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名称 所在地 電話等

網走市教育委員会 北海道網走市：オホーツク・文化交流センター 9/13（日） K 網走市教育委員会
北海道網走市北2条西3-3
オホーツク・文化交流センター

0152-43-3705

NPO法人こども遊学館市民ステージ 北海道釧路市：釧路市子ども遊学館 9/20頃 K NPO法人こども遊学館市民ステージ 北海道釧路市幸町10-2 0154-32-0122

日本宇宙少年団摩周分団 北海道弟子屈町：調整中 10月中 調整中 日本宇宙少年団　摩周分団
北海道川上郡川湯温泉1-4-8
ツーリズムてしかが内

015-483-2101

サイエンスボランティア旭川 北海道旭川市：旭川市科学館 10/11（日） F サイエンスボランティア旭川
旭川市宮前通東　旭川市科学館内
サイエンスボランティア旭川事務局

hakubutsukagaku@city.a
sahikawa.hokkaido.jp

滝川市こども科学館 北海道滝川市：滝川市こども科学館 8月中 K/F 滝川市こども科学館 北海道滝川市新町2-6-1 0125-23-0502

株式会社植松電機 北海道赤平市：株式会社植松電機 7月（下旬） F 株式会社植松電機 北海道赤平市共和町230-50 0125-34-4133

日本宇宙少年団苫小牧分団 北海道苫小牧市：苫小牧市科学センター 10/10（土） F 日本宇宙少年団苫小牧分団
北海道苫小牧市旭町3-1-12
苫小牧市科学センター内

0144-33-9158

室蘭市青少年科学館 北海道室蘭市：室蘭市青少年科学館 10/10(土)～11（日） K/F 室蘭市青少年科学館 北海道室蘭市本町2－2－1 0143-22-1058

札幌市青少年科学館 北海道札幌市：札幌市青少年科学館 9/12（土） F 札幌市青少年科学館 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5-2-20 011-892-5001

ディスカバリー・ジャパン（株） 北海道札幌市：北海道大学 9/27（日） F ディスカバリー・ジャパン（株）
東京都港区虎ノ門4-3-1
城山トラストタワー12階

03-6430-2632

NPO法人ソーシャルエージェンシー協議会 北海道森町：北海道立青少年自然の家 10/24（土）～25（日） K/F
NPO法人ソーシャルエージェンシー
協議会

北海道函館市富岡町1-42-5 0138-45-8988

秋田市自然学習館 秋田県秋田市：秋田市自然学習館 9/22(火)～23（水） K 秋田市自然学習館 秋田県秋田市東通仲町4-1 018-887-5330

日本宇宙少年団いわて不来方分団 岩手県盛岡市：国立大学法人岩手大学 9/13（日） K
日本宇宙少年団　いわて不来方分
団

east21woody@gmail.c
om

日本宇宙少年団水沢Z分団 岩手県奥州市：水沢公民館 1/9（土） K/F 日本宇宙少年団　水沢Z分団
岩手県奥州市水沢区大手町1-1
奥州市教育委員会水沢支所内

0197-24-2111

ディスカバリー・ジャパン（株） 宮城県仙台市：東北大学 10/18（日） F ディスカバリー・ジャパン（株）
東京都港区虎ノ門4-3-1
城山トラストタワー12階

03-6430-2632

大崎地域広域行政事務組合教育委員会
大崎生涯学習センター

宮城県大崎市：大崎生涯学習センター 7～8月中 K
大崎地域広域行政事務組合教育委
員会
大崎生涯学習センター

宮城県大崎市古川稲葉字亀ノ子111－1 0229-91-8611

郡山市ふれあい科学館 福島県郡山市：郡山市ふれあい科学館 11月中 K 郡山市ふれあい科学館
福島市郡山市駅前2-11-1
ビックアイビル20階

024-936-0201

新潟市コズミックカレッジ実行委員会 新潟県新潟市内：調整中 秋頃 調整中 新潟市コズミックカレッジ実行委員会 調整中

NPO法人星空ファクトリー 新潟県長岡市：中央公民館・信濃川河川公園 9/21（月） F NPO法人星空ファクトリー 新潟県三条市直江町3-8-28 0256-31-4840

金沢市キゴ山天体観測センター 石川県金沢市：金沢市キゴ山天体観測センター 10/11（日） F 金沢市キゴ山天体観測センター 石川県金沢市平等本町力13-1 076-229-1141

財団法人金沢子ども科学財団 石川県金沢市：広坂子ども科学スタジオ 11/21（土） K 財団法人金沢子ども科学財団 石川県金沢市柿木畠１-1 ０７６－２２１－２０６１

