
■交通のご案内
TXつくば駅より徒歩10分。
ご来場、お帰りの際は混雑回避と環境負荷軽減のため、
できるだけ自転車や公共交通機関をご利用ください。
なお、お車でお越しの方は、最寄りの有料駐車場をご利用ください。

■お問い合わせ
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つくば科学
フェスティバル
主　催：つくば市・つくば市教育委員会
共　催：筑波研究学園都市交流協議会
事務局：つくば市教育委員会  教育指導課　Tel. 029-883-1111（内線4710）

主　催：つくば市・つくば環境フェスティバル実行委員会
事務局：つくば市環境生活部  環境都市推進課　Tel. 029-883-1111（内線3620）

主　催：筑協「つくば3Eフォーラム」委員会ほか
事務局：つくば3Eフォーラム事務局（筑波大学 企画室内） Tel. 029-853-8052

本イベントは、東日本大震災復興事業として、被災地の子どもたちを招待します。

つくば環境
フェスティバル

つくば市教育委員会  教育指導課

Tel. 029-883-1111（内線4710）

つくば科学フェスティバル
楽しみながら科学を学ぶ

楽しみながら科学を学ぶ

2011年

1 1月12日・13日
つくばカピオ・大清水公園（多目的

広　場）
10時～16時（初日のみ9時30分～10時　オープニングセレモニー）

遊んで知って、スマートライフを始めよう

つくば市環境生活部  環境都市推進課

Tel. 029-883-1111（内線3620）

つくば環境フェスティバル
遊んで知って、スマートライフを始めよう

震災を経て、つくばが未来の日本に貢献できること

Tel. 029-853-8052

つくば3Eフォーラム事務局（筑波大学 企画室内）
secretariat-3ef@sakura.cc.tsukuba.ac.jp

Tel. 029-853-8052

つくば3Eフォーラム会議
震災を経て、つくばが未来の日本に貢献できること
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本印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における

「印刷」に係る判断の基準に従い、印刷用の紙へのリサイク

ルに適した材料［Aランク］のみを用いて製作しています。

カピオ

ロボット王国＊

二足歩行ロボットやアームロボットの実演・
体験。マイコンカーの展示。
・茨城県立つくば工科高等学校

身近なものを使って 

エネルギー変換を体験しよう
熱によるボールの弾み方、化学変化による吸
熱発熱反応など。
・つくばエネルギー教育研究会＋東京ガス

発電システムを体験しよう
燃料電池について。
・つくばエネルギー教育研究会＋東京ガス

節電で減らせる！ CO2
＊

家電の買い換え時は、節電とともに家庭から
CO2 排出量を減らすチャンスです。どのくら
い減らせるか模型等を使ってわかりやすく説
明します。
・（独）国立環境研究所

自転車DE発電＊

君のパワーは何ワット？　自転車をこいで発
電しよう！
・（独）国立環境研究所

太陽光で動くおもちゃを作ろう！
太陽の光でカエルもバッタも元気いっぱい動
きだす！環境にやさしいエネルギーで動く
おもちゃを作ってみよう。
対象：小学生（4年生以上）
・�（財）茨城県科学技術振興財団

つくばサイエンスツアーオフィス

ソーラークッカーと 

てづくり保温調理器の紹介
太陽光利用で楽しく・かしこく
省エネクッキング！
・にこネットつくば

ミニSLを走らせてみよう
ペダルをこいで発電し、
ミニSLを動かします。
・つくば市

エネルギーをつくって、ためて、 

未来の乗り物に乗ろう
これからのエネルギーの利用方法を
ご紹介します。
セグウェイ（16歳以上）、
マイクロモビリティ（小学生以上・
試乗時間帯限定）の乗車体験ができます。
・つくば市　　・（独）産業技術総合研究所

