
■時　間：9:30 ～17:00　 ■場 所：B2特別展示室 ■対 象：どなたでも ■参加費：無料（入館料別途）

冬休み特別企画

「おかえり！はやぶさ２」
開催のご案内

プレ ス リ リ ― ス

開催期間

はまぎん こども宇宙科学館 担 当：三田・桑田・弓削田 E-mail：sfgy-press@yokohama-kagakukan.jp
住  所：〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-2-1（JR洋光台駅より徒歩3分）
T E L：045-832-1166（受付時間 9:30 ～17:00） 　　　F A X：045-832-1161　　U R L：https://www.yokohama-kagakukan.jp

【お問合せ】 広報・取材・プレスリリースに関するお問い合せはこちらへお願いします。

12月6日に採取したサンプルを地球に送りとどけた
「はやぶさ２」について徹底解説する企画展を開催します！

はやぶさ 2の工作やプログラミングなどの教室を多数開催！

はまぎん こども宇宙科学館（館長：的川 泰宣）は、6 年間にわたり、「はやぶさ２」のミッションを見守り、様々なイベントを開催し
てきました。「はやぶさ２」は 7 つの世界初など、大きな成果を上げています。本企画展では、ただ成果を祝うだけではなく、結果を
出すために「はやぶさ２の現場」がどのようなミッションに取り組んできたのかに迫ります。今後の宇宙開発を担うこどもたちに「はや
ぶさ２」を通じ、未来の宇宙開発を考えてもらうきっかけとしたいと考えています。

■のぼれ！はやぶさ２

開催日：2020年12月19日（土）～28日（月）、
　　　 2021年 1月2日（土）～ 6日（水）、9日（土）～11日（月・祝）
時　間：9：30～16：30（会場にて随時受付）
　　　 1人あたり約10分
場　所：B2 特別展示室
対　象：小学生以上
　　　 ※未就学児は保護者が作製。

定　員：なし
参加費：無料（入館料別途）
参加方法：直接会場へお越しください。

■ガラクタ工作「スイングはやぶさ２」 

開催日：2020年 12 月19日（土）～25日（金）
時　間：10:15 ～、12:30 ～、14:45 ～　
　　　 各回約 60分 
場　所：1F 教室
対　象：小学生以上　
　　　　 ※未就学児は保護者が作製。

定　員：8名
参加費：300円（入館料別途）
参加方法：当日 9:30 ～ 1F インフォメーションにて
　　　　 チケットを販売。

ゆらゆら揺れるはやぶさ２の起き上がりこぼしを
作ります。

■ガラクタ工作 「はやぶさ２」 

開催日：2020年12月26日（土）～28日（月）、
　　　 2021年1月2日（土）～ 6日（水）
時　間：10:15 ～、12:30 ～、14:45 ～　
　　　 各回約60分
場　所：1F 教室 
対　象：小学 3 年生以上
定　員：8名
参加費：800円（入館料別途）
参加方法：当日 9:30 ～ 1F インフォメーションにて
　　　　 チケットを販売。

①年表
はやぶさ2の6年間の運用を年表にして解説します。

②質問コーナー
オンラインイベントでよせられた質問と回答のコーナーです。

③はやぶさ２の世界初を紹介！
成し遂げた 7つの世界初について解説します。

④はやぶさ２の1/2模型
ガラクタで作成したはやぶさ２の 1/2 模型を展示。

⑤はやぶさ２応援コーナー
応援メッセージを書いて、はやぶさ２を応援します。

⑥映像コーナー
はやぶさ２の打ち上げから地球帰還までを映像で流します。

⑦開発者トークイベント映像
2020年６～９月にかけて開催した、はやぶさ2の開発関係者に
よるオンライントークイベントの映像を流します。

※2020年12月29日（火）～2021年 1月1日（金・祝）、7日（木）、8日（金）は休館日
2020年 12月19 日（土）～2021年 1月11日（月・祝）

特別工作

特別教室

リュウグウにタッチダウンしてすっと飛び上がるはやぶさ２をイメージした工作です。
うまく上昇できたらリポビタンDキッズをプレゼント！
（プレゼントは毎日先着50名様限定。作ったはやぶさ２はお持ち帰りいただけます。）

ミニサイズのはやぶさ２を作りましょう！
材料は…あれ？ガラクタ？
素敵なはやぶさ２の工作をしましょう。

た ©JAXA

毎日
ミッションクリアした
先着50名様に

リポビタンDキッズ
プレゼント！

ガラクタで作ったはやぶさ２の1/2 模型 特別教室の工作各種

その他
各教室の詳細は
科学館 HPへ

【親子教室】走馬灯を作ろう
イルミネーション・スピナーを
作ろう風見鶏型風力発電を作ろう ウーブレック！

【親子教室】
ししまいロボットを動かそう めくるめく岩石の世界

【親子教室】体験！プログラ
ぶっくでプログラミング

はじめてのプログラミング
～ルビィと冒険にでかけよう～

12/26（土）

1/2（土）～３（日） 1/４（月）～5（火） 1/10（日）1/3（日）～４（月）

12/28（月）12/27（日）、1/9（土） 12/28（月）

はやぶさ2
開発関係者による
特別講演も開催！

※１２月中旬頃
HPに掲載
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