NPO法人コスモアイル・ラボ 石川県羽咋市：コスモアイル羽咋 8/22（土） K NPO法人コスモアイル・ラボ 石川県羽咋市鶴多町免田25 0767-22-9888
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小矢部市立藪波地区地域おやべっ子教室
富山県小矢部市：藪波公民館／藪波コミュニティ
広場／体育館 8月中 F

小矢部市立藪波地区地域おやべっ
子教室

富山県小矢部市浅地672-1
藪波公民館

0766-61-2046

富山市立藤ノ木小学校 富山県富山市：富山市立藤ノ木小学校 11月中 K/F 富山市立藤ノ木小学校 富山県富山市藤木1246 076-421-8261

福井県児童科学館 福井県坂井市：福井県児童科学館 2月頃 F 福井県児童科学館 福井県坂井市春江町東太郎丸3-1 0776-51-8000

松本市青年会議所 長野県松本市：あがたの森 11月中 K/F 松本市青年会議所 調整中 調整中

宇宙への旅2009　IN NAGANO 実行委員会 長野県長野市：長野市立博物館 10月中 K
宇宙への旅2009　IN NAGANO 実行
委員会

長野県長野市大字鶴賀七瀬１４－１０
026-264-5345（6月1
日より）

山梨市教育委員会 山梨県山梨市：山梨市民会館
7/4（土）、10/24（土）、
2/27（土）

K 山梨市教育委員会 山梨県山梨市小原西８４３ 0553-22-1111

パナソニックセンター東京 東京都江東区：パナソニックセンター東京 5/2（土）～5/6（水） F パナソニックセンター東京 東京都江東区有明2-5-18 03-3599-2600

ディスカバリー・ジャパン（株） 東京都新宿区：早稲田大学西早稲田キャンパス 8/22（土） F ディスカバリー・ジャパン（株）
東京都港区虎ノ門4-3-1
城山トラストタワー12階

03-6430-2632

NPO法人スーパーサイエンスキッズ 調整中 7/19（月） F NPO法人スーパーサイエンスキッズ
東京都杉並区高井戸東3-29-21
日本ＨＰ高井戸事業所本館5階

070-6610-4110

多摩六都科学館組合 東京都西東京市：多摩六都科学館 8月中と12月中 K/F 多摩六都科学館組合 東京都西東京市芝久保町5-10-64 042-469-6100

葛飾区郷土と天文博物館 東京都葛飾区：葛飾区郷土と天文博物館 3/6(土) F 葛飾区郷土と天文博物館 東京都葛飾区白鳥3-25-1 03-3838-1101

サイエンスドーム八王子 東京都八王子市：サイエンスドーム八王子 8/9(日）、8/12（水） K サイエンスドーム八王子 東京都八王子市大横町9-13 042-624-3311

板橋区立教育科学館 東京都板橋市：板橋区立教育科学館 2月頃 K 板橋区立教育科学館 東京都板橋区常盤台4-14-1 03-3559-6561

千代田区立九段中等教育学校
東京都千代田区：千代田区立九段中等教育学
校

6/27（土）、7/25（土）
8/29（土）.30（日）、
10/17（土）　11/7（日）

F 千代田区立九段中等教育学校 東京都千代田区富士見1-10-14 03-3263-2091

品川区立小中一貫校日野学園PTA 東京都品川区：品川区立小中一貫校日野学園 12/19（土） K/F 品川区立小中一貫校日野学園PTA 調整中

日本宇宙少年団藤沢分団 神奈川県藤沢市：調整中 秋以降 F 日本宇宙少年団　藤沢分団 神奈川県高座郡寒川町倉見1788-8-A 090-4056-6926

三菱みなとみらい技術館 神奈川県横浜市：三菱みなとみらい技術館 10/11（日）、12（月） K/F 三菱みなとみらい技術館
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1
三菱重工横浜ビル

045-200-7351

銀河連邦サガミハラ共和国（相模原市） 神奈川県相模原市：JAXA相模原キャンパス 1/23（土） F
銀河連邦サガミハラ共和国（相模原
市）

神奈川県相模原市中央2-11-15 042-769-8202

千葉市科学館 千葉県千葉市：千葉市科学館 10/24（土）、2/14（土） K 千葉市科学館 千葉県千葉市中央区4-5-1 043-308-0517

千葉県立現代産業科学館 千葉県市川市：千葉県立現代産業科学館
6/7（日）、10/10（日）、
12/13（日）

K 千葉県立現代産業科学館 千葉県市川市鬼高1-1-3 047-379-2005

川口市科学館 埼玉県川口市：川口市科学館 8/25（火） K 川口市科学館 埼玉県川口市上青木3-12-18 048-262-8431

甲信越

関東
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静岡科学館る・く・る　指定管理者　財団法人
静岡市文化振興財団

