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※上映スケジュールは変更する場合があります。事前にHP、電話でご確認ください。

3Dスタジオ特別プログラム
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周辺マップ観覧料

〒923-8610 石川県小松市こまつの杜2番地
FAX.0761-23-8686
E-mail:kagaku@city.komatsu.lg.jp 

詳しい情報は、ホームページをチェック!
検　索ヒルズ　こまつ

http://science-hills-komatsu.jp

science.hills@sciencehills

0761-22-8610

○小松空港、小松ICから車で約10分　○JR小松駅東口から徒歩３分
○駐車場は、駅周辺駐車場（有料）をご利用下さい

3/21（木・祝）

3/23（土）

3/31（日）

記念式典
村田製作所ロボットチアリーディング＆
金大チアリーディング部 GREEN APPLES
記念講演  国立天文台副台長 渡部潤一氏講演会
和菓子づくり＆講演会

種別 区分 個人 団体（20名以上）

3Dスタジオ
（1回あたり）

（1年間有効）

大人 600円 480円
高校生 400円 320円
幼児（3才以上）、小・中学生 200円 160円

ワンダーランド
大人 500円 400円
高校生 300円 240円
幼児（3才以上）、小・中学生 200円 160円

3Dスタジオ セット券ワンダーランド

大人 800円
高校生 500円
幼児（3才以上）、小・中学生 300円

ヒルズパスポート
大人 4,000円
高校生 2,500円
幼児（3才以上）、小・中学生 1,500円

●上弦の月、星団
　4月13日(土) 19:00～20:00
●ふらっと太陽ウォッチング
　4月27日(土)～5月6日(月・休) 16:30～17:30

スターウォッチング 日本宇宙少年団●場所：屋外にて　●対象：どなたでも　●参加費：無料

●募集期間：2月中旬～3月末
●活動期間：2019年4月～
　　　　　　2020年3月

小松分団 第6期団員募集

銀河鉄道999
赤い星ベテルギウス
いのちの輝き
3/21㊍㊗
11:10、12:20、13:30、14:40、15:50
星の海を旅する鉄郎とメーテル、彼らはそ
こで何を見たのか

開館時間／  4/1～9/30　9:30～18:00（有料観覧受付は17:00まで） 
　　　　　10/1～3/31　9:30～17:00（有料観覧受付は16:00まで）
休館日／月曜日（ただし、祝日の場合は翌日が休館日。GW、夏休みは開館）、年末年始（12月29日から1月3日）

※夜間の催し物がある場合は
   最長22:00まで

ポラリス
ペンギンとシロクマの
宇宙大作戦
4/2㊋から上映開始
13:30

3Dスタジオ上映番組

●夏至の太陽ウォッチング
　6月22日(土) 12:00～13:00

実施時間中は自由にご参加いただけます。  ※曇雨天時は中止

宇宙への想いを深めよう！！

定 員 120名

観覧料 通常の３Dスタジオ観覧料と同じ

プロフェッショナルトーク
「極地の大自然 壮大な景観とそのしくみ」

時 間 11:00～12:30

236/
日

南極・北極の壮大な自然の姿とその成り立ち
について解説いただきます。あわせて、オー
ロラをテーマとしたプラネタリウム番組「オーロ
ラ 生命の輝き」を上映します。

事前

観覧料 通常の３Dスタジオ観覧料と同じ

爆笑！  星兄のプラネタリウムショー

時 間 ①11:00～11:50　②13:00～13:50

296/
土

「プラネタリウムは静かに観るもの」という概
念をこっぱみじんに打ち砕く、 斬新なお笑い
プラネタリウムライブショーをご提供します。

事前

平成を翔けた
日本人宇宙飛行士たち
4/6㊏～5/6㊊㊡  
土・日曜日・祝日 15:50
ある日の３Dスタジオ・・・「平成」という時
代を、日本の宇宙飛行士の歴史から振り
返る番組にとある父娘がやってきて・・・

小惑星探査機はやぶさ２の挑戦
リュウグウの逆襲
5/11㊏～6/30㊐
土・日曜日 15:50
サンプル奪取をもくろむ探査機に、リュウグ
ウはどう立ち向かうのか!?はやぶさ2のミッ
ションに、小惑星の視点からアプローチし
た異色作!