鉛筆とアルミホイルを使って 

電気を起こそう
短くなった鉛筆とアルミホイルを使って鉛筆
電池をつくります。
・リサイクルを推進する会

バイオディーゼル燃料の製作
なたね油の採取からバイオディーゼル燃料の
製作まで一連の流れを紹介します。
・つくば市女性会

藻類オイルで実験！
藻類オイルで機械が動くか、実験してみよう。
・筑波大学

電池になる最新自動車
電気をためることができる電気自動車を展示
します。
・筑波大学

LEDで植物を栽培しよう！
最新の植物育成用LEDや照明効果を最大化
する灯具棚一体型ユニット、3波長別測定光
量子計などを展示します。
・昭和電工（株）

未来型エネルギーシステムを 

知ろう！＊

再生可能エネルギー直流連系システムの実
証モデルの展示と紹介があります。
・筑波大学　　・つくば市

 

科学を楽しみながら学ぶ『つくば科学フェスティバル』、地球環境を遊びながら知る

『つくば環境フェスティバル』、低炭素社会づくりに取り組む『つくば3Eフォーラム

会議』の3イベントを同時に開催します。

毎年行われている各イベントに加え、“エネルギーをつくる・ためる・つかう”を

テーマとしたコラボイベントを開催しますので、是非ご来場ください。

於：大清水公園（多目的
広　場）

＊印はつくばカピオホール前ホワイエ

エネルギーをつくる・ためる・つかう

オープニングセレモニー　於：つくばカピオホール

12日（土）9：30 〜10：00

•つくば市長挨拶
•つくば科学フェスティバル優秀標語の表彰
•節電ポスターの表彰　など

写真提供：にこネットつくば

つくば科学フェスティバル
つくば環境フェスティバル
つくば3Eフォーラム会議



光の万華鏡
回折格子を使い、のぞくと光が虹色に輝
く万華鏡作りをする。
・手代木光輝学園（つくば市立手代木南小学校）

CDホバークラフトをつくろう
CD、風船等を使ってホバークラフトを作
成し、不思議な動きを確かめる。
・つくば市立島名小学校

すっとびロケットをつくろう
スーパーボールの弾力でとてもよく飛ぶ
ロケットを作る。
・つくば市立二の宮小学校

手作りしゅわしゅわ入浴剤
入浴剤を作ろう。
・つくば市立大穂中学校

プラスチックコップでコースター
やキーホルダーを作ろう
プラスチックコップは熱を加えると形が
変形することを利用して、自分で絵を描
き、オリジナルのコースターやキーホル
ダーを作成する。
・つくば市立豊里中学校

音エネルギー大実験
〜音の伝わる不思議〜
風船電話の製作／ブーブー笛の製作
太陽電池を使った光通信の体験
・つくば市立谷田部中学校

色いろイクラを作ろう
絵の具で色づけしたアルギン酸ナトリウ
ム水溶液を、ピペットで1 滴ずつ塩化カ
ルシウム水溶液にたらして、いろんな色
のイクラのようなつぶつぶを作る。
・つくば市立谷田部東中学校

発色のおもしろさを体験しよう
手作りキャンドル／線香花火
・�竹園学園（つくば市立竹園東小学校／つくば市

立竹園西小学校／つくば市立竹園東中学校）

飛ぶ種で遊ぼう！
飛ぶ種の模型を作って飛ばして遊びます。
・あづまランド（つくば市立吾妻小学校）

スライム3兄弟！！
いろいろなスライムを作る（光るスライ
ム・磁性スライム・プニプニスライムなど）。
・あづまランド（つくば市立吾妻中学校）

ミニ万華鏡を作ってみよう
ミニ万華鏡を参加者が作るのを手伝う。
・つくば市立高崎中学校

空気の力を実感しよう
来場者に空気の力を利用した実験を演示
するとともに、来場者に体験してもらう
ことを通して、目に見えない空気の力を
実感してもらう。
・茨城県立並木中等教育学校