静岡県静岡市：静岡科学館 5/31（日） K 静岡科学館　る・く・る
静岡県静岡市駿河区南町14-25
エスパティオ内

054-284-6960

財団法人焼津市振興公社 静岡県焼津市：デスカバリーパーク焼津 1月中 F 財団法人焼津市振興公社 静岡県焼津市田尻2968-1 054-625-0800

名古屋市科学館 愛知県名古屋市：名古屋市科学館 10月中 F 名古屋市科学館 愛知県名古屋市中区栄2-17-1 052-201-4486

ディスカバリー・ジャパン（株） 愛知県名古屋市：名古屋大学 3/7（日） F ディスカバリー・ジャパン（株）
東京都港区虎ノ門4-3-1
城山トラストタワー12階

03-6430-2632

かがみがはら航空宇宙科学博物館
岐阜県各務原市：かがみがはら航空宇宙科学博
物館 8/9（日）、11/8（日） K/F

かかみがはら航空宇宙科学博物館
航空宇宙科学博物館

岐阜県各務原市下切町5-1 058-386-8500

龍谷大学理工学部 滋賀県大津市：龍谷大学瀬田キャンパス 11月中 F 龍谷大学理工学部 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5 077-543-7458

NPO法人スーパーサイエンスキッズ 京都府京都市：立命館小学校 6/6（土） F NPO法人スーパーサイエンスキッズ
東京都杉並区高井戸東3-29-21
日本ＨＰ高井戸事業所本館5階

070-6610-4110

けいはんな文化学術協会 京都府相楽郡：けいはんなﾌﾟﾗｻﾞ 7/22（水） F けいはんな文化学術協会
京都府相楽郡精華町光台1-7
けいはんなプラザ　ラボ棟2F

0774-95-5110

大阪府立住吉高等学校 大阪府大阪市：大阪府立住吉高等学校 7/22(水) F 大阪府立住吉高等学校 大阪府大阪市阿倍野区北畠2-4-1 06-6651-0525

ディスカバリー・ジャパン（株） 大阪府大阪市：大阪科学技術センター 12/13（日） F ディスカバリー・ジャパン（株）
東京都港区虎ノ門4-3-1
城山トラストタワー12階

03-6430-2632

神戸市青少年科学館 兵庫県神戸市：神戸市青少年科学館 11月中 F 神戸市青少年科学館 兵庫県神戸市中央区港島中町7-7-6 078-302-5177

神戸市立本山第一小学校PTA 兵庫県神戸市：神戸市立本山第一小学校PTA 7/26(日） K 神戸市立本山第一小学校PTA 調整中

日本宇宙少年団
大和まほろば分団

奈良県奈良市：奈良育英学園 8/30（日） F
日本宇宙少年団
大和まほろば分団

y-gara@m4.kcn.ne.jp

日本宇宙少年団みなべ梅の里分団 和歌山県みなべ町：みなべ町生涯学習センター 2月中 F
日本宇宙少年団
みなべ梅の里分団

和歌山県日高郡みなべ町谷口301-4
みなべ町教育委員会内

0739-74-3134

倉敷市科学センター 岡山県倉敷市：倉敷市科学センター 2/7（日） F 倉敷市科学センター 岡山県倉敷市福田町古新田940 086-454-0300

ディスカバリー・ジャパン（株） 広島県広島市：調整中 2月中 F ディスカバリー・ジャパン（株）
東京都港区虎ノ門4-3-1
城山トラストタワー12階

03-6430-2632

日本宇宙少年団呉やまと分団 広島県呉市：呉大和ミュージアム 1/16（土） F 日本宇宙少年団呉やまと分団
広島県呉市宝町5-20
呉大和ミュージアム内

0823-25-3047

三隅の星を見る会 島根県浜田市：三隅中央会館 8/9（日） F 三隅の星を見る会 島根県浜田市三隅町古市場1698-1
kanesho@pub.herecall.
jp

鳥取市さじアストロパーク　鳥取市子ども科
学館

鳥取県鳥取市：鳥取市さじアストロパーク　鳥取
市こども科学館 8/23（日）、11/29（日） K/F

鳥取市さじアストロパーク　鳥取市子
ども科学館

鳥取県鳥取市佐治町高山1071-１ 0858-89-1011

日本宇宙少年団周南分団 山口県周南市：周南市久米公民館 8月中 K
日本宇宙少年団
周南分団

toyo53@agate.plala.or.
jp

財団法人防府市文化振興財団　防府市青少
年科学館

山口県防府市；防府市青少年科学館 2/14（日） F
財団法人防府市文化振興財団　防
府市青少年科学館

山口県防府市寿町6-41 0835-26-5050

愛媛県総合科学博物館 愛媛県新居浜市：愛媛県総合科学博物館 9/20（日） K/F 愛媛県総合科学博物館 愛媛県新居浜市大生院2133-2 0897-40-4100

