
・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。

お電話でのご予約はこちらから

03-6381-5042（10時～17時）

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。

https://minato-kagaku.tokyo みなと科学館

入館時間 午前9時～11時 正午～午後2時 午後3時～午後5時 午後6時～午後8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 午後7時 ～7時40分

10/1㊎ ヒーリングアース
星の降る夜に

～流星群の正体に迫る～
まくまくんの星空大冒険 ～秋の星座～ 星空散歩 ～月を眺めよう～

10/2㊏ まくまくんの星空大冒険 ～秋の星座～
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 星空散歩 ～月を眺めよう～ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/3㊐ まくまくんの星空大冒険 ～秋の星座～
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
星の降る夜に

～流星群の正体に迫る～
星空散歩 ～月を眺めよう～

10/4㊊ ご予約いただけません 星空散歩 ～月を眺めよう～ まくまくんの星空大冒険 ～秋の星座～ 星の降る夜に

10/5㊋ 星空散歩 ～月を眺めよう～ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

展示のご見学のみご予約いただけます
18:30～19:30

秋の夜の星空コンサート

10/6㊌ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

星空散歩 ～月を眺めよう～ まくまくんの星空大冒険 ～秋の星座～ ヒーリングアース

10/7㊍ 星空散歩 ～月を眺めよう～ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

展示のご見学のみご予約いただけます
18:30～19:30

秋の夜の星空コンサート

10/8㊎ ご予約いただけません 星空散歩 ～月を眺めよう～ まくまくんの星空大冒険 ～秋の星座～ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/9㊏ まくまくんの星空大冒険 ～秋の星座～
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
星の降る夜に

～流星群の正体に迫る～
星空散歩 ～月を眺めよう～

10/10㊐ まくまくんの星空大冒険 ～秋の星座～
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 星空散歩 ～月を眺めよう～ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/11㊊
10月11日㊐・12日㊊は休館日です

10/12㊋

10/13㊌ 星空散歩 ～月を眺めよう～ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

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 ヒーリングアース

10/14㊍ ご予約いただけません 展示のご見学のみご予約いただけます 展示のご見学のみご予約いただけます 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/15㊎ ヒーリングアース 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

まくまくんの星空大冒険 ～秋の星座～ 星空散歩 ～月を眺めよう～

➡➡➡ 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！

※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持参ください。
※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。

