～VS重さの中心～

<みなと科学館公式サイト>

星と英語であそぼう！
in プラネタリウム

13日㊏ 第2回 みなとサイエンスまち歩き
申込アイコンのみかた

https://minato-kagaku.tokyo

電話予約

Web予約

みなと科学館

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。

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。

