筑波研究学園都市50周年記念事業

7月20日

土

9月1日

日

2013

指定見学施設一覧表
指定見学施設名

○：必 要 ×：不 要

住所・電話番号 所要時間 通行（入構）手続き 予 約

（独）国立公文書館つくば分館

〒300-4246
つくば市上沢6−6
TEL. 029-867-1910

30〜60分

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構

〒305-0801
つくば市大穂1-1
TEL. 029-864-5113

30分

(独）建築研究所
国土交通省
国土技術政策総合研究所
(独）土木研究所
ＮＴＴアクセス
サービスシステム研究所
（独）防災科学技術研究所
戸田建設 ㈱ 技術研究所
（国）筑波大学
国土地理院
「地図と測量の科学館」
ゆかりの森昆虫館
(独）国立科学博物館
筑波実験植物園

〒305-0802
つくば市立原1番地
TEL. 029-864-2151
FAX. 029-879-0627
〒305-0804
つくば市旭１番地
TEL. 029-864-2211
〒305-8516
つくば市南原１番地６
TEL. 029-879-6700
〒305-0805
つくば市花畑1-7-1
TEL. 029-868-6020

90分

×

右欄②の＊
のみ○

②のみ○
①は、展示館で
受付け

×

②のみ○

①展示館見学は、7月22日 (月)〜8月30日 (金)までの平日、月〜金：10:00〜12:00、13:00〜16:00
②実験施設等のツアー見学は、7/24(水 )、7/27(土 )の 2日間 ＊24日 (水 )は午後のみ
②は、事前に電話予約が必要です。（先着順）時間の詳細は、総務課までお問い合わせいただくか、
建築研究所のホームページをご覧下さい。http://www.kenken.go.jp

30分

×

○

お客様と NTT を結ぶ最も身近なネットワークである「アクセスネットワーク」について、
光ファイバを使って情報を伝える仕組みを中心に紹介致します。

月〜金 ①11:00〜 ②13:30〜 見学希望日の前日までに電話予約が必要です。団体で見学しますの
で、集合時間厳守でお願いします。
予約開始日：7/16（火）9:00〜
※8/12〜16の見学はお休みです。 ※スケジュールは変更になる
場合がありますのでご了承ください。事前にお電話でご確認をお願いします。

〒305-0006
つくば市天王台３-１
TEL. 029-863-7792
FAX. 029-851-1622

60分

×

×

Ｄｒ．ナダレンジャーの「真夏の自然災害実験教室」

Ｄｒ．ナダレンジャーの「真夏の自然災害実験教室」
期間中５日間 10回
実施日：7月22日（月）、8月5日（月）、8月12日（月）、8月19日（月）、8月26日（月）
1回目10：30〜11：30
2回目14：00〜15：00 ※スタンプラリーは上記5日間のみ実施

〒300-2622
つくば市要315
TEL. 029-864-2961

120分

×

○

★地震による建物のゆれの実演
★演奏の良い響きや電車騒音を直接体感
★建物屋上に造ったビオトープ (メダカいるよ !)の見学
★超硬いコンクリートの破壊試験の実演 他

8月2日 (金 ) 午前（10時〜12時） 午後（14時〜16時） ◆通常葉書に 〒､住所、代表者名、電話
番号、大人・子供の人数と希望時間を記入して申し込んで下さい。＊電話番号は見学当日連絡がとれ
る番号を記入して下さい。 ◆申込み期間は 7月13日〜7月20日（必着）です。 ◆抽選後、当選者
には 7月26日までにハガキで連絡します。

30分程度

×

×

筑波大学ギャラリー
「朝永記念室、白川記念室、体育・スポーツ展示等」

7/20（土）〜8/9(金）、8/20（火）〜9/1(日）
火〜日 9：00〜17：00（月曜日休館）、 8/26（月）臨時開館

60分

×

○

・地図記号クイズラリー
（夏休み特別編）にチャレンジ！
・測量用の航空機「くにかぜ」を内部公開します！
・測量を実際に体験してみよう〜測量体験教室を実施〜！
企画展「富士山」開催中！
（無料）

