
２０１９年７月

7 日 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土
Ⓐ特別企画展「さあ！宇宙へ行こう！」
スタート（～９/２）

14 日
Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓐ特別企画展講演会

15 月
祝

16 火 休館日

17 水

18 木

19 金

20 土 Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう

21 日
Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓔ航空宇宙ロボット教室初級編

22 月 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

23 火 Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう

24 水 Ⓑアンドリュー先生の紙飛行機教室

25 木 Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう

26 金 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

27 土
Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓐ特別企画展教室

28 日
Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓕ航空教室上級

29 月 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

30 火 Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう

31 水 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

紙飛行機製作教室

（初級）

かみひこうきせいさくきょうしつ

しょきゅう
C 傘ふくろロケットを

とばそう

かさ

D

時間

小学生・幼児と保護者の方

対象
しょうがくせい ようじ ほごしゃ かた

１機300円（ミュージアムショップで購入）

材料費
き えん こうにゅう

空宙博オリジナルの紙飛行機を作って、飛

行機の飛ぶしくみを考えましょう。
かんが

そらはく つく

と

傘ふくろでロケットを作ります。だれのロ

ケットが一番よく飛ぶかな。

つく

いちばん と

時間

小学生・幼児と保護者の方

対象
しょうがくせい ようじ ほごしゃ かた

材料費

無料
むりょう

Ｂ アンドリュー先生の紙飛行機教室

「スペースプレーンを作って飛ばそう」

せんせい かみひこうききょうしつ

つく と

カナダ出身の紙ヒコーキ作家、アンドリュー・デュアー先生

から、飛行機やスペースプレーンの話を聞いた後、みんなで

よく飛ぶ紙飛行機を作って飛ばしましょう。大人の方も、ぜ

ひご参加ください。

しゅっしん さっか

はなし き あと

無料

材料費
むりょう

A 特別企画展「さあ！宇宙へ行こう！」（7/13～9/2）

宇宙にはどうしたら行くことができるかなど「人が宇宙へ行くこと」をテーマにした企画

展を開催します。宇宙ステーション補給機「こうのとり」７号機搭載小型回収カプセルの

実物を展示（7/13～8/19）するほか、パネル展示や講演会・教室を行います。講演会・教

室の申込方法など詳しくはホームページでご確認ください。

７月の講演会

7/14(日)   13:30～14:15  

宇宙ステーション補給機「こうのとり」最新状況と今後の

発展構想 ※小学校高学年以上（申込順130人・受付中）

７月の教室

7/27(土) 13:30～14:30  

手にしよう宇宙開発と宇宙利用 私の夢、日本初の誇れる

有人宇宙開発「きぼう」及び将来宇宙開発・利用

※中学生以上（申込順50人・受付中）

①11:00～12:00②13:30～14:30 ①11:00～12:00②13:30～14:30

対象
しょうがくせいいじょう

小学生以上（年中・年長は保護者同伴）
ねんちゅう ねんちょう ほごしゃ どうはん

時間

7/24(水)①10:30～12:00 ②13:30～15:00

E.F 7/21(日) 10:30～15:30「航空宇宙ロボット教室 初級編」

プログラミングを学んでロボットの操作を体験 7/14から受付

7/28(日) ①10:30～12:30 ②14:00～16:00 「航空教室 上級編」

飛行機のしくみを紙飛行機を製作しながら学ぶ 受付中

●申込方法・料金など詳しくはホームページでご確認ください

こうくううちゅう きょうしつ しょきゅうへん

まな そうさ たいけん うけつけ

じょうきゅう

ひこうき かみ せいさく ちゅう

もうしこみほうほう りょうきん くわ かくにん

とくべつ きかくてん うちゅう い

ひと

かいさい ほきゅうき

かくにん

ごうきとうさいこがたかいしゅう

じつぶつ てんじ こうえんかい きょうしつ おこな

もうしこみほうほう くわ

さいしんじょうきょう こんご

はってんこうそう しょうがっこうこうがくねんいじょう

わたして かいはつ りよう

ゆうじん

ゆめ にほんはつ ほこ

およ しょうらい

ちゅう

夏休みは空宙博へ行こう！
なつ やす そ ら は く い

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 岐阜県各務原市下切町5-1  Tel.058-386-8500