音の科学を楽しもう！
来場者に音に関する実験を演示するとと
もに、来場者にも体験してもらい、音の
科学のおもしろさを感じてもらう。
・茨城県立並木中等教育学校

エネルギーを考える
かちかちボール、共振ボールの製作、静
電モーターの製作／ピタゴラ装置の展示
と試行。
・茗溪学園中学校高等学校　科学部物理班

指紋発見！ 
見えないものを見てみよう
ガラス、紙、アルミホイルについた指紋
を検出する。自分の指紋を観察する。
・茗溪学園中学校高等学校　科学部生物班

日光写真をつくろう
ジアゾカップリング反応で日光写真をつ
くる。
・つくば秀英高等学校

ガラスの彫刻にチャレンジ！
サンドブラストを使って、コップや鏡など
のガラスに彫刻し、オリジナル作品を作
ることを体験してもらい、ものづくりの
楽しさや喜びを感じてほしい。
・茨城県立つくば工科高等学校

スチレンボードによる 
建築模型の製作
スチレンボードを使って“スカイツリー ”
を作ろう。ものづくりの楽しさを味わおう。
・茨城県立つくば工科高等学校

やってみよう！ 
マルチメディア体験
レゴロボ、紙飛行機、ペーパーカー、テ
レビ会議システム利用、スタディノート、
サーモグラフィーで観察など作る・結ぶ・
学ぶ　マルチメディア体験。
・筑波技術大学　　・筑波学院大学

理科おもちゃの駄菓子屋さん
キッズコーナー有り
見て、触って、遊べる科学の小道具がい
ろいろ。工作コーナー、実験コーナーや
キッズコーナーもあるよ。子供から年配
の方まで、楽しめること請け合い。
・筑波大学発 −面白理科実験・工作隊−

手作りラジオに挑戦！
半年以上も電池交換が不要な省エネの
イヤホンラジオとアンテナも自作するス
ピーカー式ラジオの製作をいます。
・筑波大学発 −面白理科実験・工作隊−
電池の交換が半年も不要なイヤホン式ラジオ（小ラジオ）
と、アンテナコイルも自作するスピーカー式ラジオ（大ラ
ジオ）の製作に挑戦してみませんか。初めての方でも大丈
夫。筑波大のお兄さんがていねいに指導してくれます。
下記宛に、住所・氏名・学年または年齢・電話番号・希
望するラジオ・希望日（第２希望も）を記入し、往復ハガキ・
FAX・E-mailのいずれかで申し込んで下さい。
応募者多数の場合は抽選。10/31（月）必着。部品代の一
部を当日負担。◎小ラジオ500円　◎大ラジオ1,000円
■あて先／〒305-8573  つくば市天王台1-1-1
筑波大学応用理工学類物質工学系  小林宛
Fax. 029-853-4490
E-mail : masami@ims.tsukuba.ac.jp

液晶・光・音・ポリマーのふしぎ
液晶の作成、ポリマーのデモンストレー
ション、ムラサキキャベツのレポート、
モアレの実験、電子工作、夜光ゲルの作
成など展示および実験。
・筑波大学ポリマー合成研究室

生物ひろば
生物に関するお楽しみ企画がたくさん！
複数のブースでさまざまな生物の展示、
ポスター等による研究紹介、電子顕微
鏡観察、簡単な実験を行う。これらを通
じて生物のおもしろさを実感してもらい、
生物学への興味を喚起する。
・筑波大学　生物学類

つくば市科学研究作品展
つくば市科学研究作品展掲示。
・つくば市教育研究会理科研究部

わくわく・ドキドキ 
科学の本と遊ぼう！！
科学読み物の展示（200 冊程度、科学絵
本読み聞かせ、科学遊び。
・つくば市立中央図書館

移動プラネタリウムで 
秋の星空を見よう
移動プラネタリウムで秋の星座を観察する。
・�（財）つくば科学万博記念財団

つくばエキスポセンター

サイエンスミュージアムショップ
科学や宇宙に関するグッズ、書籍などの販売。
・�（財）つくば科学万博記念財団

つくばエキスポセンター

光の色を美しく分ける！
ー分光ボックスを作ろうー
光の色を分ける「回折格子」をつかった紙
工作で、分光ボックスをつくり、いろい
ろな光を観察する。今年は、単純なスリッ
トではなく、遊び心もプラス？
・（独）産業技術総合研究所