開館日：毎週火曜日〜日曜日 9:30 〜 16:30
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日） ※団体（15 名以上）予約は、電話で空き状況を確認後、
希望日の一週間前までに HP ( http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/index.html )、または FAX
(029-864-3729) にて申込書を提出して下さい。

30分

×

〒305-8577
つくば市天王台1-1-1
TEL. 029-853-2063
029-853-2064
〒305-0811
つくば市北郷１番
TEL. 029-864-1872
〒300-2633
つくば市遠東676
TEL. 029-847-5061
〒305-0005
つくば市天久保4-1-1
TEL. 029-851-5159

×

①60分
②120分
③120分
④60分

※但し、団体
（15名以上）の
場合

×

×

つくばサイエンス・
インフォメーションセンター

〒305-0031
つくば市吾妻1-10-1
TEL. 029-852-6789
FAX．029-852-5513

20分

×

※のみ○

サイバーダインスタジオ

〒305-0817
つくば市研究学園 C50街区1
イーアスつくば 2F
TEL. 029-828-8282

30分

×

×

〒305-0822
つくば市苅間2530
※予約応募先 〒105-0012
東京都港区芝大門1-1-30
日本自動車会館12F
TEL. 03-5733-7921

180分

〒305-8585

展示場
（30分〜60分）
プラネタリウム
（60分）

つくば市御幸が丘21
TEL. 029-863-7048
FAX. 029-852-2965
〒305-0032
つくば市竹園2-20-3
TEL. 029-861-0001

①90分
②180分

〒305-0047
つくば市千現1-2-1
TEL. 029-859-2026

①60分
②60分
③75分

（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）〒305-8505
つくば市千現2-1-1
筑波宇宙センター
TEL. 029-868-2023
(独）産業技術総合研究所
地質標本館

①展示館の自由見学
②実験施設のツアー見学 (定員制・予約制）

9:30〜16：30（毎日開館）ただし、8月5日（月）〜7日（水）を除く。

○

つくばエキスポセンター

(独）物質・材料研究機構

コミュニケーションプラザ（常設展示ホール）見学

×

(移動時間含む)

〒305-0031
つくば市吾妻2-9
TEL. 029-858-1100

つくば国際会議場

見学可能な日時等

〔バス乗車による見学ツアー〕
7/26(金 )①試験走路＆川をさかのぼる津波の実験 ②試験走路＆コンクリートの「健康診
断」(非破壊検査 ) 8/ 2(金)①試験走路＆音がひびく部屋、吸収される部屋を体験しよう
②試験走路＆暮らしと水について学ぼう 8/ 9(金 )①試験走路＆土砂災害の発生実験 (土
石流発生装置 ) ②試験走路＆走行中の電気自動車に充電する未来の給電システムの実験
※試験走路は、全て「高速走行体験」(但し、雨天中止 )を含みます。

60分

筑波学院大学

アステラス製薬 (株）
つくば研究センター(御幸が丘）

容

○

正門インフォメーションセンター
にて来所目的（つくばちびっこ博士
見学）を告げ、「見学者証」を受け
取る。

〒305-0031
つくば市吾妻3-1
TEL. 029-858-4811

(一財）日本自動車研究所

内

①「旗本御家人の世界」：大河ドラマなどの時代劇や小説ではわからない江戸時代の旗本御 ①展示7/22(月 )〜8/31(土 ) 9:15〜17:00(土・日・祝日休館、ただし、８月の土曜日は開館します。)
家人の実像について、当館が所蔵する公文書等を通じて紹介します。
②開催期間中の平日11:00〜15:00(12:00〜13:00を除く )
②「和綴じの記録帳を作ってみよう！」和綴じ体験：日本古来の綴じ方である和綴じを紹介。 ＊四ツ目綴じ体験講座：8月の土曜日のみ 13:30〜１時間程度。
また、小中学生を対象に予約制による四つ目綴じの体験講座も開催します。
一回につき定員先着20名（小中学生のみ） 電話で事前にご予約ください。

