
 14：30～15：00　　どなたでも　　50名
 プラネタリウム観覧料  当日9:00より
１階総合受付にてチケット販売（先着順）
※桟敷席の使用は不可 © 2016 SAINT THOMAS PRODUCTIONS /

ARTE France / RARE MEDIA

©AIAS-Jean-Pol SEDRAN 時 対 定
申￥

恐竜に羽毛が？新たに発見された化石が定説
を覆す！圧巻の高精細CGによってリアルに
再現された「太古の地球」で繰り広げられて
いた壮大な生命進化のドラマに迫ります。

ディノグライダー鳥は恐竜の子孫なのか？

当日
申込～9/25（金） 映像番組 まるちたいけんドーム

とり きょうりゅう

さいとうけんた がいせん

しそん

 14：00開演（13：00開場）
 小学生以上※未就学児は入場不可
 450名　　全席指定
＜前売＞高校生以上：1,500円 
＜当日＞高校生以上：2,000円
※小・中学生無料（無料券を窓口にてお求めください）
 齊藤 健太（sax）、AKI マツモト（pf）
 チケット販売中

時
対

出
申

￥定

日本人では２人目の快挙！！第7回アドルフ・サッ
クス国際コンクールで優勝した、足立区出身の
齊藤健太の凱旋リサイタル。

齊藤健太凱旋リサイタル
西新井文化ホール

お月見講談「竹取物語」

ドームイベント まるちたいけんドーム

 19：00～20：00（開場18：45）
 16歳以上　　 50名　 　 無料
 相田みつを美術館館長 相田 一人　　 
 当日13：00より1階総合受付にて整理券配布
（お1人様3枚まで）※桟敷席の使用は不可

時
対 定

申

￥
講

 18：00～19：20（開場17：45）
 小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
 50名　 　 大人500円 小中高生100円　 　 田ノ中 星之助（講談師）
　 事前申込8/29（土）～
※桟敷席の使用は不可※年間パスポート及び1日券はご利用できません。

時
対

申
￥ 出定

相田みつを美術館館長・相田一人氏に
よる「宇宙という視点から見た人間の
いのちについて」をテーマにした講演会
です。

当日
申込   9/6（日） 講演会 まるちたいけんドーム

うちゅうかん

ちち

じぶん
つきみ こうだん たけとりものがたり

ばん

あいだ
自分の番　いのちのバトン

父・相田みつをの
宇宙観

 10/3（土）
事前
申込

講談「竹取物語」と秋の星空解説・お月見の話を
楽しみます。

 9/19（土）

相田 一人

田ノ中 星之助

チケット
プレイガイド

〒123-0842 東京都足立区栗原1-3-1　開館時間／9：00～21：30（こども体験エリアは18：00まで）
休館日／毎月第2月曜日（祝日の場合は翌日、8月は休館日なし）、元日、1・3・9月に連続休館日あり

※終了が18：00以降となるイベントに参加される小学生以下のお子様については、保護者によるお迎えをお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、開館状況等が変更になる可能性がございます。

電話
窓口

※受付開始日は電話受付のみ（一部例外あり）  ※定員に達し次第、受付を終了します。
※本紙に記載されているイベント内容は変更される場合があります。
※開催場所は、当日館内の掲示物等でご確認ください。
※当日、メディア・関係者の撮影が入る可能性がございます。
　また会場内の映像・写真を公開する場合がございます。
※イベント・公演につきまして定員に達した際は、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止・延期となる可能性もございます。予めご了承ください。

申込受付時間／9:00～20:00（休館日を除く）

事前申込 03-5242-8161
ギャラクシティ1階図書受付カウンター  ※受付開始日翌日より

事
前
申
込
方
法

…時間時 …対象対 …講師講 …出演出 …定員定 …料金￥ …申込・受付方法申イベント欄の見方

東武スカイツリーライン

未就学児は無料（座席が必要な場合は100円）
1日券：大人800円、小中高160円
年間パスポート： 大人1,500円、小中高300円

大人500円 小中高100円
プラネタリウム観覧料

西新井駅東口から
徒歩3分

★施設入場料無料

情報満載!チェックしてね!

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、右記のアトラクション
は休止、その他の施設・イベントについても制限を設けて実施しております。
多大なるご迷惑をおかけしますが、お客様の安全を第一に考えての対策
ですので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。また、施設の開館状況や
お客様へのお願い等、最新情報を更新しているため、ご来館の際は必ず
事前に公式ホームページのお知らせをご確認ください。

皆さまに気持ちよくご利用いただけるように、毎日館内を消毒・除菌し、
イベント時も机やイス、道具などを定期的に消毒・除菌を行い、清潔な
状態を保つよう努めております。

ギャラクシティをご利用の皆さまへ

ギャラクシティからのお知らせギャラクシティからのお知らせ 2020年8月発行

・ スペースあすれちっく ・ がんばるウォール ・ クライミングぱーく

クイズラリーVR
ぶいあーる

ディノグライダー
映像番組

公開記念プレゼント
キャンペーン実施中!