化石のキャストをつくろう
実物の化石に湯熱軟化性プラスチックを
あてて化石の型（モールド）を取り、即硬
性石膏で模型（キャスト）を作ります。で
きたモールドとキャストは記念に持ち帰
りましょう。
・（独）産業技術総合研究所　地質標本館

立体鏡を作って3Dを体験しよう！/
日本列島一筆描きにチャレンジ！
参加者が自分で作った簡易立体鏡で、写
真に写った風景や物を立体的に見ること
に挑戦してもらう。
日本列島の地図を描いてもらい、その形
や面積比からどれくらい正確に描けてい
るかをコンピュータで採点する。
・国土交通省　国土地理院

ゆかいな手作りの生き物たち
身の回りにあるものを使って、指ヘビな
どを作ります。ヘビやトンボなど、ゆか
いな生き物たちのおもちゃを作って遊ん
でみよう。（先着40名様：ブラックウォール工作（予定））

・ JSTイノベーションサテライト茨城

たのしく  まなべる  自然災害
災害を引き起こす自然現象をミニチュア
で再現
・（独）防災科学技術研究所

知ろう学ぼう木の魅力
—木材を解剖する—
木材標本の展示、木材組織の顕微鏡観察。
・（独）森林総合研究所

くっつくを科学する
なぜ接着剤を使うとくっつくのか、接着
剤の違いによる選び方やはがし方などを、
実験しながら学ぶ。
・（社）日本接着学会 関東支部

いろいろな材料で 
遊びながら学んでみよう！
1. いろいろな材料の名前を当てよう！
2. キーホルダーを作ろう！
・（独）物質・材料研究機構

おもしろ実験教室
〜放射線が見える霧箱製作と 
　超伝導コースター〜
身近な材料で、放射線を見ることが出来る
霧箱を製作する。超伝導コースターでは、
超伝導の不思議を遊びながら体感する。
・高エネルギー加速器研究機構（KEK）

宇宙を体験しよう！
宇宙機の模型展示や工作教室、-196℃
の世界など、宇宙を楽しく学ぶことがで
きます。
・宇宙航空研究開発機構

人工衛星の画像DE遊ぼう
－あなたに伝えます、地球の今を－
衛星画像を使ったクイズやパズルで遊ぼう！
・（財）リモート・センシング技術センター

気象いろいろ実験コーナー
気象や地震など、簡単な器具を使って実
験・実演します。
・気象庁気象研究所

葉脈の標本しおりを作ろう
葉脈に道管と師管があることを学び、葉
脈でしおりを作る体験をする。
・国立科学博物館　筑波実験植物園

笛作りから自然法則を発見！ 
（動物の大きさと声）
大きさや長さの違うストローなどで笛を
作り、音の高さの違いを感じる。そのこ
とから、音をだ　す物の大きさと音の高
さの関係を考え、動物の大きさと声に関
わる自然法則を見つける。
・（独）農研機構　中央農業総合研究センター

小さな微生物の大きな力
身近な環境中の微生物を観察して働きを
学ぶ
・（独）農業環境技術研究所

ブロッコリーから 
DNAを取り出して観察しよう！
ブロッコリーからDNAを抽出する実験を
通して、実験の面白さを体感するととも
に、生物共通の体の設計図である遺伝情
報がDNAであることを理解する。
・（独）農業生物資源研究所

筑波山ろく里山を 
見て知って使ってみよう！
筑波山とそのふもとの里山の生きものを
紹介する展示とクイズ、間伐材を使った
クラフト作りなど
・NPO法人つくば環境フォーラム