〒305-8567
つくば市東1-1-1
TEL. 029-861-3750
〒305-8561
つくば市東1-1-1
TEL. 029-862-6215
〒305-0052
つくば市長峰1-2
TEL. 029-851-4125
FAX. 029-851-5765
〒305-0052
つくば市長峰1-2
TEL. 029-851-4121
FAX. 029-851-1670

10分

スペースドーム
30分程度
ツアー見学
80分

×

○

×

20名様以上
団体料金
（要予約）

○
受付で参加者
名簿にて確認

○

○

約5000点の昆虫標本が展示されています
ちびっこ博士の参加者は無料・大人210円

○7/26(金 )、8/2(金 )、8/9(金 )の各日とも 10:00、11:00、13:00、14:00に見学バス発。
○国土技術政策総合研究所と土木研究所の共同開催 （国土技術政策総合研究所本館前集合）。
○定員制のため、電話による予約制（先着順）。
○予約先 国土技術政策総合研究所 総務部総務課 ℡029-864−2672
■予約受付日 7/16(火 )、17(水 )、18(木 )、19(金 )、22(月 )
各日とも 9時〜12時、13時〜17時

9:00 〜 16:30（閉館 17:00）
休館日 月曜（祝日の場合は翌日休）

●夏休み植物園フェスタ 7/23（火）〜8/4（日）開催
①クイズラリー 30分〜60分 ②体験イベント 30分程度（先着午前80名 午後80名）7/23-24
（葉脈の標本しおりをつくろう），7/25-26（押し花はがきをつくろう），7/27-28（マツボックリクラ
フト、
（29日は休園））， 7/30-31（押し花しおりをつくろう）， 8/1-2（押し花コースターをつくろう），
8/3-4（ホオノキクラフト）※クラフト受付時間（10:00-11:30／13:30-15:30）
9:00 〜 17:00（入園は 16:30 まで）月曜日休園（祝日の場合は翌日休）
●水草展8/10（土）〜8/25（日）開催
①バイカモ（梅花藻）
の特別展示 ②「食虫水草タヌキモにミジンコを食べさせよう」
（毎日開催），
「水草ミニ水槽をつくろう」
（毎日開催），「水草の池でエビやメダカをつかまえよう」
（毎日開催）
③「美しい水草の世界」日本を代表するプロのレイアウターが多数の水草水槽を展示

①ゲームを作って，アルゴリズムを学ぼう！
②「算数をたのしもう！」ワ−クショップ
③テクノクラフト／テクノ手芸を体験しよう！
④Android で，ロボットを動かそう！
●プラネタリウム，参加体験型展示など。（宇宙、海洋、エネルギー、ナノテクノロジー、
生命科学、地球環境）
●ちびっこ博士パスポートをお持ちの小中学生は、入館料は無料。プラネタリウムは、
料金がかかります。（追加料金200円）

①7/20（土）
10:00〜11:00、13:00〜14:00、対象 :3年生〜、各20人 ( 2回実施 ) ②8/20（火）13:00〜15:00、
対象 :3年生〜、30人 ③8/23（金）
10:00〜12:00、対象 :1年生〜、20人 ④8/24（土）
10:00〜11:00、13:00〜
14:00、対象 :5年生〜、各10人 ( 2回実施) ■以下のＥ-メールでの申込み hakase2013@tsukuba-g.ac.jp
■申込み期間は 7/13〜20(20日は 17時で締切 )まで。(①のみ 7/18締切 )メール以外での申込みや期間外の申込
みは無効。申込みは 1名につき 1講座1件まで。 ※当日のキャンセル待ちなし。 ■件名を希望講座名｢ゲームを
作成｣,｢算数を楽しむ｣,｢テクノクラフト｣,｢ロボットを動かす｣, とし , 本文に①希望者氏名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)②学年③性別④
郵便番号・住所⑤電話番号を記入。 ■抽選結果は、講座日の 1週間前（①のみ 7/19）までにメールで連絡。
@tsukuba-g.ac.jpを受信可能にしてください。