鳥は恐竜の子孫なのか？

© 2016 SAINT THOMAS PRODUCTIONS / 
ARTE France / RARE MEDIA

消毒、座席間隔の調整等を行い、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に努めて、イベント・公演を実施いたします。最新情報は公式ホームページをご確認ください。

まるちたいけんドーム

※2020年8月10日時点での内容となります。《現在休止中の施設》

その他のイベントは次のページから

★詳しい内容は各掲載記事をご確認ください。

2020年8月発行

とり きょうりゅう しそん

みんなで
つくる
のまち夢

ゆめ

ギャラぽんの
ぬりえひろば

協力：
ブラザー販売
株式会社

ペーパークラフトの
建物をデザイン
しよう！

毎日、いろいろな工作
ワークショップを開催中！
詳細は公式ホームページを

みてね♪

ギャラクシティ
まいにち工作

こうさく

お問い合わせ／☎03-5242-8161（9：00～21：30）  HP／https://www.galaxcity.jp/

た の

た
き

の



ギャラクシティイベント情報 新型コロナウイルス感染症予防対策として、足立区のガイドラインに則り、
消毒・換気や定員削減等を実施しています。

イベント欄の見方

Jolly Phonics（ジョリーフォニックス）という英語の読み
書きを習得するための教材を使い、42個の発音を学びます。
その音にあった歌や物語を通し、楽しく学習します。

どきどきABCひろば
ちびっこイングリッシュ【全5回】
ほうかごイングリッシュ【全5回】

事前
申込

　　　  ①15：30～16：30／3～6歳（未就学児）／7名
　　　  ②17：15～18：15／小学生／10名
 マリリンホームスクール　　2,500円（初回一括払い）   　事前申込9/5（土）～

時対

申￥講

定

定

 10：30～11：30　　  小学生
 木曽さんちゅう（一般社団法人漫才協会所属）
 8名　　2,500円（初回一括払い） 　   
 事前申込10/3（土）～

時 対

申

講

ぜん かい

ぜん かい

芸人さんといっしょに、楽しい話をたくさんしよう。
人の前でしゃべることが楽しくなるよ。

漫才師になった気分で
オモシロイ話をしよう!【全5回】

ぜん

まんざいし きぶん

はなし かい

10/5・19 11/2・16・30（すべ
て月曜日）

外国人の先生といっしょに楽しく遊びながら
英語を話せるようになろう！

英語が楽しくなる！
ワークショップ【全5回】

事前
申込

事前
申込

       ①14：00～14：30／小学1～3年生
       ②15：00～15：30／小学1～3年生（高学年の参加可）
 ガイ・ナフタリン（ディレクター）
 各5名　　2,500円（初回一括払い）      事前申込9/6（日）～

時対

申￥
講

ぜん

えいごえーびーしー たの

かい

10/11・25 11/8・22 12/6（すべて日曜日）

11/1・15・29 12/6・13（すべて日曜
日）

￥定

事前
申込10/8・22・29 11/12・19 12/3（すべて木曜日）

音楽に合わせて楽器を鳴らしたり身体を動かしたり、
楽しみながら子どもの豊かな心を育むプログラム。

ギャラク de リトミック【全4回】

 　 ① 9：45～10：25／5～11ヶ月のお子さまとその保護者
 　 ② 9：45～10：25／12～18ヶ月のお子さまとその保護者
 　 ③10：45～11：25／19～30ヶ月のお子さまとその保護者
 　 ④10：45～11：25／31～47ヶ月のお子さまとその保護者
 梁川 舞、平野 千惠　他

 各10組
 3,000円（初回一括払い）
 往復はがき 9/11（金）～
    10/2（金）必着

時対

講

ぜん
で

かい 事前
申込

事前
申込親子体操＆

ママSHAPE【全5回】

おやこたいそう

しぇいぷ ぜん かい

10/14・28 11/11・25 12/9（すべて水曜日）

 17：00～18：00　　  小学生（小学3年生以下は保護者同伴）
 ①②鈴木 隆（足立区立栗島小学校 学習支援員）
 ③下村 庸三（元高等学校地学科教諭）　　各10名　　無料　    
 ①受付中②9/20（日）～③10/4（日）～

時 対

申

りかじっけんきょうしつ

ねんど つく うご つーでぃー

事前
申込

￥定
講

理科実験教室

 9/2
①

開
催
日
程

①はじめてリトミック 10/23、11/6・27、12/11
②たいけんリトミック 10/30、11/20、12/4・18
③おやこリトミック 10/23、11/6・27、12/11
④こどもリトミック 10/30、11/20、12/4・18

 10：00～10：45　　 3カ月（首がすわっている）～2歳（未就園児）
のお子さまとその保護者　　一般社団法人コーチングバリュー協会
 7組　　4,000円（初回一括払い）　   事前申込9/12（土）～

