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歌う海賊団ッ！
ファミリーコンサート

Ｒｅｎ ＆ 倉沢大樹ジョイントコンサート

と　き

出　演

と　き

時　間

時　間

ところ

ところ

ところ

ところ

チケット

チケット

チケット

チケット

催しの日程・内容・料金等に変更が生じる場合があります

天体観望会と
天文教室に１０回以上参加された方に、

プラネタリウムフリーパスカードをプレゼントします。

公益財団法人かぬま文化・スポーツ振興財団

鹿沼市民文化センター　☎０２８９－６５－５５８１ (ＦＡＸ ) ０２８９－６２－７８３７

〒３２２－００６９ 鹿沼市坂田山２－１７０ 休館日＝火曜日 ( 火曜日が祝日の場合は翌日 ) (ＵＲＬ)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｃ９．ｎｅ．ｊｐ／～ｋｏｕｓｙａ (Ｅ－ｍａｉｌ)ｋｏｕｓｙａ＠ｂｃ９．ｎｅ．ｊｐ

●鹿沼市民文化センター「友の会」のご案内　◆文化センター主催 ( 共催 ) イベントを、もっと楽しんでいただくために「友の会」へご入会ください◆

※夜間実施事業の未成年者の参加については、成人者同伴となります。

チケットの先行販売　優先してお求めいただけます

チケットの割引き　　会員価格でご購入いただけます

会報「友の会だより」　いち早く情報をＧＥＴ(年４回 )

催し物への会員招待　抽選で無料ご招待いたします

プラネタリウム招待券　個人・ファミリー会員にプレゼント ( 年４回 )

個人・ファミリー新規入会者限定特典　友の会オリジナル『エコバッグ』をプレゼント

入会団体活動情報掲載　ご入会団体の活動情報を『友の会だより』でご紹介できます

年会費
個人会員 年会費１，０００円　ファミリー会員 年会費２，０００円
※団体や会社などでもご入会いただけます ※入会方法等くわしくは、友の会事務局へ ( ☎０２８９－６５－５５８１)

特典

お問い合わせ先

会員特典

 １年間
有効！

７月２５日 ( 日 )
１４：００開演

大ホール

全席自由

整理券
（６月１２日(土)配布）

・鹿沼フィルハーモニー管弦楽団

・鹿沼ジュニアフィルハーモニーオーケストラ

・鹿沼市立東中学校オーケストラ部

・鹿沼市立西中学校管弦楽部

・栃木県立鹿沼高等学校音楽部管弦楽団

・鹿沼市立東小学校音楽部

９月２０日 ( 月・祝 )
１４：００開演

大ホール

全席指定

友の会 ５，５００円　（７月１７日(土)発売）

と　き

と　き

時　間

時　間

９月５日 ( 日 )

 １１月３日 ( 水・祝 )

１４：００開演

１５：００開演

全席指定

友の会 １，２００円　（７月３日(土)発売）

全席指定

友の会 ２，５００円　（８月２８日(土)発売）

一般 　３，０００円　（８月２９日(日)発売）

一般 　１，５００円　（７月４日(日)発売）

※３歳以上有料（２歳以下で保護者ひざ上鑑賞は無料）

一般 　６，０００円　（７月１８日(日)発売）

大ホール

大ホール

第７回

オーケストラフェスティバルｉｎ鹿沼

フォレスタコンサート ｉｎ 鹿沼

鹿沼市民文化センター
事業ご案内

号外

★ほしぞらのさんぽ★ ★ほしぞらきょうしつ★

★アウトリーチ事業★
★小学生向け実験教室★

★星空アニメ映画会★

  ６月１２日（土） 接近した細い月と金星をみよう １８：３０ 開始

  ７月  ３日（土） 色とりどりの二重星を観察しよう １９：３０開始

 予約受付中

土星や木星などの惑星、季節の星雲・星団など様々な天体を望遠鏡

で観察します。無料 ペットボトルロケットを作って飛ばそう

８月１日(日)１０：００～１３：００

定員：ロケット１５台分(個人可)