入館料

大人800円

高校生/60歳以上 500円

中学生以下 無料

最新情報はホームページやＳＮＳを

ご覧ください

おとな かた

さんか

じゅん にん うけつけちゅう

2018年3月にリニューアルオープンした岐阜かかみがはら航空宇宙博物館（愛称:空

宙博）には、本物の飛行機や本物と同じ大きさの小惑星探査機などが日本で一番た

くさん展示されています。夏休みの空宙博は、毎日楽しいイベントがいっぱい！

パイロット気分になれる操縦シミュレーターにもチャレンジしてみよう！

開館時間／平日 10:00～17:00 土日祝日 10:00～18:00 

夏休み特別ナイトミュージアム(8/5～9) 10:00～20:00   

ねん がつ ぎふ こうくう うちゅうはくぶつかん あいしょう

ほんもの ひこうき おな おお しょうわくせい たんさき にほん いちばん

てんじ まいにちたの

きぶん そうじゅう

かいかん じかん へいじつ どにちしゅくじつ

とくべつ

電話で空宙博へ（予約優先、各回50人）

申込
でんわ そらはく よやくゆうせん かくかい にん



8/22(木) 11:00～11:45

宇宙教室（ロケットのしくみを実験しながら知る） ※小学校３年生以上

※小学校高学年以上

8/10(日)   13:30～14:45  

わたしたちは火星に行けるのだろうか？～国際宇宙探査と日本～

１機1,000円

材料費
き えん

G そらはくシネマ

３００インチの大画面シアタールームで映画を楽しみませんか。1 40席です。

日時

A 特別企画展「さあ！宇宙へ行こう！」（7/13～9/2）

講演会・教室の申込方法など詳しくはホームページでご確認ください。

８月の講演会

8/3(土)     13:30～14:45  

「こうのとり」と「きぼう」って何？日本でもこんな宇宙のお仕事ができます！

８月の教室

8/11(日) ①10:30～11:30 ②13:30～14:30 

航空宇宙塾（宇宙飛行士の訓練やミッションの模擬体験など）※小学生以上

日時

8/12 (月)・13 (火) ①11:00～12:30 ②14:00～15:30

8/5 (月) ～11 (日) 入退場自由

①10:20～10:50

②13:50～14:20(②は 8/10以外の日)

③16:50～17:20

④19:00～19:30(④は 8/10･11以外の日)

とくべつ きかくてん うちゅう い

かくにんこうえんかい きょうしつ もうしこみほうほう くわ

しょうがくせい

にほん しごと

しょうがっこうこうがくねんいじょう

かせい こくさい たんさ

こうくう

い

ひこうし

じっけん

くんれん もぎたいけんじゅく

２０１９年８月

1 木 Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう

2 金 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

3 土
Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう
Ⓐ特別企画展講演会

4 日 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

5 月
Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓖそらはくシネマ「宇宙兄弟」

6 火
Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう
Ⓖそらはくシネマ「宇宙兄弟」

7 水
Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓖそらはくシネマ「宇宙兄弟」

8 木
Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう
Ⓖそらはくシネマ「宇宙兄弟」

9 金
Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓖそらはくシネマ「宇宙兄弟」

10 土
Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう
Ⓖそらはくシネマ「宇宙兄弟」
Ⓐ特別企画展講演会

11 日
祝

Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓖそらはくシネマ「宇宙兄弟」
Ⓐ特別企画展「航空宇宙塾」