カラフル太陽ツアー
6/1㊏～6/22㊏
土曜日 11:10
Q.1  空はなぜ青い？  Q.2  虹はどうやっ
てできる？  Q.3  オーロラの正体は？正解
者には、イブちゃんのウフフなプレゼント
があるかも？！

通年番組

特別番組

ポラリス２
ルシアと流れ星の秘密
4/2㊋から上映開始
土・日曜日・祝日
12:20、14:40

オーロラの調べ
神秘の光を探る
3/31㊐まで
13:30

（日曜日は15:50も追加）

宇宙兄弟
一点のひかり
3/31㊐まで
土・日曜日・祝日
12:20、14:40

SNOWFLAKE
雪は天からの手紙
3/30㊏まで上映
土曜日
15:50

星空ワンダーランド
季節の星ものがたり
日曜日・祝日
11:10

南極と北極の長～～～い夜の
秘密を探れ！ ペンギンとシロク
マが宇宙へ飛び出す、ミッショ
ンインポッシブルな大冒険！！

密林のピラミッドに描かれた秘
宝「光る石」・・・その正体を求
め、あのコンビが向かう先は・・・
月、、小惑星、、、そして彗星?!

「え？そうなん！？」がとまらな
い、むかーしむかしの神様
たちのふしぎな星ものがた
り☆ ファミリーにオススメで
す♪

レゴプログラミング体験教室 事前

初めての方も大歓迎！ みんなで楽しくプログラミングをやってみませんか？
対象：小学1～3年生とその保護者 ●時間：10:00～12:00　13:10～14:40

●対象：レゴはじめてクラスおよび親子で楽しむクラ
ス①～④を修了された小学1～3年生で1日参加が可
能な方とその保護者
●参加費：6００円　●定員：12組

組み立てから始める
プログラミング教室

①はさんで運んでみよう6/22 土

●時間：13:10～14:40
●対象：組立からはじめるプログラミング教室①に参
加した小学1～3年生とその保護者
●参加費：300円　●定員：12組

②リフトで運んでみよう7/6 土

●時間：13:10～14:40
●対象：組立からはじめるプログラミング教室①に参
加した小学1～3年生とその保護者
●参加費：300円　●定員：12組

③ボールをたくさん運んでみよう7/14 日

5/11 土 12 日

4/6 土

①障害物を切りぬけろ

5/25 土 26 日 ②音であそぼう

6/8 土     9 日 ③色であそぼう

6/29 土 30 日 ④迷路をぬけろ

4/20 土 ①運転してみよう

5/25 土 ②フレームを上げ下げしよう

6/15 土 ③センサーを使ってみよう

6/29 土 ④カラーセンサーでライントレース

4/13 土 ①ボール運び

5/18 土 ②ゴキブリ退治

6/8 土 ③なめらかライントレース

6/22 土 ④競技会課題に挑戦

5/11 土 ①超音波センサーで数式コントロール
●時間：13:10～15:10

6/1 土 ②読取りデータの記憶
●時間：13:10～15:10

7/6 土 ブロック運び（組立て課題）
●③時間：10:00～11:30
　④時間：13:10～14:40

友達と
がんばるクラス

●時間：13:10～14:40
●対象：「友達と楽しむクラス」を修了し
た小学4年生以上
●定員：各回１２名
●参加費：300円

●時間：13:10～14:40　15:00～16:30
●対象：「まったくはじめてクラス」または「親子で楽
しむクラス」に参加した小学4年生以上
●定員：各回12名
●参加費：300円

まったく
はじめてクラス

親子で
楽しむクラス

友達と
楽しむクラス

まったく
はじめてクラス

●時間：10:00～11:30
●対象：小学4年生以上
●定員：12名
●参加費：300円

●時間：10:00～11:30　13:10～14:40
●対象：小学1～3年生とその保護者（まったく
はじめてクラスをこれまでに受講された方）
●定員：各回12組　●参加費：300円