大人 小学生・中学生・高校生

600円 100円
プラネタリウム観覧料金

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

10月1日～10月15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 をクリック！

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

港区立みなと科学館

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

・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。

みなと科学館
公式サイト

9月16日
午前10時
受付開始

その他イベント多数開催！詳しくは公式サイトをご覧ください！

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

～社会の多様性を支える通信技術～

10月13日㊌
スタート！

2021
秋の企画展



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）

<みなと科学館公式サイト> https://minato-kagaku.tokyo
みなと科学館

・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。

開催日 イベント 時間 定員 参加費 備考

10/2㊏

みなと科学館オープン1周年記念

しんくうの実験教室
共催：日本表面真空学会関東支部

①12:15～13:15
②15:15～16:15

9組
18名

無料 小学生以上

10/3㊐ 電子顕微鏡でミクロの世界をみてみよう！
①9:30～10:45
②12:30～13:45
③15:30～16:45

各回
5組
10名

無料 小学生

10/5㊋

ARK Hills Music Week 2021

秋の夜の星空コンサート
高山聖子（ハープ）

18:30～19:30 60名
大人：1,100円
小中高：500円

未就学児入場不可
※招待券・年間利用券は
お使いいただけません

10/7㊍

ARK Hills Music Week 2021

秋の夜の星空コンサート
田ノ岡三郎（アコーディオン）

18:30～19:30 60名
大人：1,100円
小中高：500円

未就学児入場不可
※招待券・年間利用券は
お使いいただけません

10/9㊏ 季節の音づくりにチャレンジ！～秋編～ 10:00～12:00
5組
10名

無料 小学生

10/15㊎
キッズサイエンス

絵本でサイエンス ～いとでんわ～
①12:20～12:50
②15:20～15:50

各回
20名

無料
※当日整理券を配布します
ご来館予約の上、
実験室前にお越しください

10/10㊐
10/24㊐
連続講座

スーパーアカデミー講座

先端科学技術VRについて学ぼう

～VRコンテンツ制作体験を通じて～

両日とも
10:00～16:00
（途中休憩あり）

※昼食をご持参ください

8名 無料
小学4年生～中学3年生
※両日とも参加できる方
※同意書の提出が必要です

10/2㊏
10/3㊐
10/9㊏
10/10㊐

テーブルサイエンス

折り紙でつくる飛ぶ種子実験！

①9:00～11:00
②12:00～14:00
③15:00～17:00

※1組10分程度

各回
若干組

無料

ご来館予約の上、
当日スタッフまでお声がけください
空いている順番でご案内いたします
※テーブルサイエンスのご予約は不要です

港区立みなと科学館

10月前半イベントのご案内
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

9月16日
午前10時
受付開始

上記イベントは、全て小学校3年生以下保護者同伴です

03-6381-5042までお電話ください
※10:00～17:00 ご来館予約の上、当日整理券をお受け取りくださいお申し込みアイコンのみかた みなと科学館公式HPから

ご予約ください

～社会の多様性を支える通信技術～

10月13日㊌
スタート！

2021
秋の企画展



・発熱等の症状のある方は入館をお断りいたします。
・ご入館時には、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。

【ご来館の皆さまへ】

https://minato-kagaku.tokyo みなと科学館

大人 小学生・中学生・高校生 その他

一般投影 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持参ください。

星と英語であそぼう！
inプラネタリム 700円 300円

※未就学児は無料です。
※招待券・年間利用券はお使いいただけません。※各種減免対象外です。

投影
時間

11:00～11:40

土日祝日

12:15～12:55
平日

12:30～12:50

13:30～14:10 15:00～15:40 16:30～17:10 19:00～19:40

10/16㊏
まくまくんの星空大冒険

～秋の星座～
投影はありません

13:00～13:40
星と英語であそぼう！

inプラネタリム

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

星空散歩
～月を眺めよう～

星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/17㊐
まくまくんの星空大冒険

～秋の星座～

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

星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

ヒーリングアース
星空散歩

～月を眺めよう～

10/18㊊
星空散歩

～月を眺めよう～

おひるの
プラネタリウム

星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

まくまくんの星空大冒険
～秋の星座～

投影はありません ヒーリングアース

10/19㊋ 投影はありません
おひるの

プラネタリウム
ヒーリングアース

まくまくんの星空大冒険
～秋の星座～

投影はありません 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/20㊌ ヒーリングアース
おひるの

プラネタリウム
星の降る夜に

～流星群の正体に迫る～

まくまくんの星空大冒険
～秋の星座～

投影はありません
港区の時刻（とき）と

星空散歩

10/21㊍ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

おひるの
プラネタリウム

港区の時刻（とき）と
星空散歩

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

投影はありません ヒーリングアース

10/22㊎
港区の時刻（とき）と

星空散歩
おひるの

プラネタリウム
ヒーリングアース

まくまくんの星空大冒険
～秋の星座～

投影はありません 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/23㊏
まくまくんの星空大冒険

～秋の星座～

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

星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

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

ヒーリングアース

10/24㊐
まくまくんの星空大冒険

～秋の星座～

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

ヒーリングアース
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

星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/25㊊ ヒーリングアース
おひるの

プラネタリウム
投影はありません 投影はありません 投影はありません

港区の時刻（とき）と
星空散歩

10/26㊋ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

おひるの
プラネタリウム

港区の時刻（とき）と
星空散歩

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

投影はありません ヒーリングアース

10/27㊌
港区の時刻（とき）と

星空散歩
おひるの

プラネタリウム
ヒーリングアース

まくまくんの星空大冒険
～秋の星座～

投影はありません 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/28㊍ 投影はありません
おひるの

プラネタリウム
星の降る夜に

～流星群の正体に迫る～

まくまくんの星空大冒険
～秋の星座～

投影はありません ヒーリングアース

10/29㊎ 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

おひるの
プラネタリウム

ヒーリングアース
まくまくんの星空大冒険

～秋の星座～
投影はありません

港区の時刻（とき）と
星空散歩

10/30㊏ 投影はありません
ウエイトリフティング女子59キロ級
安藤美希子選手とはなそう！
～世界で活躍する強さのヒミツ～

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

ヒーリングアース 星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

10/31㊐
まくまくんの星空大冒険

～秋の星座～

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

星の降る夜に
～流星群の正体に迫る～

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

ヒーリングアース

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

イベント参加の
ご予約が必要です

港区立みなと科学館 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-6-9 ☎03-6381-5041