12 月
振

Ⓗ水ロケット製作教室

13 火 Ⓗ水ロケット製作教室

14 水 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

15 木 Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう

16 金 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

17 土
Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう
Ⓖそらはくシネマ「プレーンズ」

18 日
Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓖそらはくシネマ「ファースト・マン」

19 月 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

20 火 Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう

21 水 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

22 木
Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう
Ⓐ特別企画展「宇宙教室」

23 金 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

24 土
Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう
Ⓖそらはくシネマ「ハドソン川の奇跡」

25 日
Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）
Ⓐ特別企画展教室
Ⓖそらはくシネマ「遠い空の向こうに」

26 月 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

27 火 Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう

28 水 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

29 木 Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう

30 金 Ⓒ紙飛行機製作教室（初級）

31 土
Ⓓ傘ふくろロケットをとばそう
Ⓖそらはくシネマ「ラ・ラ・ランド」

し ねんせい

8/25(日) 10:30～12:00

もしも宇宙にお引越ししたら・・・ ※小学校３年生～中学生

8/25(日) 13:30～15:00

宇宙と地球の違い～空気のことを知ろう～ ※小学校３年生～中学生

ひっこ ちゅう

ちきゅう ちが くうき し

夜
間
延
長

時
ま
で

20

水ロケット製作教室
せいさくきょうしつ

H
ペットボトルで水ロケットを作って、空に飛ばしてみましょう。

そらつく と

みず

幼児以上と保護者の方

対象
ようじ ほごしゃ かたいじょう

電話で空宙博へ（予約優先、各回25人）

申込
でんわ そらはく よやくゆうせん かくかい にん

※テレビアニメ第１話のスピンオフ作品でオリジナルストーリーです。

※プラネタリウムのアニメ作品を平面映像にしたものです。

プラネタリウム宇宙兄弟「一点のひかり」

日時 8/18 (日) 14:00～16:25     当日整理券を配布

内容 人類の夢であり、未来を切り開いた月面着陸計画。この史上最も危険なミッションをア

ポロ11号船長アームストロングの視点で壮大なスケールで描く。

ファースト・マン

うちゅうきょうだい いってん

だいがめん えいが たの せき

日時 8/17 (土) 14:00～15:35     当日整理券を配布

内容 飛行機たちが活躍する世界を描くディズニーアニメーション映画の日本語吹き替え版。

プレーンズ《吹き替え版》
ふ か ばん

いがい ひ

にゅうたいじょうじゆう

だい わ さくひん

へいめんえいぞう

日時 8/24 (土) 14:00～15:40     当日整理券を配布

内容 2009年に起き奇跡的な生還劇として知られるUSエアウェイズ1549便不時着水事故、通称

“ハドソン川の奇跡”と、その後の知られざる真実の映画化。

ハドソン川の奇跡

日時 8/25 (日) 14:00～15:50     当日整理券を配布

内容 米国の小さな炭坑の町でロケット作りに挑戦する高校生4人の物語。主人公の一人であ

るホーマー・H・ヒッカムJr（元NASA技術者）による実話。

遠い空の向こうに

日時 8/31 (土) 14:00～16:10     当日整理券を配布

内容 女優の卵とジャズピアニストの恋のてん末を、華麗な音楽とダンスで表現した夢とファン

タジーにあふれたミュージカル。実在するグリフィス天文台でのデートの場面が印象的。

ラ・ラ・ランド

とうじつせいりけん はいふ

ひこうき かつやく せかい えが にほんご

じんるい ゆめ みらい き ひら げつめんちゃくりくけいかく しじょうもっと きけん

ごうせんちょう してん そうだい

がわ きせき

おねん てき せいかんげき びん ふ じ ちゃくすいじこ つうしょう

ご し しんじつ か

とお そら む

べいこく ちい たんこう まち つく ちょうせん こうこうせい にん ものがたり しゅじんこう

もと ぎじゅつしゃ じつわ

じょゆう たまご こい まつ かれい おんがく ひょうげん ゆめ

じつざい てんもんだい ばめん いんしょうてき

内容 宇宙へ行くことを誓った、あの夏。あの高台を吹き抜けた、二人とあのコの物語。
ちか なつ たかだい ふ ぬ ふたり ものがたり


