
「宇宙の日」と「世界宇宙週間」を含む�
9月上旬から10月上旬までを�

「宇宙の日」ふれあい月間として�
各地でさまざまな行事を開催します。�

「宇宙の日」ふれあい月間中に「宇宙ふれあい塾2001」を開催します。楽し
みながら宇宙のことが学べるいろいろなプログラムを用意しています。どうぞ
ご期待ください。なお、「宇宙ふれあい塾2001」の入場は無料です。詳しい
日程や内容、参加方法については7月上旬に決まる予定です。下記事務局ま
でお問い合せください。�

今年も「地球観測フェア2001」を開催します。環境問題をはじめ社会

のさまざまな局面で、地球観測衛星がどのように活用されているのか

をテーマにして、展示を行います。開催は9月の予定です。詳しい内容

については、下記までお問い合わせください。�

宇宙開発事業団の各施設では、「宇宙の日」ふれあい月間にあわせ、

一般公開や各種イベントを行う予定です。日程やイベント内容などは、

各事業所（下記参照）までお問い合せください。�

1994年、「宇宙の日」マスコットキャラクターを公

募し、多数の応募の中から「星ノ介くん」が選ば

れました。「星ノ介くん」は、宇宙といつまでも仲

良くしていけるように、握手を求めているところを

イメージして描かれた作品です。�

宇宙と末永く仲良くするという�

趣旨といつまでも愛される�

かわいらしさをもっています。�

�

国連は昨年から、10月4日から10日までを宇宙科学技術が人類の発展に貢献した
ことを記念して「世界宇宙週間」としました。�
10月4日は1957年に人類初の人工衛星「スプートニック1号」が打ち上げられた日
であり、10月10日は1967年に「宇宙条約」が発効した日です。�

このパンフレットは�
再生紙を使用しています。�
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●参  加  賞　コンテスト応募者全員�

●主　　催　文部科学省・宇宙科学研究所・�

                        国立天文台・宇宙開発事業団・�

                        （財）日本宇宙フォーラム・（財）日本宇宙少年団・�

                        参加科学館�

●応募資格　全国の小・中学生�

●応募締切　　　　　　　　　　　　　　　　［当日必着］�

●審査および各賞　応募先の科学館で小学生、中学生の各部門ごとに、最優�

　　　　　　秀賞（1点）、優秀賞（2点）、佳作（3点）を選定します。�

　　　　　　選ばれた方は、応募先の科学館にて表彰を行います。さ�

　　　　　　らに、各科学館の最優秀賞の中から、「全国小・中学生 作�

　　　　　　文絵画コンテスト」審査委員会の厳正な審査のうえ、各部�

　　　　　　門ごとに、文部科学大臣賞（1点）、宇宙科学研究所長賞�

　　　　　　（1点）、国立天文台長賞（1点）、宇宙開発事業団理事長�

　　　　　　賞（1点）、（財）日本宇宙フォーラム理事長賞（1点）、（財）日�

　　　　　　本宇宙少年団理事長賞（1点）を選定します。受賞者は東�

　　　　　　京で行われる表彰式にご招待し、賞状および副賞を進呈�

　　　　　　します。�

●発　　表　各賞の入賞者に直接通知します。�

●お問い合わせ　応募科学館（右記の一覧表参照）または下記事務局に�

　　　　　　お問い合わせください。�

（各部門1点）�

（各部門2点）�

（各部門3点）�

FM／AMラジオが聴ける�

星座がすばやく見つかる�

便利な5つの機能が使える�

�
（各部門1点）�
�
�
（各部門1点）�
�
�
（各部門1点）�
�
�
（各部門1点）�
�
�
（各部門1点）�
�
�
（各部門1点）�
�

家族でのキャンプ道具がそろった　�
　　　�
�
ハイキングにも持っていける　�
　　　�
�
宇宙への夢がふくらむ�
�
�
テレビにつなげば大迫力　�
　　　�
�
小さくたたんで旅行先でも乗れる　�
　　　�
�
パソコンにつないで楽しめる　�
　　　�

※作品の送付は必ず科学館（一覧表参照）あてにお願�
　いします。「宇宙の日」事務局では科学館における審�
　査は行っていません。�

札幌市青少年科学館　　　　　　　011-892-5001�
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20�
�
余市宇宙記念館スペース童夢★　　 0135-21-2200�
〒046-0003 北海道余市郡余市町黒川町6丁目4-1�
�
室蘭市青少年科学館　　　　　　　0143-22-1058�
〒051-0015 北海道室蘭市本町2丁目2番1号�
�
苫小牧市科学センター　　　　　　  0144-33-9158�
〒053-0018 北海道苫小牧市旭町3丁目1-12�
�
穂別地球体験館　　　　　　　　　01454-5-2341�
〒054-0211 北海道勇払郡穂別町字穂別79-5�
�
岩見沢郷土科学館★　　　　　　　0126-23-7170�
〒068-0833 北海道岩見沢市志文町809�
�
旭川市青少年科学館★　　　　　　0166-22-4171�
〒070-0044 北海道旭川市常磐公園�
�
釧路市青少年科学館　　　　　　　0154-41-6225�
〒085-0822 北海道釧路市春湖台1番7号�
�
八戸市視聴覚センター･児童科学館　0178-45-8131�
〒031-0001 青森県八戸市類家4丁目3番1号�
�
むつ科学技術館　　　　　　　　　 0175-25-2091�
〒035-0022 青森県むつ市大字関根字北関根693�
�
斎藤報恩会自然史博物館　　　　　022-262-5506�
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2丁目20番2号�
�
角田市スペースタワー･コスモハウス　0224-63-5839�
〒981-1505 宮城県角田市角田字牛館100�
�
仙台市こども宇宙館　　　　　　　  022-373-0999�
〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-8-6�
�
秋田県立子ども博物館　　　　　　 018-865-1161�
〒010-0955 秋田県秋田市山王中島町1-2�
�
秋田県立農業科学館　　　　　　　0187-68-2300�
〒014-0073 秋田県大曲市内小友字中沢171-4�
�
郡山市ふれあい科学館★　　　　　 024-936-0201�
〒963-8002 福島県郡山市駅前２丁目11-1�
�
つくばエキスポセンター　　　　　　 0298-58-1100�
〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-9�
�
栃木県子ども総合科学館★　　　　 028-659-5555�
〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町567番地�
�
向井千秋記念子ども科学館　　　　 0276-75-1515�
〒374-0018 群馬県館林市城町2番2号�
�
さいたま市宇宙劇場　　　　　　　  048-647-0011�
〒331-0851 埼玉県さいたま市錦町682番地の2�
�
さいたま市青少年宇宙科学館　　　  048-881-1515�
〒336-0908 埼玉県さいたま市駒場2-3-45�
�
越谷市立児童館コスモス　　　　　  0489-78-1515�
〒343-0042 埼玉県越谷市千間台東2丁目９番地�
�
千葉市立郷土博物館　　　　　　　043-222-8231�
〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻1-6-1�
�
東金こども科学館　　　　　　　　  0475-55-6211�
〒283-0801 千葉県東金市八坂台1-2107-3�
�
科学技術館　　　　　　　　　　　03-3212-8509�
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1�
�
東芝科学館　　　　　　　　　　　044-549-2200�
〒212-8582 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地�
�
三菱みなとみらい技術館　　　　　   045-224-9031�
〒220-8401 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�
�
富山市科学文化センター　　　　　  076-491-2123�
〒939-8084 富山県富山市西中野町1-8-31�
�
金沢市キゴ山天体観察センター　　   076-229-1141�
〒920-1141 石川県金沢市平等本町力13-1�
�
石川県立航空プラザ　　　　　　　 0761-23-4811�
〒923-0995 石川県小松市安宅新町丙92�
�
コスモアイル羽咋　　　　　　　　  0767-22-9888�
〒925-0027 石川県羽咋市鶴多町免田25�
�
福井県児童科学館･エンゼルランドふくい　0776-51-8000�
〒919-0475 福井県坂井郡春江町東太郎丸3-1�
�
飯田市美術博物館　　　　　　　　0265-22-8118�
〒395-0034 長野県飯田市追手町2-655-7�
�
�

科学館名／住所　　　　　　　　　　　　　　　　　電話� 科学館名／住所　　　　　　　　　　　　　　　　　電話�

大垣市スイトピアセンター・コスモドーム★　0584-74-6050�
〒503-0911 岐阜県大垣市室本町5-51�
�
大阪市立科学館（夢宙ときめき館）　  06-6444-5656�
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-2-1�
�
大阪科学技術館　　　　　　　　　06-6441-0915�
〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-8-4�
�
大阪府立大型児童館ビッグバン　　   0722-94-0999�
〒590-0115 大阪府堺市茶山台1-9-1�
�
伊丹市立こども文化科学館　　　　  0727-84-1222�
〒664-0839 兵庫県伊丹市桑津3-1-36�
�
姫路科学館　　　　　　　　　　　0792-67-3001�
〒671-2222 兵庫県姫路市青山1470-15�
�
明石市立天文科学館　　　　　　　078-919-5000�
〒673-0877 兵庫県明石市人丸町2-6�
�
にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム　0795-23-2772�
〒677-0039 兵庫県西脇市上比延町334-2�
�
白浜エネルギーランド　　　　　　　0739-43-2666�
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3083 �
�
さじアストロパーク　　　　　　　　  0858-89-1011�
〒689-1312 鳥取県八頭郡佐治村高山1071-1�
�
倉敷科学センター　　　　　　　　  086-454-0300�
〒712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田940�
�
広島市こども文化科学館★　　　　  082-222-5346�
〒730-0011 広島県広島市中区基町5-83�
�
愛媛県総合科学博物館★　　　　　0897-40-4100�
〒792-0060 愛媛県新居浜市大生院2133-2�
�
北九州市立交通科学館　　　　　　093-961-4301�
〒802-0984 福岡県北九州市小倉南区志井公園1-1�
�
スペースワールド宇宙博物館　　　   093-672-3100�
〒805-8585 福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1�
�
福岡県青少年科学館★　　　　　　0942-37-5566�
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1713�
�
佐賀県立宇宙科学館★　　　　　　0954-20-1666�
〒843-0021 佐賀県武雄市武雄町大字永島16351�
�
長崎市科学館★　　　　　　　　　095-842-0505�
〒852-8035 長崎県長崎市油木町7-2�
�
鹿児島市立科学館　　　　　　　　099-250-8511�
〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2-31-18