開館時間：9：50 〜 17：00

※入館は閉館 30 分前まで

※ちびっこ博士パスポートの配布は当館では行っておりません。
※プラネタリウム 一般おとな 800円 /一般こども 400円 ※入館のみ 一般おとな 400円 /一般こども 200円
※割引券をお持ちの方、おとな入館のみ 100円割引、こども入館のみ 50円割引。

市内の各研究機関協力により，各研究機関の研究成果を展示しています。
インフォメ特別講座
①「ビー玉万華鏡と発泡ポリスチレン表札をつくろう」
②「いろんな紙ひこうきを折って，飛ばそう！」
③「南極ってどんなところ？南極大陸越冬隊の話」を開催。

開館時間：9時00分〜17時45分 休館日：月曜日（月曜日が祝日と重なった場合は翌日）
駐車場：駐車場はありません。周辺の有料駐車場をご利用ください。
※インフォメ特別講座について
●日時：①7月20日 (土 )10時〜11時30分 ②7月27日 (土 )10時〜11時30分
③8月10日 (土 )10時〜11時30分を予定
●場所：つくばサイエンス・インフォメーションセンター大会議室
●募集人数：先着30名とします。
●応募方法：つくば市 HP→「観光・イベント・交通」→「インフォメ特別講座」内申込みから (詳しくは HPを
ご覧ください。） 申込期間：つくば市 HPからご確認ください。なお，期間外の受付は，いたしません。
※参加決定者にはメールにてご連絡いたします。（確認のため電話連絡もあります。)

世界的に注目を集めている CYBERDYNE（サイバーダイン）のロボットスーツ HAL を中心
に、日々開発が進む様々なテクノロジー、特に先端福祉機器やロボット技術・サイバニクス
技術をテーマに展示・運用している施設です。
現在入館は無料となっており、展示は自由にご覧いただけます。

10 時〜21 時

『体験！体感！クルマのことをもっと知りたい！』
二輪車の試験運転体験
ドライバーから見える？見えない？（死角について）
反射材の夜道の実力！？
バナナも凍る低温環境体験など

8月19日（月）、20日（火）13：30〜16：30
受付期間：7月26日（金）まで（当日消印有効）
応募方法：往復はがきに「つくばちびっ子博士参加希望」と明記の上、参加希望日・郵便番号・住所・参加希望者氏名･
学校名・学年・連絡先・同行者氏名を記入、復信ハガキに住所・氏名を記入し、東京の事務所
（東京都港区芝大門1-130-12F）宛にご応募下さい。応募は一家族一通とします。当選の結果は、8月初旬にはがきで連絡します。
詳しくは、弊所ホームページをご覧下さい。

事前に入構証を
郵送致します。

○

①わかりやすいくすりの話，研究所見学
(13:30-15:00) 小中学生（定員 40 名）
②①に加え，くすりに関する実験
（13:30-16:30)5 年生以上限定（定員 20 名）

8月1日 (木 ) ①13:30-15:00 ②13:30-16:30 ハガキ又は FAX(029-852-2965)にて応募で 7/16（火）
必着。抽選後、当選者には電話にてご連絡致します。申込は 1家族1通まで。【住所・希望者氏名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)・
学年・同行者氏名 (幼児有の場合は年齢も )・平日昼間連絡が繋がる電話番号（携帯電話番号可）
・希望ｺｰｽ
(①か②を選択 )・来場方法（ﾏｲｶｰ又は公共交通機関）】を明記ください。