4/20 土 21 日 ●時間：10:00～11:30　
            13:10～14:40
●対象：小学1～3年生とその保護者
●定員：各回12組
●参加費：300円

4月～7月開催のレゴプログラミング教室は、
3月10日(日)午前8時より予約受付開始。
HPよりお申込み下さい。

●対象：「友達とがんばるクラス」
を修了した小学4年生以上
●定員：10名
●参加費：300円

1日で組立を含んだ実践課題に取組みま
す。なるべく③④セットで参加してください。

友達と
挑むクラス

ワンダーランドでは、工作や実験が手軽に体験できる“サイエンステーブル”を週末に実施中！
どんなメニューが体験できるかは…お楽しみに♪（体験メニュー例：プラトンボ・プラ板作り・ＣＤゴマなど）サイエンステーブル

５周年ありがとう

ヒルズ無料開放DAY213/ （木・祝） 24（日）～

定 員 120名

5th
Anniversary

©SoftBank Robotics

対象：小学4年生以上

©KAGAYA Studio

©松本零士・東映アニメーション

©山梨県立科学館

©NASA/ GCTC/JAXA

©小山宙哉・講談社／読売テレビ・A-1 Pictures

©PLANETARIUM DE SAINT-ETIENNE PRODUCTION ©PLANETARIUM DE SAINT-ETIENNE PRODUCTION

©合同会社スターライトスタジオ

NEW NEW

講 師 国立極地研究所 副所長 榎本浩之氏

出 演 星兄（田端英樹氏）



和菓子づくり＆講演会
「和菓子のちから」

記念講演
「幻の流星群を追って」

講 師 国立天文台 副台長
渡部潤一氏

GO! 5! フェスティバル
５周年企画 ありがとうヒルズ 体 験 教 室

ロボットショー
㈱村田製作所チアリーディング部

ワンダーランド(展示場)が
一部リニューアル！
ロボット体験コーナーが
充実するよ

①10:00～10:20
③13:00～13:20
⑤15:00～15:20

②11:00～11:20
④14:00～14:20

ゴー ゴー

事前事前

国立天文台副台長、渡部氏が天文学者
をめざすきっかけとなった流星群につい
てお話しいただきます。あわせて、流れ
星をテーマとした３Ｄ番組「ポラリス２」を
先行上映します。

1837年創業、老舗の和菓子職人行松氏に
和菓子の魅力を存分に伝えていただきます。
講 師

時 間 ①10:00～12:15　②11:15～13:30
（和菓子づくり60分、講演会60分）

●講演会だけの参加も可

定 員 各回50名（先着順）
参加費 600円（1種類3個制作）

時 間 11:15～12:15

213/ 木・祝 233/ 土 313/ 日

北陸初登場！
最新NAO
ロボットショー

月
5

2
木・休

3
金・祝

いちご大福を作って食べよう
●時間： ①10:00～11:00　②13:10～14:10　③14:40～15:40
●定員：各回20名　●対象：幼児から　●参加費：200円

4
土・祝

5
日・祝

オリジナルキャンドルをつくろう！
●時間：①10:30～11:00　②12:30～13:00　③13:50～14:20
●定員：各回20名　●対象：どなたでも　●参加費：300円

18
土

大人のための組木パズル
●時間：13:10～14:40　●定員：6名
●対象：小学6年生以上　●参加費：600円

19
日

光のブーケをつくろう
●時間：①10:20～11:20　②13:10～14:10　●定員：各回15名
●対象：幼児から　●参加費：300円

月
3

3
日

10
日

30
土

31
日

桜ぼたもちを作って食べよう
●時 間： 3日･10日･30日/①10:00～11:00　②13:10～14:10
③14:40～15:40　31日/①13:10～14:10　②14:40～15:40
●定員：各回20名　●対象：幼児から
●参加費：100円