★印の付いている科学館では作文のみ応募を受け付けます。�
★印の付いている科学館では絵画のみ応募を受け付けます。�

〒�
　�
�
�
�
　　　　　　　　　　　　　TEL.　　　-　　　　-　�

応募科学館名�

学校名（フリガナ）�

氏　名（フリガナ）�

住　所（フリガナ）�

年　齢�

学　年�

ちょっと遠いけど、家族で宇宙旅行に行く

ことになりました。出発前からもうドキドキ

です。宇宙船に乗ってどこまでいくのでし

ょう。着いた星ではど

んなことが待っている

のかな。家族旅行の

思い出、教えてね。�
※上記のテーマで作文と�

　絵画を募集しています。�

とお� かぞく�

さくぶん� かいが�

うちゅうりょこう� い�

しゅっぱつまえ�

うちゅうせん� の�

つ� ほし�

ま�

かぞくりょこう�

おも� で� おし�

じょうき� さくぶん�

かいが� ぼしゅう�

●科学館により選定される賞および副賞�

●各科学館の最優秀賞の中から選定される賞および副賞�

うちゅう� かぞくりょこう�
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部・部門�

●参  加  賞　コンテスト応募者全員�

●主　　催　文部科学省・宇宙科学研究所・�

                        国立天文台・宇宙開発事業団・�

                        （財）日本宇宙フォーラム・（財）日本宇宙少年団・�

                        参加科学館�

●応募資格　全国の小・中学生�

●応募締切　　　　　　　　　　　　　　　　［当日必着］�

●審査および各賞　応募先の科学館で小学生、中学生の各部門ごとに、最優�

　　　　　　秀賞（1点）、優秀賞（2点）、佳作（3点）を選定します。�

　　　　　　選ばれた方は、応募先の科学館にて表彰を行います。さ�

　　　　　　らに、各科学館の最優秀賞の中から、「全国小・中学生 作�

　　　　　　文絵画コンテスト」審査委員会の厳正な審査のうえ、各部�

　　　　　　門ごとに、文部科学大臣賞（1点）、宇宙科学研究所長賞�

　　　　　　（1点）、国立天文台長賞（1点）、宇宙開発事業団理事長�

　　　　　　賞（1点）、（財）日本宇宙フォーラム理事長賞（1点）、（財）日�

　　　　　　本宇宙少年団理事長賞（1点）を選定します。受賞者は東�

　　　　　　京で行われる表彰式にご招待し、賞状および副賞を進呈�

　　　　　　します。�

●発　　表　各賞の入賞者に直接通知します。�

●お問い合わせ　応募科学館（右記の一覧表参照）または下記事務局に�

　　　　　　お問い合わせください。�

（各部門1点）�

（各部門2点）�

（各部門3点）�

FM／AMラジオが聴ける�

星座がすばやく見つかる�

便利な5つの機能が使える�

�
（各部門1点）�
�
�
（各部門1点）�
�
�
（各部門1点）�
�
�
（各部門1点）�
�
�
（各部門1点）�
�
�
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家族でのキャンプ道具がそろった　�
　　　�
�
ハイキングにも持っていける　�
　　　�
�
宇宙への夢がふくらむ�
�
�
テレビにつなげば大迫力　�
　　　�
�
小さくたたんで旅行先でも乗れる　�
　　　�
�
パソコンにつないで楽しめる　�
　　　�

※作品の送付は必ず科学館（一覧表参照）あてにお願�
　いします。「宇宙の日」事務局では科学館における審�
　査は行っていません。�

札幌市青少年科学館　　　　　　　011-892-5001�
〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20�
�
余市宇宙記念館スペース童夢★　　 0135-21-2200�
〒046-0003 北海道余市郡余市町黒川町6丁目4-1�
�
室蘭市青少年科学館　　　　　　　0143-22-1058�
〒051-0015 北海道室蘭市本町2丁目2番1号�
�
苫小牧市科学センター　　　　　　  0144-33-9158�
〒053-0018 北海道苫小牧市旭町3丁目1-12�
�
穂別地球体験館　　　　　　　　　01454-5-2341�
〒054-0211 北海道勇払郡穂別町字穂別79-5�
�
岩見沢郷土科学館★　　　　　　　0126-23-7170�
〒068-0833 北海道岩見沢市志文町809�
�
旭川市青少年科学館★　　　　　　0166-22-4171�
〒070-0044 北海道旭川市常磐公園�
�
釧路市青少年科学館　　　　　　　0154-41-6225�
〒085-0822 北海道釧路市春湖台1番7号�
�
八戸市視聴覚センター･児童科学館　0178-45-8131�
〒031-0001 青森県八戸市類家4丁目3番1号�
�
むつ科学技術館　　　　　　　　　 0175-25-2091�
〒035-0022 青森県むつ市大字関根字北関根693�
�
斎藤報恩会自然史博物館　　　　　022-262-5506�
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2丁目20番2号�
�
角田市スペースタワー･コスモハウス　0224-63-5839�
〒981-1505 宮城県角田市角田字牛館100�
�
仙台市こども宇宙館　　　　　　　  022-373-0999�
〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-8-6�
�
秋田県立子ども博物館　　　　　　 018-865-1161�
〒010-0955 秋田県秋田市山王中島町1-2�
�
秋田県立農業科学館　　　　　　　0187-68-2300�
〒014-0073 秋田県大曲市内小友字中沢171-4�
�
郡山市ふれあい科学館★　　　　　 024-936-0201�
〒963-8002 福島県郡山市駅前２丁目11-1�
�
つくばエキスポセンター　　　　　　 0298-58-1100�
〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-9�
�
栃木県子ども総合科学館★　　　　 028-659-5555�
〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町567番地�
�
向井千秋記念子ども科学館　　　　 0276-75-1515�
〒374-0018 群馬県館林市城町2番2号�
�
さいたま市宇宙劇場　　　　　　　  048-647-0011�
〒331-0851 埼玉県さいたま市錦町682番地の2�
�
さいたま市青少年宇宙科学館　　　  048-881-1515�
〒336-0908 埼玉県さいたま市駒場2-3-45�
�
越谷市立児童館コスモス　　　　　  0489-78-1515�
〒343-0042 埼玉県越谷市千間台東2丁目９番地�
�
千葉市立郷土博物館　　　　　　　043-222-8231�
〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻1-6-1�
�
東金こども科学館　　　　　　　　  0475-55-6211�
〒283-0801 千葉県東金市八坂台1-2107-3�
�
科学技術館　　　　　　　　　　　03-3212-8509�
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1�
�
東芝科学館　　　　　　　　　　　044-549-2200�
〒212-8582 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地�
�
三菱みなとみらい技術館　　　　　   045-224-9031�
〒220-8401 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�
�
富山市科学文化センター　　　　　  076-491-2123�
〒939-8084 富山県富山市西中野町1-8-31�
�
金沢市キゴ山天体観察センター　　   076-229-1141�
〒920-1141 石川県金沢市平等本町力13-1�
�
石川県立航空プラザ　　　　　　　 0761-23-4811�
〒923-0995 石川県小松市安宅新町丙92�
�
コスモアイル羽咋　　　　　　　　  0767-22-9888�
〒925-0027 石川県羽咋市鶴多町免田25�
�
福井県児童科学館･エンゼルランドふくい　0776-51-8000�
〒919-0475 福井県坂井郡春江町東太郎丸3-1�
�
飯田市美術博物館　　　　　　　　0265-22-8118�
〒395-0034 長野県飯田市追手町2-655-7�
�
�

科学館名／住所　　　　　　　　　　　　　　　　　電話� 科学館名／住所　　　　　　　　　　　　　　　　　電話�

大垣市スイトピアセンター・コスモドーム★　0584-74-6050�
〒503-0911 岐阜県大垣市室本町5-51�
�
大阪市立科学館（夢宙ときめき館）　  06-6444-5656�
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-2-1�
�
大阪科学技術館　　　　　　　　　06-6441-0915�
〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-8-4�
�
大阪府立大型児童館ビッグバン　　   0722-94-0999�
〒590-0115 大阪府堺市茶山台1-9-1�
�
伊丹市立こども文化科学館　　　　  0727-84-1222�
〒664-0839 兵庫県伊丹市桑津3-1-36�
�
姫路科学館　　　　　　　　　　　0792-67-3001�
〒671-2222 兵庫県姫路市青山1470-15�
�
明石市立天文科学館　　　　　　　078-919-5000�
〒673-0877 兵庫県明石市人丸町2-6�
�
にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム　0795-23-2772�
〒677-0039 兵庫県西脇市上比延町334-2�
�
白浜エネルギーランド　　　　　　　0739-43-2666�
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3083 �
�
さじアストロパーク　　　　　　　　  0858-89-1011�
〒689-1312 鳥取県八頭郡佐治村高山1071-1�
�
倉敷科学センター　　　　　　　　  086-454-0300�
〒712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田940�
�
広島市こども文化科学館★　　　　  082-222-5346�
〒730-0011 広島県広島市中区基町5-83�
�
愛媛県総合科学博物館★　　　　　0897-40-4100�
〒792-0060 愛媛県新居浜市大生院2133-2�
�
北九州市立交通科学館　　　　　　093-961-4301�
〒802-0984 福岡県北九州市小倉南区志井公園1-1�
�
スペースワールド宇宙博物館　　　   093-672-3100�
〒805-8585 福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1�
�
福岡県青少年科学館★　　　　　　0942-37-5566�
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1713�
�
佐賀県立宇宙科学館★　　　　　　0954-20-1666�
〒843-0021 佐賀県武雄市武雄町大字永島16351�
�
長崎市科学館★　　　　　　　　　095-842-0505�
〒852-8035 長崎県長崎市油木町7-2�
�
鹿児島市立科学館　　　　　　　　099-250-8511�
〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2-31-18

