
イベントスケジュール

★音をブルブル感じまショー★音をブルブル感じまショー★

★ムー上映★ムー上映★

★よぞらの万華鏡★よぞらの万華鏡★

★フランス航空教育団
　パネル展
★フランス航空教育団
　パネル展
★

休館日

休館日

休館日

休館日

★プチワークショップ★プチワークショップ★
★パイロット体験教室★パイロット体験教室★

★プチワークショップ★プチワークショップ★

★秋の星空観察会★秋の星空観察会★

★よぞらの万華鏡★よぞらの万華鏡★

おもちゃ病院

★ドラえもん上映★ドラえもん上映★
★よぞらの万華鏡★よぞらの万華鏡★

★おばけ工作工房★おばけ工作工房★

★津軽塗研ぎだし体験★津軽塗研ぎだし体験★

★ドラえもん上映★ドラえもん上映★
★よぞらの万華鏡★よぞらの万華鏡★

★プチワークショップ★プチワークショップ★

★JAL連携イベント★JAL連携イベント★

★よぞらの万華鏡★よぞらの万華鏡★

★プチワークショップ★プチワークショップ★
★クラシックカーミーティング★クラシックカーミーティング★

〒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【火】
2【水】
3【木】
4【金】
5【土】
6【日】

7【月】
8【火】
9【水】

10 【木】
11【金】
12【土】
13【日】
14【月】

15【火】
16【水】
17【木】

18【金】
19【土】
20【日】
21【月】
22【火】

23【水】
24【木】
25【金】
26【土】
27【日】

28【月】
29【火】
30【水】
31【木】

10月の日曜日・祝日

体育の日

即位礼正殿の儀の日

31【木】1【火】▶

27【日】5【土】▶

毎日開催（休館日を除く）

期間内の土日祝開催

14【月】
10/9/28【土】▶ 特別展示室

20【日】 マルチメディアAVホール

19【土】 エントランスホール

12【土】
本館YS-11付近
光と影のゲート

12/26【土】 1【日】▶ マルチメディア
AVホール

▶土日のみ上映

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。

13：30~14：30

18：30~19：30 （18：20開場）

★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

各日定員

250円材料費

ハロウィンバタフライの
イヤリング

6【日】・20【日】6【日】・20【日】

30名

各日定員 30名各日定員

100円材料費

おばけべっこうあめ

ふわっと
ふくらむ！
ふわっと
ふくらむ！22【火・祝】22【火・祝】

30名

200円材料費

ハロウィンせっけん
27【日】27【日】

※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

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~

のぞいてみると、まるで
よぞらのような万華鏡
をつくってみよう。

土星、木星、アンドロメ
ダ銀河、秋の星座を観
察します。

①10：30~11：00
①11：00~11：30

②14：00~14：30
②14：30~15：00

予約受付

作成時間

250円材料費 各回 20名定 員

科学実験工房開催場所

科学実験工房開催場所

音ってナニ？音を耳で
聞 いて、目で見て、さ
わって感じてみよう？！

無料観覧料

工作後、持ち帰りでき
るまで１時間程度か
かります。

P-3とPS-1のパイロットをお招
きし、パイロット養成の基礎訓
練等を分かりやすく説明して
もらうと共に、実任務中の体験
をお話ししていただきます。子
どもたちの大空への夢を育む
と共に、将来の優秀なパイロッ
トの獲得に貢献します。

協力：防衛省海上自衛隊

無料参加料

無料参加料 30名 （1組5名様まで）

※受付お申込み後、自動で受付終了のメールをパソコンからお送りしておりますので受け取れるように設定
　しておいてください。また、抽選結果や当日開催の有無等の連絡をメールで行いますので受取拒否されて
　いる場合はご参加いただけません。

