
別紙 開催会場等一覧表 
会場名 主催・共催 後援 開催場所 開催コース 開催日 開催形態等 問合せ・申込み先 

キッズ 
9 月 18 日(月)

(敬老の日) 

エデュケータ１日 10 月 17 日(火)釧路市 

 

・釧路市こども遊学館 

・釧路市教育委員会 

・宇宙航空研究開発機構 

釧路市こども遊学館 

(北海道釧路市) 

ファンダメンタル
11 月 3 日(金)

(文化の日) 

釧路市こども遊学

館と釧路市教育委

員会と連携して開

催 

釧路市こども遊学館 

住所：〒085-0017 北海道釧路市幸町 10－2 

電話：0154-32-0122  FAX：(0154)-32-2033  e メール：mail@kodomoyugakukan.jp  

ホームページアドレス：http://kodomoyugakukan.jp/info.html 

エデュケータ１日 9月 30 日(土)

キッズ 10 月 1 日(日)

奥州市 

・日本宇宙少年団水沢 Z分団 

・国立天文台水沢 VERA 観測所 

・イーハトープ宇宙実践センター 

・胆江地区小中学校高理科教育研究会 

・水沢理科サークル 

・宇宙航空研究開発機構 

国立天文台水沢 VERA 観

測所 

(岩手県奥州市) ファンダメンタル 10 月 1 日(日)

日本宇宙少年団水

沢Z分団が中心とな

り国立天文台水沢

VERA 観測所で開催 

奥州市教育委員会水沢支所生涯学習課 日本宇宙少年団水沢 Z分団事務局  担当：佐藤    

住所：〒023-8501 岩手県奥州市水沢区大手町 1-1                       

電話：0197-24-2111(内線 534) FAX：0197-24-1992 

e メール： umi-s@city.oshu.iwate.jp   

郡山市 
・郡山市ふれあい科学館 

・宇宙航空研究開発機構 

郡山市ふれあい科学館 

(福島県郡山市) 
キッズ 

11 月 23 日(木)

(勤労感謝の日)

郡山市ふれあい科

学館にて 4 年連続 4

回目の開催 

郡山市ふれあい科学館 

住所：〒963-8002  福島県郡山市駅前 2－11－1  (ビッグアイ 20～24 階) 

電話：024-936-0201 FAX：024-936-0089  

e メール：info@spacepark.city.koriyama.fukushima.jp  

ホームページアドレス：http://www.spacepark.city.koriyama.fukushima.jp/ 

＊申込みは電話か、直接、科学館へご来場ください。 

9 月 9 日(土)

10 月 14 日(土)

11 月 11 日(土)
日野市 

・日野市教育委員会 

・宇宙航空研究開発機構 

日野市立日野第五小学校 

(東京都日野市) 
ファンダメンタル

12 月 9 日(土)

日野市教育委員会

主催の「土曜日の理

科室」と連携して開

催 

申込み受付は終了しました。 

立川市 

・東京立川こぶしローターリーク

ラブ 

・宇宙航空研究開発機構 

  調整中 キッズ 11 月 18 日(土)

立川市内のロータ

リークラブと小学

校が協力して開催 

対象が立川市内の小学校のみなので一般募集は行いません。 

キッズ 11 月 12 日(日)

ファンダメンタル 11 月 19 日(日)福井県 

・福井県児童科学館 

・日本宇宙少年団福井支部 

・宇宙航空研究開発機構 

福井県児童科学館 

(福井県坂井市) 
エデュケータ１日 11 月 26 日(日)

福井県児童科学館

と日本宇宙少年団

福井支部の連携で

開催 

福井県児童科学館         担当：平田・戸川・三浦   

住所：〒 919-0475 福井県坂井市春江町東太郎丸 3-1                

電話：0776-51-8000   FAX：0776-51-6666   e メール：yuki@angelland.or.jp   

ホームページアドレス： http://www.angelland.or.jp/ 

キッズ 10 月 21 日(土)

香川県 
・日本宇宙少年団香川小惑星分団 

・宇宙航空研究開発機構 

香川大学 

(香川県高松市) ファンダメンタル 10 月 22 日(日)

日本宇宙少年団香

川小惑星分団が中

心となり開催 

日本宇宙少年団香川小惑星分団   担当：岡内         

住所：〒769－0102 香川県高松市国分寺町国分 14                      

電話・FAX：087-874-0820  e メール：takashige@mtd.biglobe.ne.jp 

キッズ 1 月 20 日(土)

鹿児島県 
・鹿児島市立科学館 

・宇宙航空研究開発機構 

鹿児島市立科学館 

(鹿児島県鹿児島市) ファンダメンタル 1月 21 日(日)

鹿児島県立科学館

を会場に市内小中

学校教員が協力し

て開催 

鹿児島市立科学館         担当：中村        

住所：〒890－0063 鹿児島県鹿児島市鴨池 2－31－18                     

電話：099-250－8511 FAX：(099)256－1319  e メール：kmsh-sciennce@ po.synapse.ne.jp   

ホームページアドレス http://www.synapse.ne.jp/~kmsh-science                

キモツキ 

ウチノウ

ラ 

・肝付町 

・肝付町教育委員会 

・日本宇宙少年団うちのうら銀河

分団 

・宇宙航空研究開発機構 

宇宙航空研究開発機構 

内之浦宇宙空間観測所 

(鹿児島県肝付町) 

エデュケータ１日 10 月 14 日(土)

内之浦宇宙空間観

測所一般公開日に

肝付町と日本宇宙

少年団うちのうら

銀河分団と連携し

て開催 

肝付町役場            担当：管理課 松山         

住所：〒893-1402 鹿児島県肝属郡肝付町南方 2643                      

電話：0994-67-2111 FAX：0994-67-4117 e メール：den-san@kimotsuki-town.jp      

ホームページアドレス：http://www.kimotsuki-town.jp/         

エデュケータ１日 10 月 14 日(土)

キッズ 10 月 15 日(日)
沖縄県 

・沖縄仮説実験授業研究会 

・沖縄から宇宙飛行士をプロジェ

クト実行委員会 

・沖縄子どもゾーン 

・宇宙航空研究開発機構 

 

文部 

科学省 

(予定) 

 

沖縄こどもゾーン 

(沖縄子どもの国) 

(沖縄県沖縄市) ファンダメンタル 10 月 15 日(日)

沖縄県の教員有志

グループが中心と

なって開催 

①電話＆FAX 

沖縄こどもの国 

住所：〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋 5－7－1  電話・FAX：098－933-4190          

②インターネットから 

ホームページアドレス：http://wao-project.cocolog-nifty.com/blog  

なお、秋田市及び新潟市については、現在日程等詳細を調整中です。 