材料費：１，４００円

ペットボトルロケット作製キットを組み立てて、発射！

ホタルを見ながら星空を観察しよう

６月５日(土)１９：００開始 会場：出会いの森公園

 予約受付中

カノープスと東京タワー・東京スカイツリーを見よう

２月１９日 (土)１９：３０～２０：３０ 会場：富士山公園

１月１６日(日)１０：００から予約受付

●定員２５名　無料

親子で楽しむ『おもしろ科学実験教室』　無料

ドライアイスのいろいろ実験、光のふしぎを感じる

楽しいものづくりを体験します

８月９日(月・振 )１０：００～１２：００

定員：親子１５組

講師：箕輪秀樹先生・箕輪典子先生

６月１９日（土）１０：００から予約受付

★ アニメーション映画の上映と、四季の星座の紹介

です。各回午後３時から約１時間の内容です。入

場整理券が必要です。無料

 ８月２８日（土） 夏の大三角を探そう １９：３０開始

  ９月１１日（土） カッシーニの間隙を観察しよう １９：００開始

  ６月１９日（土）１０：００から予約受付
スマホで月を撮影しよう　無料

８月２０日(金)１９：００～２１：００

定員：親子５組(個人可)

見ごろの木星や月などを、スマートフォンで撮影
１０月３１日（日） ガリレオ衛星を観察しよう １８：３０開始

１１月１９日（金） 昇ってくる赤い月を観察しよう １７：３０開始

１２月 ４日（土） お隣の銀河をのぞいてみよう １８：３０開始

 １０月１０日（日）１０：００から予約受付
望遠鏡を作って月を見よう

８月２１日(土)１８：３０～２０：００

定員：キット１５台分(個人可)

材料費：２，４００円

天体望遠鏡作成キットを組み立てて月のクレーター

等を観察します

●６月１９日（土）１０：００から予約受付

   １月２２日（土） 冬の大三角を探そう １８：３０開始

  ２月２６日（土） 星はすばる。星の数を数えてみよう １８：３０開始

  ３月２６日（土） 星の集団をみてみよう １９：３０開始

 １月１６日（土）１０：００から予約受付

①７月３１日(土)
整理券６月５日(土)～
②１０月２３日(土)
整理券８月２１日(土)～

③１２月１８日(土)
整理券１０月２３日(土)～
④３月１２日(土)
整理券１月１５日(土)～

令和３年度 ５／２５

６月号 科学館からのお知らせ 令和３年５月２５日発行
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～文化センターご利用のお客様へお願い～
・当館主催事業は、業種別新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づいて実施いたします。

・ 必ずマスクを着用の上ご来館ください。また各種イベントに参加いただく場合、感染拡大防止のためご来館のお客様のお名前

電話番号をご提供いただきます。

・ 開演時間・料金等の詳細は、決定次第ホームページ等でお知らせいたします。 また、状況によってはイベントが中止になる場合

がございます。

Ｖｏｌ．０１　古田佳子＆舞
ブ リ ュ ー ゲ ル

琉華瑠コンサート

Ｖｏｌ．０２　中山友里子アルパコンサート

第２３回 市民歌の集い第１７回 スタインウェイ演奏会 夏休みこども絵画ワークショップ ベリーサウンド・コンサートかぬま

第５０回 鹿沼市民美術展

令和３年度優秀映画鑑賞推進事業

第１３回　鹿沼市民文化センター名作映画祭

第４９回鹿沼市民書初展 友の会寄席社会人落語特選会

ところ

入場方法

ところ

ところ

ところ

ところ

ところ ところ

ところ

ところ

申込み

申込み
参加料

参加料

チケット

チケット

と　きと　き と　き

と　き

と　き

と　き と　き

と　き

と　き

時　間時　間

時　間

時　間

時　間 時　間

時　間

時　間

１１月１４日 ( 日 )９月１２日(日) ①８月４日 ( 水 )・５日 ( 木 )
②８月１８日 ( 水 )・１９日 ( 木 )

７月１４日（水）
　～１８日（日）

２０２２年　２月１１日（金・祝）
時間・料金・発売日は決まり次第お伝えします。

２０２２年　１月１７日(月)
　　　   ～２３日(日)