プラネタリウム
観覧料金

お得な年間利用券（メンバーズカード）もご利用ください 大人 小学生・中学生・高校生

2,000円 300円発行から1年間、1日1回無料でプラネタリウム一般投影番組をご覧いただけます。
詳しくはスタッフまでお問合せください。

投影開始10分前までにご来館の上、チケットをご購入ください

港区立みなと科学館プラネタリウム
投影スケジュール

10/16～10/31
10/16からご予約が不要になりました！！



・発熱等の症状のある方は入館をお断りいたします。
・ご入館時には、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。

【ご来館の皆さまへ】

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）

<みなと科学館公式サイト> https://minato-kagaku.tokyo
みなと科学館

テーブルサイエンス
開催！

10月13日㊌～11月7日㊐ 毎日開催
秋の企画展関連！「ドット文字で気持ちを伝えよう！」

ご来館の上、当日スタッフにお声がけください
※18:00～20:00は実施しておりません

①9:00～11:00 ②12:00～14:00  ③15:00～17:00

開催日 イベント 時間 定員 参加費 備考

10/16㊏
ロボット講座

ギアチェンジ！レーシングカー！ 10:00～11:30
9組
18名

無料 小学1年生～3年生対象

10/16㊏
星と英語であそぼう！

in プラネタリウム
13:00～13:40 121名

大人 700円
小中高 300円
未就学児無料

どなたでもご参加いただけますが
未就学児とそのご家族に
おすすめです

10/17㊐ 季節の音づくりにチャレンジ！～秋編～ 10:00～12:00
5組
10名

無料 小学1年生～6年生対象

10/23㊏
ロボット講座

ギアチェンジ！レーシングカー！ 10:00～11:30
9組
18名

無料 小学3年生～6年生対象

10/29㊎

サイエンスカフェ

オーロラが私たちに語りかける

すてきなメッセージinみなと科学館
18:30～19:45 20名 無料

どなたでもご参加いただけます
30日と内容は同じです

10/30㊏
サイエンスショー

～ロケットショー～
①12:20～12:40
②15:20～15:40

各回
20名

無料
※当日、実験室前にて
整理券を配布します

10/30㊏

ウエイトリフティング女子59キロ級

安藤美希子選手とはなそう！

～世界で活躍する強さのヒミツ～

12:30～13:40 121名 無料
小学生とその保護者向け
※未就学児も可

10/30㊏

サイエンスカフェ

オーロラが私たちに語りかける

すてきなメッセージinみなと科学館
18:30～19:45 20名 無料

どなたでもご参加いただけます
29日と内容は同じです

10/31㊐
5G実証実験イベント・秋の企画展関連イベント

5Gを使った最新リモート観光を体験しよう
12:30～13:30 20名 無料 どなたでもご参加いただけます

予約
不要

上記イベントにつきまして、参加者が小学校3年生以下の場合は、保護者による同伴が必要です

03-6381-5042までお電話ください
※10:00～17:00

当日、実験室にて、
整理券をお受け取りくださいアイコンのみかた

みなと科学館公式HPから
ご予約ください

未就学児の参加歓迎

電話予約

電話予約

電話予約

電話予約

整理券

Web予約

電話予約

電話予約

港区立みなと科学館

10月後半イベントのご案内

みなと科学館に5G環境を構築し、港区の実証実験と一体となって開催します。
多様性が重視される時代に、新しい通信技術が担う役割とは？ほんの数歩先にある未来の生活を感じていただきます。

～社会の多様性を支える通信技術～

10月13日㊌
スタート！2021

秋の企画展 16日㊏以降の見学は
ご予約不要です！

イベントによりご予約方法が異なります