近畿

東海

中国
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日本宇宙少年団香川小惑星分団 香川県高松市：香川大学 10/24（土）、25（日） K/F 日本宇宙少年団香川小惑星分団 香川県高松市国分寺町国分14 087-874-0820

徳島県立あすたむらんど　子ども科学館
徳島県板野郡：徳島県立あすたむらんど　子ども
科学館 9月中 K

徳島県立あすたむらんど　子ども科
学館

徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷45-
22

088-672-7111

阿南市科学センター 徳島県阿南市：阿南市科学センター 2/6（土）　7（日） K/F 阿南市科学センター 徳島県阿南市那賀川町上福井南川渕8-1 0884-42-1600

財団法人松山市施設管理公社 愛媛県松山市：松山市コミュニティセンター 12/6（日） F 財団法人松山市施設管理公社 愛媛県松山市湊町7-5 089-943-8228

日本宇宙少年団愛媛松山ジェネシス分団 愛媛県松山市：松山市コミュニティセンター 秋以降 F
日本宇宙少年団愛媛松山ジェネシス
分団

愛媛県松山市大可賀2-1-28
アイテムえひめ2F

info_npospace@gene
sis21.co.jp

高知県立芸西天文学習館 高知県安芸郡：高知県立芸西天文学習館 8/8(土) F 財団法人　高知県文教協会 高知県高知市本町4-1-49 088-824-5451

日本宇宙少年団福岡分団 福岡県福岡市：九州大学 11/1(日） F
日本宇宙少年団
福岡分団

福岡県福岡市中央区谷1-4-10 092-711-1467

電子開発学園 福岡県福岡市：KCS福岡情報専門学校 7/20（月） F KCS福岡情報専門学校 福岡県福岡市中央区春吉1-11-18 092-711-0401

ディスカバリー・ジャパン（株） 福岡県北九州市：スペースワールド 11/15（日） F ディスカバリー・ジャパン（株）
東京都港区虎ノ門4-3-1
城山トラストタワー12階

03-6430-2632

福岡県立大宰府高等学校 福岡県福岡市：福岡県立大宰府高等学校 10月中 K 福岡県立大宰府高等学校 福岡県太宰府市高雄3-4114 092-921-4001

佐賀県立宇宙科学館 佐賀県武雄市：佐賀県立宇宙科学館 8/1（土）.2（日） K/F 佐賀県立宇宙科学館
佐賀県武雄市武雄町永島16351
（武雄温泉保養村内）

0954-20-1666（代）

日本宇宙少年団おおいた分団
大分工業高等専門学校

大分県大分市：大分工業高等専門学校 11/28（土） F
大分工業高等専門学校総務課企画
係

大分県大分市牧1666番地 097-552-6450

宮崎市 宮崎県宮崎市：宮崎科学技術館 9月頃 調整中 宮崎市 調整中 調整中

宮崎ハマユウ会 宮崎県宮崎市：調整中 秋以降 F 宮崎ハマユウ会
m-hamayu@miyazaki-
catv.ne.jp

鹿児島県立青少年研修センター
鹿児島県鹿児島市：鹿児島県立青少年研修セン
ター 7/22（水） K 鹿児島県立青少年研修センター 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4226-1 099-294-2111

鹿児島市立科学館 鹿児島県鹿児島市：鹿児島市立科学館
1/24（日）
1/31（日）

K/F 鹿児島市立科学館 鹿児島県鹿児島市鴻池2-31-18 099-250-8511

日本宇宙少年団うちのうら銀河分団 鹿児島県肝付町：調整中 夏頃 調整中 日本宇宙少年団うちのうら銀河分団 調整中 調整中

株式会社まちずくり鹿屋 鹿児島県鹿屋市：リナシティかのや 11月中 K リナシティかのや情報プラザ
鹿児島県鹿屋市大手町1-1
鹿屋市市民交流センター

0994-35-1002

瀬戸内町教育委員会（ひぎゃわらべチャレン
ジ）

鹿児島県瀬戸内町：瀬戸内町中央公民館 12/5（土） F
瀬戸内町教育委員会（ひぎゃわらべ
チャレンジ）

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23 0997-72-0113

那覇市久茂地公民館 沖縄県那覇市：久茂地公民館 10月中 K/F 那覇市久茂地公民館 沖縄県那覇市久茂地3-24-1 098-891-3443

日本宇宙少年団名護分団 沖縄県名護市：県立名護青年の家 2月頃 F 日本宇宙少年団名護分団 調整中 調整中

沖縄こどもの国 沖縄県沖縄市：沖縄子どもの国 11月頃 調整中 沖縄こどもの国 沖縄県沖縄市胡屋5-7-1 098-933-4190

四国
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