10
日

16
土

ピカピカのどろだんごをつくろう！
●時間： 13:10～14:10　●定員：各回20名　
●対象：小学生以上　●参加費：200円

27
水

28
木

食品サンプルシリーズ  粘土でスイーツ！
●時間： 13:10～14:40　●定員：各回15名
●対象：幼児から　●参加費：400円

29
金

おもしろスライムをつくろう
●時間：①10:30～11:30　②13:10～14:10　●定員：各回15名
●対象：幼児から　●参加費：200円

月
4

2
火

大人のための組木パズル
●時間：13:10～14:40　●定員：6名
●対象：小学6年生以上　●参加費：600円

4
木

ピカピカのどろだんごをつくろう！
●時間：13:10～14:10　●定員：20名
●対象：小学生以上　●参加費：200円

6
土

重さの錯覚を楽しもう
●時間：①10:00～11:00　②13:10～14:10　●定員：各回20名
●対象：小学生以上　●参加費：無料

21
日

食品サンプルシリーズ  美味しそうなスイーツ作り
●時間：13:10～14:40　●定員：15名　●対象：幼児から
●参加費：500円

27
土

トコトコザウルスをつくろう①（ラプトル＆トリケラ）
●時間：①10:00～11:30　②13:30～15:00　●定員：各回10名　
●対象：幼児から（小学4年生以下保護者同伴）　●参加費：600円

29
月・祝

げろげろ笛のひみつ
●時間：①10:20～11:20　②13:10～14:10　●定員：各回20名　
●対象：小学生以上　●参加費：200円

月
6

9
日

げろげろ笛のひみつ
●時間：①10:30～11:30　②13:10～14:10　●定員：各回20名
●対象：小学生以上　●参加費：200円

15
土

わらびもちを作って食べよう
●時間：①10:00～11:00　②13:10～14:10　③14:40～15:40
●定員：各回20名　●対象：幼児から　●参加費：200円

22
土

大人のための立体知恵の輪
●時間：13:10～14:40　●定員：6名
●対象：小学6年生以上　●参加費：600円

23
日

ピカピカのどろだんごをつくろう！
●時間：13:10～14:10　●定員：20名　●対象：小学生以上
●参加費：200円

30
日

光のブーケをつくろう
●時間：①10:30～11:30　②13:10～14:10
●定員：各回15名　●対象：幼児から　●参加費：300円

公立小松大学 生産システム科学科
酒井忍教授開発！！ バドミントンロボに挑戦
●時間：9:45～12:30（途中マシン休憩時間あり）受
付で整理券をお受け取り下さい。

3
水

28
日

おもしろスライムをつくろう
●時間： 3日/①10:30～11:30　②13:10～14:10 
28日/①10:20～11:20　②13:10～14:10
●定員：各回15名　●対象：幼児から
●参加費：200円

13
土

14
日

よもぎだんごを作って食べよう
●時 間： ①10:00～11:00　②13:10～14:10　③14:40～
15:40　●定員：各回20名　●対象：幼児から
●参加費：200円

ヒルズパスポート
購入日から1年間お得な特典が
利用できるパスポートです!!

事前申し込み （開催月の前月10日午前8時より、HPにて受付開始）
当日受付 （当館受付にて午前9時30分より開始)当日

事前

●上記事前申し込みは、レゴプログラミング体験教室を除きます。　●体験教
室には別途ワンダーランドの観覧料が必要になります。（ヒルズパスポート利用で
きます）●小学3年生以下は保護者同伴での参加をお願いします。　●都合によ
りスケジュールは変更になる場合があります。

当日

当日

当日

当日

神奈川工科大学 鈴木研究室
たたかえ！ 僕らのシャドウロボ
●時間：9:30～17:00　当日受付（16:30まで）

213/ 木・祝 30土～

213/ 木・祝 74/ 日～

金沢大学チアリーディング部
GREEN APPLES

●時間：①10:25～10:35
②11:25～11:35　③13:25～13:35

金大アメリカンフットボールEVER GREEN
応援や、チアリーディング競技大会への出
場などの活動をしています。

●時間：①10:45～11:00
②11:45～12:00

2018年、ハワイで行われたウクレレコンテス
トティーンズ部門で優勝！ ウクレレの新しい可能
性を目指す高校生プレーヤーがヒルズに登場！！

213/ 木・祝 213/ 木・祝

世界一！
ウクレレ演奏者 r!kuya

●時間：10:30～16:00

VR（仮想現実）を体験しよ
う！どんな世界が目の前に
広がるのか…それは当日
のお楽しみ♪

303/ 土

こんな和菓子
食べたいなアイデア募集
●発表：４月中旬頃・HP・館内にて

中学生創作和菓子展示
●協力：小松市立丸内中学校、
小松市立御幸中学校

ドローン体験
●時間：3/23･24･30 ①9:30～11:00　②13:30～16:00
3/31 13:30～16:00　4/2･3･4  9:30～12:00
3/31は14:00～16:00の間に、石川ドローンスクール（加南自
動車学校）による操縦デモンストレーションを行います。