×

×

施設内自由見学
見学可能な場所は、会議場内のエントランス、廊下等の公共スペースです。
各ホールを含む会議室内は見学できません。

●見学出来る日 ちびっ子博士開催期間中
●見学時間 9時30分〜17時00分
※会議の開催状況によっては、見学できない場合があります。

○

実施当日、千現地区正門横の守衛室
にて入行証を受け取り、研究本館管
理棟1階正面玄関受付にて「ちびっこ
博士」参加の旨の申し出する。

スペースドーム / プラネット
キューブ→×
見学ツアー→○
ツアー見学や団体での見学は
見学受付（E-2）にて手続き

○

○

①金属の不思議（1）
②金属の不思議（2）
③とても冷たい世界のできごと −超伝導のはなし−
【注意】①と②の内容は同じものです。1 日に 2 回の講座を実施します。

スペースドーム／
【予約無】スペースドーム、プラネットキューブ
プラネット
※団体は要予約
キューブ ×
【要予約】ツアー見学（ガイド付き施設見学）
ツアー見学 ○

○

岩石・鉱物・化石類の展示、日本列島の地質や太平洋の海底大型模型、その他地球に
関するいろいろな情報

8月23日（金） ①10:30〜 金属の不思議 ②13:30〜 金属の不思議 ③15:30〜 とても冷たい世界
のできごと −超伝導のはなし−
葉書による応募（7/30必着）
で抽選の結果、当選者には後日ご連絡いたします。
詳しくは 機構ホームページをご確認の上、ご応募下さい。
・スペースドーム／プラネットキューブ
毎日 10：00 〜 17：00
・ツアー見学
月曜日休み ( 祝日・夏休み等は実施 ) お電話にて予約受付
開館日：毎週火〜日 9：30〜16：30
休館日：毎週月曜日休館（祝日の場合は翌平日 )。
臨時休館（10/6、10/20）
年末年始 (12月28日から 1月4日まで )

約90分

乗用車を利用の場合は正門にて
一時停止をして通行証を受け取
り、ダッシュボードに掲示

50分

乗用車を利用の場合は正門にて
一時停止をして通行証を受け取
り、ダッシュボードに掲示

団体の場合

60分

×

×

施設見学、観測機器・パネルの展示、ゾンデ放球

30分

×

×

昨年４月１日に気象庁本庁
（東京大手町）からつくばに移設更新された風洞施設を公開します。
世界的に見ても珍しい風向風速計の検定・検査に特化した風洞施設です。併せて歴史的価値のあ
8 月 7 日（水）10 時〜 16 時 ( 受付終了 15 時 30 分）
る古い気象測器の展示 (カンベル日照計）・スケルトン転倒ます雨量計・展示用風向風速計の実演、
超音波積雪計で身長測定、気象測器のパネル展示もします。

60分

×

×

気象や地震に関する簡単な実験や、気象研究所で行う研究をパネル展示するほか、気象庁マスコ
ットキャラクター 「はれるん」と一緒に写真撮影など、自由に参加、見学できます。
※駐車場が少なく限りがあるので、公共の交通機関のご利用をお願いします。
※屋外のコーナーもあるので、飲み物などをお持ちになりご来場ください。

×

×

研究施設見学、環境講座、クイズ、体験型イベント

7 月 20 日（土）9：30 〜 16：00（受付終了 15:00 )

30分

×

×

研究成果のパネルと果物展示、果物を使った実験

7 月 24 日 ( 水 ) / 7 月 31 日 ( 水 ) / 8 月 7 日 ( 水 )
10 時〜 16 時 ( 受付終了 15:30)

30〜40分

×

×

花の仕組みを観察実習・パネル展示
温室見学（13:30 〜 14:00）

30〜45分

×

×

①種苗管理センターの業務・施設の見学
②鉢上げ体験（予約は不要ですが、苗がなくなり次第終了します。）

夏休み期間中 7/24、7/31、8/7 の 3 日間
(10:00 〜 12:00・13:00 〜 15:00）

〒305-0843
つくば市八幡台1-2
TEL. 029-838-0571

120分

×

○

薬用植物わくわく体験コース
― ハーブ石けんをつくろう ―
― 君も薬用植物もの知り博士になろう ―

8 月 1 日 ( 木 ) 10 時、14 時 往復ハガキによる応募 (7 月 23 日必着）で後日当選者に連絡。
希望者 ( 同行者を含む）の氏名、年齢を記載。一家族１枚限り。

