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【開館時間】9:30～17:30  
 

【休館日】  火曜日・水曜日（祝祭日の場合は原則翌営業日） 

           年末年始 （12/29～1/3）         
 

エル・マールまいづる 
〒625-0135  

  京都府舞鶴市千歳897-1（舞鶴親海公園内） TEL：0773-68-1090 

※番組後半は、今日の星空散歩（スタッフによる星空の生解説）です。 

H２８年１２月１日（木）～２月２７日（月） 

 【平日】 ■約３５分間   

 【土日祝日】 ■約２５分間 ■約３５分間   

１０：００  サラのねがいごと  

 
１１：００    舞鶴の星空～冬～  / 今日の星空散歩 

 
１３：３０    冬の星空               / 今日の星空散歩 
 
１５：００    舞鶴の星空～冬～ / 今日の星空散歩 
 
１６：３０  冬の星空            / 今日の星空散歩 

１１：００  舞鶴の星空～冬～  /  今日の星空散歩 
 
１３：３０  冬の星空            / 今日の星空散歩 
 
１５：００    舞鶴の星空～冬～   /  今日の星空散歩  
 

～星空演奏会へ 
   ようこそ～ 

～星空演奏会へ 
   ようこそ～ 

 ※星座解説「今日の星空散歩」はございません 

～星空演奏会へ 
  ようこそ～ 

平成２９年１月１９日（木）～２月３日（金） 

サラは、友達を作るのが苦手な女の子。 
いつもひとりぼっちなサラの楽しみは、お庭のアジサイが咲くこと。 
ところが最近ひでり続きで、アジサイは今にも枯れてしまいそうでした。 
ある日、池に住むカエルから、「雲」と「風」と「雷」の助けがあれば、 
雨を降らせることができると聞くのですが…。 
さて、サラの願い事は叶えられるのでしょうか？ 

幼児向け番組「サラのねがいごと」あらすじ 

©GOTO  INK 

H２９年５月２０日（土）～６月４日（日） 

   

【時間】９：３０～１７：３０ 
 

【料金】無料 
 

【会場】エル・マールまいづる館内 
 

【対象】小学生以下 
 

舞鶴港では昨年17回だったクルーズ船の寄港回数が、今年は40回に増 
えるそうです。当館は舞鶴湾の入り口に位置し、クルーズ客船が入港・出港す 
る様子を、間近で見ることができます。撮影スポットとして、ぜひご利用下さい。 

                                                 （※当館の開館時間帯に限ります） 
 

              具体的な寄港スケジュールは、   
              
                舞鶴市HP【URL：http://www.city.maizuru.kyoto.jp/ 】 
 

                 「2017年 京都舞鶴港 クルーズ客船入港予定表」 
 
                                                                  でご確認下さい。 

H25.6.7 コスタビクトリア 

H25.8.2 ぱしふぃっくびいなす 

３F展望デッキにある輪投げが、新しく 
なって登場！お子さま達に大人気です！ 

2017年/12月 休館日…■ 

H２９年９月２日（土）～９月２４日（日） 

   

【時間】９：３０～１７：３０ 
      
【会場】１階 舞鶴体験館 
 
【料金】無料 

～押し花展を開催しました～ 

平成２９年１１月３日～１９日、地元舞鶴の押し花 
教室の皆様による「押し花展」を開催。色鮮やかな 
美しい作品に皆様見入っていらっしゃいました。お 
客様からは、『花がすごく綺麗なままなのに驚いた』 
『美しい押し花で感動しました』『押し花がこんな 
にきれいとは、驚きです』といった感想をいただき 
ました。押し花教室の皆様、有難うございました。 

H２９年１１月３日（金・祝）～１１月１９日（日） 

   

【時間】９：３０～１７：３０  
           （※11/19(日)は、16：00まで） 

      
【会場】１階 舞鶴体験館 
 
【料金】無料 
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※番組後半は、今日の星空散歩（スタッフによる星空の生解説）です。 
 投映番組は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 
 

