
7 月 1 日　 ～ 7 月 22 日    の平日( 金 ) ( 金 )2022 年

県立みえこどもの城　　　　　　　 団体利用 番組案内
( 休館日を除く )

SWS 西日本キッズシアター
（ドームシアター プラネタリウム）

映 画①

プラネタリウム③プラネタリウム①

モゥ～っと！ まる三重大冒険

モササウルス

みえこどもの城オリジナル番組

【上映時間】 ①10：00 ～  ②11：00 ～  ③13：00 ～  ④14：00 ～  ⑤15：00 ～   の回からお選びください。
※機器故障等の事情により、上映中止とさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

あひるのガッくん
おほしさまのせかいへ 学習番組

下記より 1 つ選んでください
　　・星の色、明るさ
　　・月の動き
　　・星座早見盤の使い方

（約 30 分）

（約 40 分）
（約 45 分）（幼児向け） （約 45 分）

①小学校４年生向け

②小学校 6 年生向け
・太陽と月の形、特徴

映 画②
プラネタリウムでチコちゃんに叱られる

チコとキョエの宇宙大冒険！　無知との遭遇

（約 30 分）

「チコちゃんに叱られる !」©NHK

10 月 28 日 ( 金 ) まで

©GOTO

制作・配給：D&Dピクチャーズ／制作協力：NHKエンタープライズ／映像提供：NHK

プラネタリウム②

NHK の人気番組がプラネタリウムに登場です。
永遠の５歳児・チコちゃんが全天周の
ドームスクリーンいっぱいに大活躍！

「ボーっと生きてんじゃねーよ！」と、
おなじみの決めセリフも大迫力で飛び出します。
宇宙に関する素朴な疑問を、目からウロコの
解説で解き明かしていきます。
チコちゃんプラネタリウムスペシャル、
どうぞご期待ください！

謎のベールに包まれていた恐竜時代の海。
最新の研究で明らかになった恐竜とは
まったく異なる進化を遂げた海棲生物。
その頂点に君臨する最強の海竜モササウルス。
彼らは、いかにして地球生命史の中でも
稀にみる繁栄を誇ったのか。
その謎を解くカギは、モササウルス流の
子育てによるものだった！？
最強海竜モササウルスの３千万年に渡る
壮大な逆転のドラマを描く。

みえこどもの城プラネタリウム
リニューアル記念オリジナル番組！
三重県ってどんなところ !?
自然をテーマに、クイズを交えながら
水の大切さや自然の豊かさを紹介します。
プラネタリウムドームいっぱいに
三重の魅力を感じよう♪

※今夜の星空案内があります

星の世界の妖精フィーとプーカに
誘われて、お星さまの世界へと
やってきた、あひるのガッくん。
自分勝手でワガママばかり言っていた
ガッくんですが、妖精や星座たちに
助けられながら星の世界を巡っていく
うちに、思いやりの気持ちが芽生え
始めます。
そんなとき、地上に戻るには危険が
潜む秘密のトンネルを通らなくては
いけないことがわかって…。
果たして、ガッくんたちは最大の危機を
乗り越えることができるでしょうか？
※今夜の星空案内があります

（6 月～）

感染症拡大・拡散防止に
ご理解・ご協力ください

・上映後、外気による換気を
　行っています。

・ドームへ入場する前に、手指の
　アルコール消毒または手洗いを
　行ってください。

・ドーム内ではマスクの着用を
　お願いします。
　 ※体調がすぐれない方には、お声を
　　かけさせていただく場合があります。

・解説員もマスクを着用しています。
   お聞き苦しい場合があるかもしれませんが、
   ご了承ください。

※(　 ) 内は一般料金

　 有料者 20 名以上で団体料金となります

※途中入退場はご遠慮ください

※お手洗い等は先にお済ませください

※その他、 疑問点等は団体担当に

　 お問い合わせください

料 金 （ひとり / 1作品）
一  般

児童生徒等
幼児（3歳以上）

320円（400円）

160円（200円）
80円（100円）



9 月 1 日　 ～ 10 月 28 日    の平日( 木 ) ( 金 )2022 年

県立みえこどもの城　　　　　　　 団体利用 番組案内
( 休館日を除く )

SWS 西日本キッズシアター
（ドームシアター プラネタリウム）

プラネタリウム③プラネタリウム①

モゥ～っと！ まる三重大冒険

海竜王　モササウルス

みえこどもの城オリジナル番組

【上映時間】 ①10：00 ～  ②11：00 ～  ③13：00 ～  ④14：00 ～  ⑤15：00 ～   の回からお選びください。
※機器故障等の事情により、上映中止とさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

あひるのガッくん
おほしさまのせかいへ 学習番組

下記より 1 つ選んでください
　　・星の色、明るさ
　　・月の動き
　　・星座早見盤の使い方

（約 30 分）

（約 40 分）
（約 45 分）（幼児向け） （約 45 分）

①小学校４年生向け

②小学校 6 年生向け
・太陽と月の形、特徴

プラネタリウムでチコちゃんに叱られる
チコとキョエの宇宙大冒険！　無知との遭遇

（約 30 分）

「チコちゃんに叱られる !」©NHK

★新番組★

©GOTO

制作・配給：D&Dピクチャーズ／制作協力：NHKエンタープライズ／映像提供：NHK

プラネタリウム②

NHK の人気番組が
プラネタリウムに
登場です。永遠の
５歳児・チコちゃんが
全天周のドームスクリー
ンいっぱいに大活躍！

「ボーっと生きてんじゃ
ねーよ！」と、おなじ
みの決めセリフも大迫力
で飛び出します。

謎のベールに包まれていた
恐竜時代の海。最新の研究で
明らかになった恐竜とはまったく
異なる進化を遂げた海棲生物。
その頂点に君臨する最強の海竜
モササウルス。
彼らは、いかにして地球生命史の
中でも稀にみる繁栄を誇ったのか。
その謎を解くカギは、モササウルス
流の子育てによるものだった！？
最強海竜モササウルスの３千万年に
渡る壮大な逆転のドラマを描く。

みえこどもの城プラネタリウム
リニューアル記念オリジナル番組！
三重県ってどんなところ !?
自然をテーマに、クイズを交えながら
水の大切さや自然の豊かさを紹介します。
プラネタリウムドームいっぱいに
三重の魅力を感じよう♪

※今夜の星空案内があります

星の世界の妖精フィーとプーカに
誘われて、お星さまの世界へと
やってきた、あひるのガッくん。
自分勝手でワガママばかり言っていた
ガッくんですが、妖精や星座たちに
助けられながら星の世界を巡っていく
うちに、思いやりの気持ちが芽生え
始めます。
そんなとき、地上に戻るには危険が
潜む秘密のトンネルを通らなくては
いけないことがわかって…。
果たして、ガッくんたちは最大の危機を
乗り越えることができるでしょうか？
※今夜の星空案内があります

（6 月～）

全天周映像①（約 30 分）

ポケットモンスター
オーロラからのメッセージ

©Nintendo･ Creatures･ GAME FREAK･ TV Tokyo･ ShoPro･ JR Kikaku ©Pokémon

オーロラポケモンと
呼ばれる伝説のポケモン、
スイクンの調査をする
ため、オーロラビレッジ
へとやってきたサトシと
ゴウ。
オーロラ研究者を父に
持つ少女エマとともに、
伝説のポケモン、スイクン
に出会ための冒険へ！

全天周映像② 全天周映像③
感染症拡大・拡散防止に
ご理解・ご協力ください

・上映後、外気による換気を
　行っています。

・ドームへ入場する前に、手指の
　アルコール消毒または手洗いを
　行ってください。

・ドーム内ではマスクの着用を
　お願いします。
　 ※体調がすぐれない方には、お声を
　　かけさせていただく場合があります。

・解説員もマスクを着用しています。
   お聞き苦しい場合があるかもしれませんが、
   ご了承ください。

※(　 ) 内は一般料金

　 有料者 20 名以上で団体料金となります

※途中入退場はご遠慮ください

※お手洗い等は先にお済ませください

※その他、 疑問点等は団体担当に

　 お問い合わせください

料 金 （ひとり / 1作品）
一  般

児童生徒等
幼児（3歳以上）

320円（400円）

160円（200円）
80円（100円）

10 月 28 日 ( 金 ) まで
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