２０２１年　８月２８日 ( 土 )
２０２２年 　１月２２日 ( 土 )

６月２０日(日)

１０月２日( 土 )

１３：３０開演１０：００開演

９：００～１２：００

９：３０～１７：００
(１８日は１６：００まで)

上映映画（予定）
・Shall we ダンス？
・がんばっていきまっしょい
・キツツキと雨
・死に花

  ３月１３日（土）～
  ６月１３日（日）

１０月  ２日（土）～
１１月２３日（火・祝）

  ６月２６日（土）～
  ９月２３日（木・祝）

１２月  ４日（土）～
  ２月２７日（日）

心優しき天上の双子の童子が織りなす

心温まるファンタジックストーリー。

星空紹介が秋へと変わります。

星座や星と同じ名前を持つむしたちが

登場します。

新美南吉氏の児童文学の代表作。愛情

あふれる作品。

未定 １４：００開演

１４：００開演

１４：００開演

７月１１日(日)　１０：００～

募集開始（電話受付のみ）
７月１０日(土)

１０：００～

電話受付のみ

無料

参加資格：市内在住、在勤、

　　　　　　　　  通学者

募集人数：先着３０人（組）
※定員になり次第締め切り

５００円

定員：各１０名

土曜日
・１３：３０から

☆２０人以上お揃いなら、ご都合の良い　　
日時に投映いたします。ご相談ください。

大人 ３００円
高校生 ２００円
小・中学生※　１００円
幼児  無料
※土曜日の小・中学生は無料です。
　また、毎月第３日曜日(家庭の日)は、
　市の規定に基づき無料となります。

好評発売中

全席自由１，０００円
（友の会８００円）
※当日券各２００円増

８月７日 ( 土 ) 発売

全席自由１，０００円
（友の会８００円）
※当日券各２００円増

第４８回鹿沼市民美術展大賞
「ＳＰＩＲＩＴＳ」小林大輔

大ホール

無料（整理券配布予定）

小ホール

中会議室

多目的ギャラリー

大ホール

多目的ギャラリー 小ホール

小ホール

小ホール

プラネタリウムのプログラム

『双子の星＋春の星座』

『むしむし星空大行進＋秋の星座』

『むしむし星空大行進＋夏の星座』

『手ぶくろを買いに＋冬の星座』

宇宙は魅力に満ちている！

～きらめく星々の世界への誘い Vol.４～

もの知りメモ

投影時間

料　金

春 

秋 

夏 

冬

★  宇宙は、１３８億年前に誕生したとされています。
★   １３０億光年（光の速さで１３０億年かかる）先の銀河の写真は、１３０億年前の時代に発した光を、

　今、とらえて写しているのです。

宇宙の探求には、探査機ばかりでなく巨大な望遠鏡も有効です。
実際の宇宙の色を写すのは、反射望遠鏡が必要なのです。
１９９０年に打ち上げられた〝ハッブル宇宙望遠鏡〟は、口径２．４ｍの反射鏡により宇宙誕生
から５億年後とされる１３３億光年先の宇宙を写すことに成功しています。
また、１９９９年に日本がハワイに設置した〝すばる望遠鏡〟は、当時世界最大の口径８．２ｍ
の反射鏡により１３０億光年先の原子銀河団（１２個の銀河の集まり）を写しだしました。
宇宙空間の写真には、赤、青、黄、などに輝く星々やガスなどが、息をのむほどの美しさで
輝いています。
そこには、多くの生命が誕生しているに違いありません。
宇宙は、なんと大きな魅力に満ちていることでしょう！
ぜひ、魅力的な宇宙をプラネタリウム（天体観測室）で体感しましょう！

NASA/ ハッブル宇宙望遠鏡

科学館事業ご案内
催しの日程・内容・料金等に変更が生じる場合があります

日曜・祝日
・１１：００から
・１３：３０から

文化センターからのお知らせ文化センターからのお知らせ 令和３年５月２５日発行令和３年５月２５日発行