※「サラのねがいごと」のあらすじについては、 
 エル・マールまいづるNEWS第124号をご覧ください。 

H２９年１２月１日（金）～H３０年２月２６日（月） 

 【平日】 ■約３５分間   

 【土日祝日】 ■約２５分間 ■約３５分間   

１０：００  サラのねがいごと 

 
１１：００    舞鶴の星空～冬～    /   今日の星空散歩 

 
１３：３０    冬の星空              /  今日の星空散歩 
 

１５：００    舞鶴の星空～冬～ /   今日の星空散歩 

 
１６：３０  冬の星空           /  今日の星空散歩 

１１：００  舞鶴の星空～冬～  /  今日の星空散歩 
 

１３：３０  冬の星空            /  今日の星空散歩 
 
１５：００    舞鶴の星空～冬～   /  今日の星空散歩  
 

～星空演奏会へ 
   ようこそ～ 

～星空演奏会へ 
   ようこそ～ 

 ※星座解説「今日の星空散歩」はございません 

～星空演奏会へ 
   ようこそ～ 

・・・プラネタリウム観覧料・・・ 
 

高校生以上200円、小・中学生100円、小学生未満は無料 
団体割引（有料対象者30名以上2割引） 身体障がい者・介添者1名無料 

終了 ～10/1（日）プラネタリウムコンサート開催～ 

H２９年１２月１０日（日） 

   

【時間】<第１部>１３：３０～  

             <第２部>１５：００～（１ステージ約45分）  
     
【会場】１階 プラネタリウムホール 
 

【料金】有料（プラネタリウム観覧券をお買い求め下さい） 
     ※定員になり次第、チケットの販売は終了いたします。 

 
【演奏】Luft Musica（ルフトムジカ） 
 
 

サラは、友達を作るのが苦手な女の子。 
いつもひとりぼっちなサラの楽しみは、お庭のアジサイが咲くこと。 
ところが最近ひでり続きで、アジサイは今にも枯れてしまいそうでした。 
ある日、池に住むカエルから、 
「雲」と「風」と「雷」の助けがあれば、 
雨を降らせることができると聞くのですが…。 
サラの願い事は叶えられるのでしょうか？ 

幼児向け番組「サラのねがいごと」あらすじ 

©GOTO  INK 

H２９年１２月２日（土）～１２月２５日（月） 

   

【時間】９：３０～１７：３０     【料金】無料 
    （解答用紙配布は、17：00まで） 

H２９年１２月１０日（日） 

   

【時間】<第１部>１３：３０～  

        <第２部>１５：００～（１ステージ約45分）  
     
【会場】１階 プラネタリウムホール 
 

【料金】有料（プラネタリウム観覧券をお買い求め下さい） 
     ※定員になり次第、チケットの販売は終了いたします。 

 
【演奏】Luft Musica（ルフトムジカ） 
 
 

 

サラは、友達を作るのが苦手な女の子。 
いつもひとりぼっちなサラの楽しみは、 

お庭のアジサイが咲くこと。 
ところが最近ひでり続きで、 

アジサイは今にも枯れてしまいそうでした。 
ある日、池に住むカエルから、 

「雲」と「風」と「雷」の助けがあれば、 
雨を降らせることができると聞くのですが…。 

サラの願い事は叶えられるのでしょうか？ 

幼児向け番組  

©GOTO  INK 

・・・「サラのねがいごと」あらすじ・・・ 

２００７年に結成された室内アンサンブルバンド。 
人に感動を与えられる楽しさを感じ、路上ライブから活動を始め、 
ライブを通じ出逢えた方々からご依頼をいただき、 
ショッピングモールをはじめ、結婚式やレストラン、小学校や幼稚園、 
保育園のイベントなど幅広く演奏活動をしています。 
 

第一バイオリン 

柳浦 香澄 
第二バイオリン 

木場 隼介 
ビオラ 

山﨑 清花 
チェロ 

藤原 克匡 
ピアノ/ボーカル 

稲村 静 

H２９年１２月２日（土） 

  ～１２月２５日（月） 

   

【時間】９：３０～１７：３０ 
   （解答用紙配布は、17：00まで） 
 

【会場】エル・マールまいづる館内 
 

【対象】小学生以下 
 

【料金】無料 
 

今月のちぎりえ 
～さそり座～ 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

休館日…■ 2018年/1月 

・・・年末年始の休館日について・・・ 

終了 

日 月 火 水 木 金 土 

12/31 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

http://www.city.maizuru.kyoto.jp/
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/