時 対

申
講

￥定

ママとお子さまで一緒に体を
動かそう！ママが楽しめる
シェイプアップも行い、スト
レス解消にも役立ちます。

粘土でフィギュアを作って動かして、
iPadでアニメーションにしよう！

14：00～15：30　　小学生・中学生（小学3年生以下は保護者同伴）　　
あちこち会（NPO法人足立区地域でこどもを育てる会）　　各7名　　無料こどもゆめクラブ

粘土でフィギュアを作ってアニメをつくろう！

① 9/6（日）  ② 11/1（日）
　 事前申込①受付中②10/10（土）～申

ブロックでロボットを組み立て
プログラミングして動かそう。

プログラミングしてロボットを動かそう！

① 9/20（日）  ② 11/15（日）
　 事前申込①受付中②10/11（日）～申

iPadのアプリケーション
「アニメーションデスク」を使って、
オリジナルアニメーションをつくろう！

2Dアニメをつくろう！

10/11（日）　　 事前申込9/5（土）～申

時 対
￥講 定

事前
申込

①

②

①「酸とアルカリを紫キャベツで調べよう」
②「エジソン電球を作ろう」　③「ブーメランを作ろう」

(すべて金曜日)

定
￥
申

※申し込みの詳細はホームページをご確認ください。※応募者多数の場合は抽選となります。

フラフープやボールを使って、
楽しみながら運動します。

運動の基礎を育てる
ちびっこ体操【全6回】

うんどう きそ そだ

たいそう
ぜん かい

①①

陸上競技（走る・投げる）等のスポーツに
役立つ運動を行います。

スポーツに役立つ
こども体操【全6回】

やくだ

たいそう ぜん かい

②②

…時間時 …対象対 …講師講 …出演出 …定員定 …料金￥ …申込・受付方法申

定

　　 ①16：15～17：00／3～6歳（未就学児）
　　 ②17：30～18：15／小学生
 一般社団法人コーチングバリュー協会　　各10名     3,000円（初回一括払い） 
 事前申込9/6（日）～

時対

申
￥講

 10/21
②

 11/4（すべて水曜日）
③

イベント詳細は
こちらから

いつも、みんなが遊んでいる場所がバーチャル空間に
なりました！ ２つのミッションに挑戦してみよう。

ミッション1　VRクイズラリ－
VRの中から10問のクイズを探して
答えてみよう！公開記念プレゼン
トキャンペーン実施中。

ミッション2　ギャラぽんをさがせ!
VRの中で吹き出しのついた、ギャラ
クシティのキャラクター「ギャラぽん」
を探してみよう！吹き出しの文字を
つなげるとメッセージになります。
完成したら、ギャラクシティの公式
LINEアカウントに入力してみよう。

VRクイズラリー

ギャラクシティのキャラクター
「ギャラぽん」がぬりえになったよ！
ぬりえを塗った作品に

「＃おうちでギャラクシティ」をつけて

SNSに投稿しよう！投稿した作品は、
ギャラクシティ館内やホームページにて

展示します。※詳細は専用ページをご確認ください。

ギャラぽんの
ぬりえひろば

イベント詳細は
こちらから

おうちでオリジナルのペーパークラフトの建物をデザインして、
コンテストに応募しよう！ 応募作品はギャラクシティにある”みんなの
まち”に建てます。ステキな作品にはプレゼントがありますよ♪
※建物のデザインとコンテストへの応募はギャラクシティ公式ホームページをご確認ください。

みんなでつくる夢のまち
～建物デザインコンテスト～

ゆめ

たてもの

ぶいあーる

ぬりえの
ダウンロードや
詳細はこちら

2020年8月31日（月）までに全問正解
の方から抽選でまるちたいけんドーム
ペアチケット50名様へプレゼント♪

ギャラクシティとLINEで友だちになろう 
うれしい情報をLINEでお届け！

LINEスタンプの
ダウンロードはこちら

ギャラクシティのギャラぽんがLINEスタンプに登場!

スタンプ
LINEギ

の
ャラ

ぽん電脳快獣

ゆる～い
ギャラぽん

電脳快獣
ギャラぽん

好評販売中！

ギャラクシティのプラネタリウム
解説員たちによる、星や宇宙の
おはなしを公開中！
ブラックホールや日食、金星など
色々な話題がいっぱいです★
おうちで天文を学んでみよう！

まるちたいけん
ドームだより

おたよりの
ダウンロードや
詳細はこちら

◎  この他にも、おうちで楽しめるコンテンツを公開予定！お楽しみに♪ ◎

おうちで楽しめるオンラインコンテンツを用意してます！ギャラクシティのホームページから参加してみよう！

協力：ブラザー販売株式会社

© VR革新機構

※こちらはプレゼントキャンペーンの対象外です。 こういう建物もデザインできるよ！