（独）国際協力機構
筑波国際センター（JICA筑波）

〒305-0074
つくば市高野台3-6
TEL. 029-838-1113

①30〜60分
②60分
③30分

×

②と③
は〇
予約必要

（独）理化学研究所
バイオリソースセンター

〒305-0074
つくば市高野台3-1-1
TEL. 029-836-9111

×

往復はがきで住所、氏
名、学年を明記のうえ
申込。7月16日必着。
応募多数の場合は抽選。
③ の場合のみ ,大人も
参加する場合には、氏
名とお子様との続柄も
明記のこと。

(独）産業技術総合研究所
サイエンス・スクエア つくば
高層気象台
気象測器検定試験センター

〒305-0052
つくば市長峰1-1
TEL. 029-853-8546

気象研究所
（独）国立環境研究所
農研機構

果樹研究所

農研機構

花き研究所

（独）種苗管理センター
(独）医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター

（独）農業生物資源研究所

〒305-8506
つくば市小野川16-2
TEL. 029-850-2309
FAX. 029-851-2854
〒305-8605
つくば市藤本２-１
TEL. 029-838-6447
FAX. 029-838-6437
〒305-8519
つくば市藤本２-１
TEL. 029-838-6802
FAX. 029-838-6841
〒305-0852
つくば市藤本2-2
TEL. 029-838-6587
FAX. 029-839-1183

〒305-8602
つくば市観音台 2-1-2
TEL. 029-838-8469

○

約2時間
（見学可能な
全施設を回っ
た場合）

各120分

90分程度

〒305-8517
つくば市観音台3-1-1
TEL. 029-838-8980

30〜60分

（独）農業環境技術研究所

〒305-8604
つくば市観音台3-1-3
TEL. 029-838-8191
FAX. 029-838-8299

① 150分
(雨天時は120分 )
② 30分〜90分

（独）森林総合研究所
もりの展示ルーム

〒305-8687
つくば市松の里１
TEL. 029-829-8134

30分

食と農の科学館

○

当日玄関で受付し
配布

×

×

団体の場合

○

毎週 火〜日 9:30-17:00
毎週月曜日休館 (祝日の場合は翌平日 )
※ 団体（10名以上）の場合は予約が必要です。以下のいずれかの方法でご予約下さい。
電話：029-862-6215（平日9時30分から 17時まで）ＦＡＸ：029-862-6212 Eメール：sst-ml@aist.go.jp
8 月 7 日（水）10 時〜 16 時 ( 受付終了 15 時 30 分）

