
 【2022年11月 】投映スケジュール

10:30～ 12:00～ 13:30～ 15:00～ 16:30～ 18:30～

11月1日 火 学習投映(小学生向け） ボイジャー 星空さんぽ ボイジャー

11月2日 水 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー 星空さんぽ

11月3日 木 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ボイジャー

11月4日 金 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー 星空さんぽ

11月5日 土 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ボイジャー 星空さんぽ

11月6日 日 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ボイジャー

11月7日 月 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー

11月8日 火 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー

11月9日 水 学習投映(小学生向け） ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ボイジャー

11月10日 木 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー

11月11日 金 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー 星空さんぽ

11月12日 土 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ボイジャー 星空さんぽ

11月13日 日 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ボイジャー

11月14日 月 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー

11月15日 火 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー

10:30～ 12:00～ 13:30～ 15:00～ 16:30～ 18:30～

11月16日 水 学習投映(小学生向け） ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ボイジャー

11月17日 木 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー

11月18日 金 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー 星空さんぽ

11月19日 土 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ボイジャー 星空さんぽ

11月20日 日 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ボイジャー

11月21日 月

11月22日 火

11月23日 水 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ 熟睡プラ寝たリウム

11月24日 木 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー

11月25日 金 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ユニバース（字幕投映） 星空さんぽ

11月26日 土 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ユニバース（字幕投映） 星空さんぽ

11月27日 日 イナズマデリバリー ボイジャー イナズマデリバリー 星空さんぽ ユニバース（字幕投映）

11月28日 月 学習投映(小学生向け） ボイジャー 星空さんぽ ボイジャー

11月29日 火 学習投映(小学生向け） ボイジャー 星空さんぽ ボイジャー

11月30日 水 学習投映(小学生向け） ボイジャー 学習投映(小学生向け） 星空さんぽ ボイジャー

メンテナンスのため休映



   
 

スペース LABO プラネタリウム番組のご案内 

 

 解説員による星空解説あり   約 45分   10月 13日(木)からの新番組！！  

VOYAGER  
投映期間：2022年 10月 13日（木）～2023年 3月 31日（金） ［予定］ 

主な対象：大人 
 

2機の無人惑星探査機「ボイジャー」。 

木星のオーロラ・土星のリング・初めて間近に

とらえた天王星と海王星、活動的な衛星… 

そこには、科学者たちの予想をはるかに超え

た世界が広がっていた。 

そして、惑星探査のミッションを終えた後も、

勇敢なボイジャー＜探検者＞の旅は続く。 

ボイジャーの果てしない冒険の物語が今、始

まる。 

解説員による「今夜の星空解説」とともにお楽

しみください。 

                                                           

 

 

 

 解説員による全編生解説番組    約 45分   好評投映中／10月１３日(木)から投映テーマが変わります！  

プラネタリウム星空さんぽ ～旬の惑星ガイド～ 

投映期間：2022年 10月 13日（木）～12月 18日（日） ［予定］ 

主な対象：小学校 4年生以上 
 

スペース LABO の解説員が、北九州市から見

えるその日の星空や宇宙の話題をお話ししま

す。たっぷり星を見たい、ゆっくり星を見たい

方にはお勧めです。 

これからの時期、３惑星（土星、木星、火星）が

見ごろな時期を迎えます。これらの惑星はどん

な姿をしているのか、迫力ある映像を交えなが

らご紹介します。 

国内最大級のプラネタリウムで美しい星空、宇

宇宙の姿をご堪能下さい。 

 

■冒頭では、スペース LABOのプラネタリウムを紹介する番組（約 5分）を投映します。 

ナレーションは北九州市ご出身の前田佳織里さんです。 

©UMA VISION 



 

 解説員による星空解説あり   約 45分   好評投映中！  

イナズマデリバリー バイザウェイの宇宙旅行?! ～ブラックホールとの遭遇～ 

投映期間：2022年 5月 9日（月）～12月 18日（日） ［予定］ 

主な対象：子ども 
 

地球から遠く離れた、どこかの惑星に住む宇宙

人・バイザウェイ。 

地球のサメに会うため、宇宙に飛び出したバイ

ザウェイは、色々な銀河やブラックホールなど、

摩訶不思議な天体の姿に興味津々。 

バイザウェイは、無事に地球にたどり着けるか

な？アニメ「イナズマデリバリー」のプラネタリ

ウム版オリジナルストーリーです。 

解説員による「今夜の星空解説」とともにお楽

しみください。 

 

 

 

 

 

  手話・字幕付き投映    解説員による星空解説あり   約 45分   期間限定   

字幕付きプラネタリウム 『ユニバース －宇宙へ－ 』 
投映期間：2022年 11月 25日（金）～27日（日） ［予定］ 

主な対象：大人 
 

宇宙とはどのような世界なのでしょうか？ 

大昔から私たちはその謎を追い続け、そして少

しずつその姿を解明してきました。 

数々の探査機が捕らえた、宇宙の驚くべき姿。

星や銀河の誕生、そして、死―私たちの想像の

及ばない宇宙の姿を、迫力ある CGで描き出し

ます。 

解説員による「今夜の星空解説」とともにお楽

しみください。 

 

■字幕付きプラネタリウムでは音声とともに 

字幕・手話による解説もお楽しみください。 

（※手話は「ユニバース」のみ） 
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