23 23/ 土 24 4/日 30土 31日 火 4木～

定 員 120名

場 所 ３Dスタジオ

場 所 わくわくホール

時 間
11:00～12:30時 間

場 所 わくわくホール 定 員 各回100名程度

あったらいいな
こんなロボット展示・アイデア募集
●協力：小松市内小学校
●発表：４月下旬頃・HP・館内にて
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ゲ スト講 師 による教 室

ヒルズサイエンスウィーク
GW企画

4月28日（日）～
5月6日（月・休）

期間

125/
日

講師：四ヶ浦弘 先生
銀の不思議を探る
●時間：13:10～14:40　●定員：20名
●対象：小学4年生以上　 ●参加費：800円

265/
日

講師：石川県立大学 中谷内修 先生
花の色素で遊ぼう！
●時間：13:30～15:00　●定員：20名
●対象：小学生以上　●参加費：300円

173/
日

講師：石川県立大学 中谷内修 先生
レインボーフラワーをつくろう！
●時間：13:30～15:00　●定員：20名
●対象：小学生以上　●参加費：２００円

243/
日

講師：石川県立工業高等学校
マイクロビットを使ったプログラミング教室
●時間：①10:00～12:00　②13:30～15:30　●定員：各回16名
●対象：小学3～6年生（保護者同伴不要、見学可）　●参加費：無料

（持ち帰りの作品はありません）　●場所：わくわくホール

263/
火

講師：㈱小松村田製作所
電気エネルギーを考えよう＆ムラタセイサク君実演見学
●時間：13:30～15:00　●定員：40名　●対象：小学生　
●参加費：無料（ワンダーランド観覧料も企業負担）

16/
土

講師：上橋智恵 先生
手回し発電機と2足歩行ロボ
●時間：①10:30～12:00　②13:30～15:00
●定員：各回25名　●対象：小学生以上
●参加費：600円

26/
日

講師：四ヶ浦弘 先生
銅の不思議を探る
●時間：13:10～14:40　●定員：20名　
●対象：小学4年生以上　 ●参加費：500円

166/
日

講師：合同会社サイエンスシーズ
坂道を上るロボットからトルクを学ぼう！
●時間：①10:00～11:30　②13:00～14:30　③15:00～16:30
●対象：①②小学1～3年生　③小学3年生以上　
●定員：各回12名（保護者同伴不要、見学可）
●参加費：500円（持ち帰りの作品はありません）