8 月 7 日（水）10 時〜 16 時 ( 受付終了 15 時 30 分）

7/24（水）・7/31（水）・8/7（水）9:30 〜 16:00 まで
（受付終了は 15:30 です）

①企画展示（自由見学）国際協力や開発途上国について学べる展示、民族衣装試着など
①平日10:00-16:00(閉館17:00/土日祝休み )
②ガイドツアー＆体験学習「農業分野の国際協力」 ※要予約（各回先着30名）
・7/26（金）「スイカの糖度チェックと食味」・8/12（月）「世界の稲の品種観察とコメの食味」 【要予約】
②ガイドツアー＆農業体験学習 11:00-12:00（各回先着30名）7/26、8/12、8月下旬
・8月下旬「精米機械の実演」
③ガイドツアー＆おはなし会（小学校低学年向け） ※要予約（各回先着15名）
③ガイドツアー＆おはなし会 11:00-12:00（各回先着15名）8/6 (火）、8/22（木）
8/6（火）、8/22（木）
【予約申込先】7/16（火）予約受付開始
希望日、氏名、学年、連絡先を以下まで
・最新情報はJICA筑波 HPにて。 http://www.jica.go.jp/tsukuba/
E-mail：jicatbicーmeeting@jica.go.jp FAX：029-838-1119
・食堂でエスニックランチ（有料）も体験できます。12:00〜14:00（ラストオーダー13:30）
①お口やおなかの中の細菌をみてみよう！虫歯菌ってどんなもの？
②麹（こうじ）やチーズなどのおもしろい形をしたカビを顕微鏡で見てみよう！
③DNAって何？ゲノムって？遺伝子のこと？
本物の DNAを自分の手で取り出してみます。DNAブロック模型も組み立て、 顕微鏡やビデオで細胞や
マウスもみながら、生命の設計図であるゲノムDNAについてさまざまな角度から体験学習をしましょう。
ゲノム研究から開発された iPS細胞も紹介する予定です。親子などでの体験学習参加も歓迎します。

◆①②の見学日時 7月25日（木）午前10:00〜12:00/午後13：00〜15：00に 2回行われる①と②のコースに
両方、あるいはどちらか片方に参加できる、小学４年生から中学生までの方
各コース1回10名（合計20名）まで
◆③の見学日時
7月26日（金）午後13：30〜15：40 対象：小学４年生以上。16名まで。お子様１名につきおとなの同伴参加
（受付開始13：10分）単なる付き添い見学だけの場合には人数制限はありません。
が２名まで可能です。

○

キミも昆虫博士！? 〜夏休みに知ろう虫の研究〜
○当たればキミも昆虫博士! カメムシの臭い当てクイズ
○シロアリセルラーゼで紙を溶かしてみよう！
○宇宙でも死なないスーパー昆虫！ネムリユスリカってどんな虫
○比べてみよう！100年前のカイコ解剖図

○開催日時 8/21(水 )、8/22(木 )両日とも 10:30〜12:00、13:30〜15:00の２回 (全４回 )
○募集定員 各回とも定員20名 (合計80名 )
○応募方法 往復ハガキに「つくばちびっ子博士参加希望」と明記し、①住所、②電話番号 (日中連絡のと
れる番号）、③連絡用 E-mailアドレス、④希望者氏名・学年 (家族で参加の場合は兄弟姉妹全員分）、⑤同
行する保護者氏名、⑥希望する日 (8/21、8/22両日のいずれかを記載して下さい。参加時間は申込み
後、抽選で決定し通知します。)を記入し、左記申込み先住所の広報室「つくばちびっ子博士2013」まで
ご応募下さい。応募は 1家族１通とします。
○応募締切 ８月2日 (金曜日 )消印有効 ※締切後、応募者多数の場合は抽選し、返信ハガキにて結果を
お知らせいたします。

×

農研機構を始め、農林水産省所管の独立行政法人における研究成果や新しく開発した技術を紹介して
おり、農業の大切さ、それを支えてきた農業技術発達の歩みを知ることができます。

9 時〜 16 時（年末年始を除く毎日開館）
※施設点検等により休館する場合は、HP 等でお知らせしますので確認ください。

①○
②×

① 昆虫採集教室
（昆虫採集・標本作り、雨天時は標本作りのみ）
② のうかんけん夏休み公開 （プラスチックのひょうほんを作ったり、白衣をきて実験を
したり、ミニ農村のおまつりでいっしょに歌をうたったり、たのしいことがいっぱい！）

① 7/23(火 ) 9:30〜12:00(20名 )､7/24(水 ) 9:30〜12:00(20名 )
小学3年生以上対象
【ハガキ･FAX・Eメールで応募：7/17(水 )必着】
(1)参加希望日 23日・24日のいずれか (2)参加者氏名・ふりがな・学年 (3)住所・郵便番号 (4)電話
番号 (5)駐車場の要・不要を記載のこと。一度に 3名までお申し込み可能です。お申込みは１組につ
き１通でお願いします (複数申込無効）。応募者多数の場合は抽選。応募者全員に結果を郵送します。
② ７/27(土 【当日受付】開催時間9:30〜16:00
)
※詳しくは、所 HPで案内 (農業環境で検索）