★印の付いている科学館では作文のみ応募を受け付けます。�
★印の付いている科学館では絵画のみ応募を受け付けます。�

〒�
　�
�
�
�
　　　　　　　　　　　　　TEL.　　　-　　　　-　�

応募科学館名�

学校名（フリガナ）�

氏　名（フリガナ）�

住　所（フリガナ）�

年　齢�

学　年�

ちょっと遠いけど、家族で宇宙旅行に行く

ことになりました。出発前からもうドキドキ

です。宇宙船に乗ってどこまでいくのでし

ょう。着いた星ではど

んなことが待っている

のかな。家族旅行の

思い出、教えてね。�
※上記のテーマで作文と�

　絵画を募集しています。�

とお� かぞく�

さくぶん� かいが�

うちゅうりょこう� い�

しゅっぱつまえ�

うちゅうせん� の�

つ� ほし�

ま�

かぞくりょこう�

おも� で� おし�

じょうき� さくぶん�

かいが� ぼしゅう�

●科学館により選定される賞および副賞�

●各科学館の最優秀賞の中から選定される賞および副賞�

うちゅう� かぞくりょこう�



「宇宙の日」と「世界宇宙週間」を含む�
9月上旬から10月上旬までを�

「宇宙の日」ふれあい月間として�
各地でさまざまな行事を開催します。�

「宇宙の日」ふれあい月間中に「宇宙ふれあい塾2001」を開催します。楽し
みながら宇宙のことが学べるいろいろなプログラムを用意しています。どうぞ
ご期待ください。なお、「宇宙ふれあい塾2001」の入場は無料です。詳しい
日程や内容、参加方法については7月上旬に決まる予定です。下記事務局ま
でお問い合せください。�

今年も「地球観測フェア2001」を開催します。環境問題をはじめ社会

のさまざまな局面で、地球観測衛星がどのように活用されているのか

をテーマにして、展示を行います。開催は9月の予定です。詳しい内容

については、下記までお問い合わせください。�

宇宙開発事業団の各施設では、「宇宙の日」ふれあい月間にあわせ、

一般公開や各種イベントを行う予定です。日程やイベント内容などは、

各事業所（下記参照）までお問い合せください。�

1994年、「宇宙の日」マスコットキャラクターを公

募し、多数の応募の中から「星ノ介くん」が選ば

れました。「星ノ介くん」は、宇宙といつまでも仲

良くしていけるように、握手を求めているところを

イメージして描かれた作品です。�

宇宙と末永く仲良くするという�

趣旨といつまでも愛される�

かわいらしさをもっています。�

�

国連は昨年から、10月4日から10日までを宇宙科学技術が人類の発展に貢献した
ことを記念して「世界宇宙週間」としました。�
10月4日は1957年に人類初の人工衛星「スプートニック1号」が打ち上げられた日
であり、10月10日は1967年に「宇宙条約」が発効した日です。�

このパンフレットは�
再生紙を使用しています。�


