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レゴブロックで作った
世界遺産展
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★巡回パネル展★巡回パネル展★
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★プチワークショップ★プチワークショップ★

★プチワークショップ★プチワークショップ★

★プチワークショップ★プチワークショップ★

★F2Jr写真撮影会★F2Jr写真撮影会★

★プチワークショップ★プチワークショップ★

★おもちゃ病院★おもちゃ病院★

★消防・救急フェア★消防・救急フェア★

★月見茶会★月見茶会★

休館日

★坂井三郎を語る★坂井三郎を語る★

〒033-0022　青森県三沢市三沢北山158　TEL：0176-50-7777

開館時間／9：00～17：00（最終入館 16：30）　休館日／毎週月曜日 ※祝日の場合は翌日
入館料金／個人：一般 510円・高校生 300円・中学生以下無料
　　　　   団体（20名以上）： 一般 410円・高校生 240円
※企画展は別途料金となります。詳細は各イベント欄をご確認ください。
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1【日】

2【月】
3【火】
4【水】
5【木】
6【金】
7【土】
8【日】

9【月】
10 【火】
11【水】
12【木】
13【金】
14【土】
15【日】
16【月】

17【火】
18【水】
19【木】
20【金】
21【土】
22【日】
23【月】

24【火】
25【水】
26【木】
27【金】
28【土】
29【日】
30【月】

9月の日曜日・祝日

秋分の日

敬老の日

15【日】 特別展示室

29【日】1【日】▶

29【日】1【日】▶

毎日開催（休館日を除く）

期間内の土日祝開催

14【土】 エントランスホール 14【月】
10/28【土】▶ 特別展示室

7【土】 ガレリア

エントランスホール

7【土】 本館格納庫特設展示場

16【月】3【火】▶

18：30~
（受付：18：00∼）

今年の中秋の名月は9月
13日です。日本の文化の
茶道にふれてみませんか？
お茶を飲みながら中秋の
名月を楽しみましょう。浴
衣を着てのご参加をお待
ちしています。

歴代のブルーインパ
ルス等の航空祭の写
真展を開催します。無料観覧料

零戦展の入場券が
必要です。

▶入館料＋特別展。 大人920円、高校生710円、小中学生100円、未就学児 無料
＊年間パスポートをお持ちの一般・高校生は320円

料 金

9：00~17：00

11：00~12：00

平成の零戦ことF-2！
そのミニチュアととも
にこの夏の思い出の
一枚を撮ってみませ
んか？

坂井少年はパイロットになって鳥
の様に大空を自由に飛び回りた
いという夢を実現する為に努力
を惜しまなかった。「大空のサム
ライ」坂井三郎は天才型ではなく
努力して高度な飛行技術を身に
つけた努力型人だったのです。

無料観覧・参加料

展示期間

①11：00~12：00
②13：00~14：00

9/3【火】∼9/8【日】

9：00~17：00
1919年(大正8年)1月、フランス陸軍フォール大佐率いる
「フランス航空教育団」62名が来日し、日本が購入した
飛行機の整備、製作、操縦技術等の指導を各地で1年以
上行った。日本の航空に多大な影響を与えた「フランス
航空教育団」の来日100周年を記念したパネル展です。

★お子さまは保護者の方の同伴が必須となります。
　また、高校生以上の方は、別途入館券が必要となります。

受付開始 10：00~ 科学実験工房横

200円材料費

カラーレイヤーボトル

各日定員

200円材料費

ジュエリープラバン・アクセサリー
15【日】・16【月・祝】15【日】・16【月・祝】1【日】1【日】

30名 40名

各日定員 40名各日定員

150円材料費

スチレンペーパー飛行機
22【日】・23【月・祝】22【日】・23【月・祝】

30名

定 員

200円材料費

さざれ石ストラップ
29【日】29【日】

★みさわおもちゃ病院は日本おもちゃ病院協会の会員です。

無料診察料

10：00~12：00

▶部品交換した場合、部品代（実費）、入院（預かり修理）した場合、1件につき100円いただきます。

※高校生以上の方は、別途入館券が必要となります。無料参加料

平日 ： 科学実験工房　土日祝 ： YS-11 前開催場所

開
催
時
間

開
催
時
間

★科学実験工房をご利用の際は、高校生以上の方は、
　別途入館券が必要となります。

①11：00~ ②12：30~ ③15：30~平 日

土日祝 ①12：30~ ②15：30~

君はどこまで飛ばせる
かな？空気の力を利用
したロケットを作ります。

①10：30~11：00
①11：00~11：30

②14：00~14：30
②14：30~15：00

予約受付

作成時間

50円材料費 各回 20名定 員

科学実験工房開催場所

いろんな空気砲が大
集合！

500円参加料　

30名程度
1組4名様まで定 員

お申込みはこちらから 無料観覧料

プチワークショップ
科学実験工房

みさわおもちゃ病院

空気砲大じっけん
くう き ほう だい

空気ロケット
科学実験工房 ワークショップ

科学実験工房 サイエンスショー

 親子で参加

月見茶会

8/31（土）～9/10（火）募集期間

アプリで読み取り

三沢基地航空祭と写真展

大空のサムライ 坂井三郎を語る
航空祭スペシャル企画 大柳館長講演

フランス航空教育団、
来日100周年記念

巡回パネル展

F-2Jrとの写真撮影会



14【月・祝】13【土】
10/7/
▶ マルチメディアAVホール土日祝

23【月・祝】14【日】
9/7/
▶ 特別展示室

※夏休み期間以外の平日は休止

①9:30
④11:45
⑦14:45

9:30~16:30 ※最終入場 16:15まで
▶平日は偶数回のみ
▶平面版の上映となります

▷本編29分

②10:15
⑤13:15
⑧15:30

③11:00
⑥14:00

●未就学児は保護者同伴必須
　（大人1名つき未就学児2名まで）

©Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,andADK
©JAXA　提供 Courtesy NASA/JPL-Caltech.

一般・高校生 300円

小中学生 200円  未就学児 無料
観覧料

一般・高校生 600円　小・中学生 300円　未就学児 無料
＊年間パスポートをお持ちの一般・高校生は480円

▶入館券との共通券 ： 一般 1,000円　高校生 800円

観覧料

22【日】

10：00~14：00
大空ひろば・航空科学館・ガレリア

無料

▶時間・定員は下記をご覧ください

▶詳しくは右記をご確認ください。

観覧料
はしご車体験のみ定員あり

定 員

いざという時のために、防災に関する知識や
技術を学ぼう！
消防のお仕事って？ どんな事をしているの？
いろんな体験をして、めざすは未来の消防士！
人気のはしご車搭乗体験もあるよ。
ドクターヘリと救急隊・救助隊による合同訓練も開催！

放水体験
はしご車搭乗体験
＊受付開始は下記搭乗時間の20分前から

※悪天候および緊急出動や災害が発生した場合は開催を中止する場合がございます。

式典
園児による演技　　［松園幼稚園］
車両展示（消防・自衛隊・消防団）

救助体験・通報体験
防災・備蓄品展示および試食
応急処置体験・救命入門
健康相談・資器材展示
放水体験・水消火器
スタンプラリー・消防団コーナー
救急隊デモ
子供用制服着用コーナー等

12：25~13：10

消火訓練 13：45~14：00

捜索犬デモンストレーション
ドクターヘリと救急隊・救助隊による合同訓練

煙体験・起震車

場所・内容 当日は会場内にイベントスケジュール及びイベントガイドマップ等を掲示します。
都合により場所・時間が変更になる場合がございます。

共 催
協 力

三沢市・三沢市消防本部
八戸市立市民病院、三沢市立三沢病院、米軍三沢基地消
防本部、三沢米軍病院、航空自衛隊第3航空団、自衛隊三
沢病院、三沢市防災協会、北東北捜査犬チーム、三沢市消
防団、シバタ医理科、ハッピー、希望、松園幼稚園、松園保育
園、美野原保育園、平畑こども園、鹿中保育所、春日台保育
園、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部

▶緊急要請等により時間の変更もしくは中止となる場合がござい
　ます。
▶当日は通行止め（ロータリーから第二駐車場へ行く通路が使用
　不可）の時間があります。
▶駐輪場は消火訓練の為、13：45～14：00の間ぬれています。

ご 注 意

１回目
２回目
３回目

40名
50名
50名

10：10~
11：20~
12：30~

10：30~
11：40~
12：50~

定 員 整理券配布 搭乗体験

体験には整理券が
必要となります。

三沢のヒーロー三沢のヒーロー

やってくる？！
ホッキーガイもホッキーガイも

防災展示（防災管理課担当、DVD上映）

絵画展示（期間はフェア開催日の前後1週間）
エントランス1

ロータリー3

大空ひろば2

通　路4

ガ レ リ ア5

第4駐車場6

ドラえもん
宇宙ふしぎ大探検３

～地球のふしぎ～

特別企画上映

PIECE OF PEACE
レゴ®ブロックで作った世界遺産展 PART-3

「北海道・北東北の縄文遺跡群」
世界文化遺産推薦決定!!祝

世界遺産チャリティーアートエキシビジョン
ピース オブ ピース

特別企画展

消防・救急フェア
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