×

もりの展示ルーム夏休み公開
動物の剥製（はくせい）や昆虫の標本など展示されています。
樹木を知るために、世界一重い木など木の種類ごとの重さの違いと特徴を体感してね。
木は水に浮く？沈む？簡単な実験もしてみましょう。ほかにも、森林に関する発見があ
るかもしれませんよ。

○
正門守衛所で「つくばちび
っ子博士」
来所者である旨
を告げる。

「未来の技術がいっぱい！」をコンセプトにした産総研の常設展示施設です。
最先端の産業技術を楽しく見学できます。

つくばちびっ子博士開催期間中の全日
10:00 〜 16:00( 受付終了は 15:30)

●パスポート受け取り場所【7月12 日から配布】
つくば市役所（新庁舎１階総合案内所）

つくば市苅間 2530 番地 2
(研究学園 D32 街区 2 画地）

大穂窓口センター（旧大穂庁舎 1 階）

つくば市筑穂 1-10-4

豊里窓口センター（豊里保健センター内）

つくば市高野 1197-20

谷田部交流センター（谷田部保健センター２Ｆ）

つくば市谷田部 4774-18

桜窓口センター（桜歴史民俗資料館内）

つくば市金田 1658-1

筑波交流センター

つくば市北条 5060

茎崎窓口センター（茎崎保健センター内）

つくば市小茎 320

ゆかりの森昆虫館

つくば市遠東 676

つくば市総合案内所（ＴＸつくば駅南北自由通路内）

つくば市吾妻 2-104

つくばｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（つくば ｾﾝﾀーﾋﾞﾙ２階）

つくば市吾妻 1-10-1

市民活動センター（つくば ｾﾝﾀーﾋﾞﾙ１階）

つくば市吾妻 1-10-1

つくば市東京事務所（秋葉原ダイビル８階）
ＴＸ秋葉原駅から徒歩 6 分

東京都千代田区
外神田 1 丁目 18-13

注意：4歳から小学校就学前のお子様は，入館料が必要となります。
注意：プラネタリウムを見学される場合は，別途チケット
（有料）
が必要となります。
7月12日からパスポートの受け取りができますが，つくばちびっ子博士開催期間以外は，入館料がかかります。

つくば市内の研究機関を巡る１日乗り降り自由の路線バスです。
つくば市へ来るのが初めての方でも、手軽な交通手段としてご
利用いただけます。

『つくばちびっ子博士の指定見学施設も６ヵ所巡るよ！
スタンプをゲットして君も博士号の認定を受けよう！！！』

※夏休み期間中、月曜日を除く毎日運行

【夏休み特別運行時刻表】平成25年7月20日
（土）〜9月1日
（日）

夏休み限定
「ＴＸ＆サイエンスきっぷ」
がお得です！

※筑波実験植物園・つくばエキスポセンターは別途入館料がかかります。
（筑波実験植物園：65 才以上，高校生以下は無料）
（つくばエキスポセンター：パスポート持参の小中学生のみ無料。
プラネタリウムは別途 200 円かかります。）

スタッフガイドに関する
申込み・問い合わせ
つくばサイエンスツアーオフィス
（財団法人茨城県科学技術振興財団） TEL.029-863-6868

運行に関する問い合わせ
関鉄観光（株）つくば学園旅行センター

TEL.029-852-5666

＜スタッフガイド同行コース（毎週土曜日実施）＞

●前日までに電話でお申込みください。
●当日は、乗車券ご購入後、9:10 までに 8 番のりばにお集まください。
（TX & サイエンスきっぷをお持ちの方は、直接お集まりください）
●
の時間がスタッフガイド同行コースになります。