※メールでの
　連絡となります

抽選で

雨や曇りで星が観察できない場合は10/20（日）に延期します
10/20（日）が雨、曇りの場合は中止になります。

定 員

お申込みは
こちらから

★高校生以上の方は
　入場料がかかります。

＊都合により内容が変更となる
　場合がございます。

●制服体験「JAL KIDS’ STUDIO」●制服体験「JAL KIDS’ STUDIO」

●路線PR物プレゼント●路線PR物プレゼント

●HAC航空クイズ「ホントはどっちだ？」●HAC航空クイズ「ホントはどっちだ？」

●同工作を使った折り紙ヒコーキゲーム●同工作を使った折り紙ヒコーキゲーム

●ミニミス・ビードル号のペーパークラフト●ミニミス・ビードル号のペーパークラフト

無料参加料

12：30~15：00

13：00~14：00（先客150名）

先着150個

チャレンジして通過したら粗品をプレゼント！

協力：JAL日本航空㈱青森支店、HAC㈱北海道エアシステム、札幌丘珠空港ビル㈱、三沢市、(一社)三沢市観光協会

景品は“SAABモデルプレーン” 14：30~14：50

無料観覧料

①11:00~12:00
②13:30~14:30
③15:00~16:00

第11話
第12話
第13話

内 容

最後まで聴いてくださっ
た方の中から抽選で

プレゼント！プレゼント！プラモデルをプラモデルを

F-35B

イージス艦イージス艦 零戦零戦

9/25（水）～10/7（月）募集期間

10/8（火）当選通知

ア
プ
リ
で

読
み
取
り

番組提供：名古屋テレビネクスト株式会社

★片耳用です

プチワーク
ショップ

科学実験工房
音をブルブル
　　 感じまショー

よぞらの万華鏡
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

フランス航空教育団
来日100周年記念

巡回
パネル

展

敷地内全面禁煙についてお知らせ
＊敷地内では車内での喫煙もできません
＊加熱式たばこも対象です

「青森県立三沢航空科学館」及び「三沢市大空ひろば」(駐車場も含む)は、敷地内全面禁煙となります。皆様のご理解とご協力をお願いします。

めざせパイロット
体験教室

秋の星空観察会

三沢航空科学館へ行こう！
「北海道エアシステム（JAL）」との連携イベント

©エンタメ～テレ

特別上映



14【月・祝】5【土】
10/ ▶ マルチメディアAVホール土日祝のみ

27【日】25【金】▶ 特別展示室

27【日】 大空ひろば・多目的広場（臨時駐車場）・ガレリア

14【月･祝】13【日】･ 特別展示室

10：00~17：00

受付  9：00~16：00 ●全て先着順となります。数量限定以外は材料無くなり次第終了です

▶最終受付 16：30

10：00~15：00

13：30~15：00

＊最終日は16：00まで
  （最終受付 15：30）

【研ぎ出し体験】 当日随時受付：整理券を配布

※作業時間は約20分
（受付順に開始）

① 事前受付は行いません。
② 箸かスプーン、黒か朱よりお選びください。
③ お子様は保護者の同伴が必須です。
④ 手袋をしますが、漆成分でかぶれる場合があります。
⑤ 汚れても良い服装でお越しください。

▶後日ご自宅へ送付するため受付の際に住所等の記載をしていただきます。

協力：

協力： 六戸クラシックカー倶楽部
おいらせクラシックカークラブ

青森県漆器協同組合連合会（弘前市）

午前の部 受付／ 9：30∼11：30
午後の部 受付／12：30∼16：30

体験／10：00∼12：00
体験／13：00∼17：00

研 ぎ 出 し 体 験 の 際 の ご 注 意

『研ぎ出し』
とは...

『研ぎ出し』
とは...

漆が塗られた木製のスプーンまたは箸を、サンドペーパー
でこすって「津軽塗模様を研ぎ出す」ワークショップです。実
際にご家庭で使用できる状態でお渡しする為、最後の仕上
げは職人が行い約1か月後にお手元にお届けします。

箱の中をのぞくとお化けたちの不
思議な世界へ迷い込んでしまい
そう。ボックス万華鏡を作ります。

はねの飾りがついたアク
セサリーだよ！

①9:30
④11:45
⑦14:45

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

津軽塗特有の技術である『研ぎだ
し』を、青森県漆器協同組合連合会に
ご協力いただき、来館者に体験して
いただくことで伝統技術のすばらし
さや世界に一つだけの作品をつくる
喜びを提供します。

独自の整備によって個性豊かに甦った
往年の名車たちが大集結！旧車と航空
機の競演をお楽しみください。

1,300円

3日間合計 120個
＊各日それぞれ個数設定があり、
   なくなり次第終了となります。

参加費

体験定員

（送料含む）

ちょっぴり怖くてワ
クワクなイベントが
今年もやってきた！
楽 し い 工作 を して
ハロウィンを盛り上
げちゃおう！！

各日定員 50個

350円材料費

ハロウィンシルエットライト
おばけのシルエットが妖し
く浮かび上がる素敵なイン
テリアライトをつくろう。

各日定員 なくなり次第終了

150円材料費

コットンキャンディモンスター
袋におばけの絵を描いて、
オリジナルわたあめを作
ろう！

各日定員 60個

250円材料費

鏡の中のおばけたち

各日定員 100個

250円材料費

ハロウィンプラ板アクセサリー

▶平面版の上映となります
▷本編29分

※メールでの
　連絡となります

9/24（火）～10/11（金）募集期間

10/18（金）結果通知

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

津軽塗研ぎだし体験
津軽塗職人になりたい！ 津軽塗に興味がある方！
この機会にぜひ体験してください

クラシックカーミーティング
in 三沢航空科学館2019

三上 丈晴 氏 トークショー
ムー的青森ミステリーファイルⅢ

HALLOWEEN EVENT 2019
科学実験工房

おばけ工作工房

▶旧車展示エントリー
　 (仮ナンバー車/違法改造車不可)

▶キッチンカーフード販売
▶燃料(水素)電池自動車クラリティFUEL試乗展示

9：30∼
▶旧車試乗体験 (オーナー運転) 11：00∼

雨天決行 スワップミート出店者募集スワップミート出店者募集
▶館内ご見学の際は
　入館料がかかります無料参加料

※応募者多数の場合は抽選となります。

3【日】
11/ マルチメディアAVホール

雑誌「ムー」編集長 三上丈晴がミステリース
ポット、都市伝説、超常現象など、有識者ととも
に古代から未来まで縦横無尽に語りまくる！豊
かな自然や歴史・文化を背景とした「青森県の
ミステリースポット/現象」をお楽しみください！160名

▶1組5名まで定 員

入場料

募集期間
お申込みは
こちらから 10/15（火）～10/27（日）

当選発表

10/29（火）
当選者のみ
メール通知

※ドメイン指定受信している方は下記のアドレスの受信
　設定をお願いいたします。 アドレス：@kokukagaku.jp
※当日の予定詳細は当選通知にてお知らせいたします。
※電話では当選の通知はいたしません。

『ローマ法王に米を
　　　食べさせた男』

妙法寺（石川県）住職

 高野 誠鮮氏

メールフォームでの事前応募制
応募多数の場合は抽選となります

無料 じゅう むおう じん

雑誌「ムー」第5代目編集長
三上 丈晴 氏
雑誌「ムー」第5代目編集長
三上 丈晴 氏

アプリで読み取り

お
申
込
み
は

こ
ち
ら
か
ら アプリで読み取り

三上編集長解説！
必ず聴いてね♪

館内音声ガイド館内音声ガイド

みょう じゅう しょくほう

たか の じょう せん

じ

ゲ ス ト
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