74/
日

講師：四ヶ浦弘 先生
金の不思議を探る
●時間：13:10～14:40　●定員：20名
●対象：小学4年生以上　●参加費：800円

パズル展
●協力：国立大学法人 北陸
先端科学技術大学院大学

サイエンスショー
ポン菓子・軽石・ポップコーン
●定員：各回30名程度
●参加費：無料時代をかける電話の進化

●協力：NTT技術資料館
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詳細は
HPにて！

科学のスペシャリストが先生。楽しくてワクワクする授業です。

ドクターX（ペケポン）
私、失敗しちゃうかも

時 間

講 師

①11:30～12:10　②13:10～13:50
③14:30～15:10

全国日本科学漫才研究会
科学家ちきん（北野貴久氏・神戸村野工業高校）
科学家すずめ（西村美保氏・元でんきの科学館）

284/
日

29
月・祝

なぞの病気に苦しむ患者「ちきん」そ
こにあの伝説の女医が現れた。はた
して女医「すずめ」は治すことができ
るのか？

講 師 名古屋市科学館 学芸員 山田厚輔氏
運営補助員 鈴木恵利氏

サイエンス・ショッピング

時 間 ①11:00～11:40　②14:00～14:40
③15:00～15:40

講 師 奈良学園中学校・高等学校
SSH部 工藤博幸氏

時 間 ①11:30～12:00
②13:10～13:40
③14:30～15:00

25/
木・休

テレビショッピングのように
「ブロワー」をご紹介！
ブロワーを使った面白い実
験の数々でブロワーが欲し
くなっちゃうかも！？

飲みもの食べものを
調べよう！

35/
金・祝

いつも飲んでいるあの飲みものが変化す
る！？家庭にあるものを使えばジュースやプ
リンの成分もわかる！？実験をとおして真
実を見抜けるようになろう！

講 師 本田隆行氏
（科学コミュニケーター）

超！冷たい世界の、
超！不思議な世界！？

時 間 ①11:00～11:30　②13:00～13:30
③14:30～15:00

定 員 各回25名

※5/1㊌は休み

時 間 ①10:50～11:05
②12:00～12:15
③13:10～13:25
④14:20～14:35
⑤15:30～15:45

55/
日・祝

私たちの想像を超える冷たい世界
は、どんなことが起こるのでしょ
う。普段では体験できない不思議
な世界、ちょっとだけ紹介します！

講 師 村田直之氏

エコエコ、ゲコゲコ、カエル
研究所の省エネ実験ショー

時 間 ①11:30～12:00　②13:10～13:40
③14:30～15:00

45/
土・祝

カエル博士が電気で動くおも
ちゃを使って、ＬＥＤのしくみや
あっと驚く電気の実験から、省
エネについて教えちゃうよ。

ヒゲキタリウム
「手作り３Ｄ投影」

GW期間中
NAOロボットショー

もあるよ！

284/
日

35/
金・祝

～

284/
日

65/
月・休

～

232/
土

313/
日

～ 23/
土

74/
日

～

造形を楽しむ！
～カプラでつくってみよう～

プログラミングを楽しむ！
～玩具で体験してみよう～

45/
土・祝

6
月・休

～ 304/
火・休

65/
月・休

・

※どなたでも参加できます(3Dスタジオ観覧券、ワンダーランド観覧券、セット券のいずれかが必要です)
※都合によりスケジュールが変更することがあります。

4/28・29、5/2～5のサイエンスショー定員 各回100名

Anniversary Program

サイエンスショー
ポン菓子・軽石・ポップコーン
●時間：①10:00～11:00  ②13:10～14:10
③14:40～15:40　●場所：エントランスホー
ル　●定員：各回30名程度　●対象：どな
たでも　●参加費：無料

24/ 火 4木～

くるま育ワークショップ
ハンドルをつけた瞬間、すべてがクルマになる。やか
んやチリトリなど、身の回りにあるモノにハンドルを付
けてクルマと「見立てる」ことで、そこから生まれる物
語を創造していきます。
●時間：①11:00～12:00  ②13:30～15:00 時間内
随時受付　●場所：わくわくホール　●定員：150名
程度　●対象：5歳～小学生　●参加費：無料　

74/ 日

12:00 ～
12:15ごろ～
12:20ごろ～
12:35ごろ～

５周年記念式典
NAOロボットショー
あおば保育園ダンス披露
ビンゴ大会

●時間：9:30～17:00 ●時間：9:30～17:00 ●時間：①10:00～11:00
　　　  ②13:10～14:10
　　　  ③14:40～15:40

当日

93/
土

74/
日

～

当日

行松旭松堂 行松宏展氏

村田製作所チアリーディング部は、ボール
に乗って動きます。「倒れそうで倒れない」
バランスと「ぶつかりそうでぶつからない」

チームワークを
可能にしている
テクノロジーを紹
介します。

金沢泉丘高校 物理部

持ち物 エプロン、三角巾、タオル

ロボットペーパークラフト展示
●協力：あおば保育園、今江こども園、大
谷幼稚園、こばと第二保育園、白楊幼稚園

213/ 木・祝 サイエンスショーメドレー＆パズル展

当日

当日

申込不要申込不要

申込不要