飛ぶプラスチックコップ
2つつないだプラスチックコップをつない
だ輪ゴムで回転を与えて飛ばします。
つくば市立真瀬小学校

アンモナイトのレプリカをつくろう
型に程融点樹脂を入れ、アンモナイトのレ
プリカを作ります。
・つくば市立九重小学校

ビー玉万華鏡を作ろう！
直径30mmの透明なビー玉と紙の筒を使って手
作りの万華鏡を作る
・つくば市立桜南小学校

自転車の車輪で不思議体験！
自転車の車輪でジャイロ効果を体験しても
らう。
・つくば市立並木小学校

身近なものでおもちゃを作ろう！！
紙コップやストロー、画用紙など身の回りに
あるものを使ってからくりおもちゃを作る。
・つくば市立並木中学校

笛を作って「カエルの合唱」を 
やってみよう
糸の先にそれぞれフィルムケースと割り箸
を結び、ぐるぐる回して音を奏でる笛を作る。
・つくば市立筑波西中学校

ストロー笛を作ろう！
ストローを使って様々な高さの音が出る笛
を作ろう
・手代木光輝学園（つくば市立葛城小学校）

UVチェックビーズストラップを 
作ろう
UVチェックビーズを使ってストラップを
作り、紫外線の出る光を調べる。
・手代木光輝学園（つくば市立手代木中学校）

マイクロコンピュータを使った 
電子工作を楽しもう
マイクロコンピュータを使用した筑波学院
大学のオリジナル電子工作キットの組み立
て体験と仕組みの説明を通して、ものづく
りや実験・観察に興味を持つ気持ちや態
度を育成する。
・筑波学院大学

ペーパークラフトを作って 
橋やトンネルのしくみを学ぼう！
橋やトンネルの簡単な模型を作り、その上
に物を載せてみるなど簡単な実験を行うこ
とで、橋やトンネルの構造や強さのしくみ
を学びます。
・（独）土木研究所

詳しい内容は、コラボイベントの
案内をご参照ください。

ロボット王国＊

・茨城県立つくば工科高等学校

身近なものを使って 
エネルギー変換を体験しよう
・つくばエネルギー教育研究会＋東京ガス

発電システムを体験しよう
・つくばエネルギー教育研究会＋東京ガス

節電で減らせる！CO2
＊

・（独）国立環境研究所

自転車DE発電＊

・（独）国立環境研究所

太陽光で動くおもちゃを作ろう！
・�（財）茨城県科学技術振興財団

つくばサイエンスツアーオフィス

 

詳しい内容は、コラボイベントの
案内をご参照ください。

ソーラークッカーと 
てづくり保温調理器の紹介
・にこネットつくば

ミニSLを走らせてみよう
・つくば市

エネルギーを作って、ためて、
未来の乗り物に乗ろう。
・つくば市　　・（独）産業技術総合研究所

鉛筆とアルミホイルを使って 
電気を起こそう。
・リサイクルを推進する会

バイオディーゼル燃料の製作
・つくば市女性会

 

詳しい内容は、コラボイベントの
案内をご参照ください。

藻類オイルで実験！
・筑波大学

電池になる最新自動車
・筑波大学

LEDで植物を栽培しよう！
・昭和電工（株）

未来型エネルギーシステムを
知ろう！＊

・筑波大学　　・つくば市

 

みんなでエコ宣言！
エコへの想いを用紙に書いて、エコ意識を
高めよう！ エコな参加賞もプレゼント！
・つくばクレオスクエア

ダンボールコンポストを 
ご存知ですか？
自宅で生ごみを処理する方法の展示。
ダンボールを利用したコンポストの説明展
示を行います。
・つくば・市民ネットワーク　ごみ部会

測ってわかる大気汚染
（簡易カプセルによる NO2 測定）
つくば市内の結果を知って、クイズに挑戦
しよう。
・新日本婦人の会　つくば支部

LEDの魅力
LED の魅力をさまざまなデモンストレー
ションを用いて紹介します。
・つくばエコライフフレンズ

アメリカナマズを食べちゃおう
アメリカナマズの試食会を通じて霞ヶ浦の
水質浄化について紹介します。
・霞ヶ浦問題協議会

わっ ! つくば
– What's Tsukuba? –
あなたの頭の中の「つくば」は本物ですか？
筑波山周辺の自然と環境について、わっと
驚くような知識をわかりやすく学べるパネ
ルを展示します。
・�ジオネットワークつくば・筑波大学地球学類ジ

オネットアース

はじめよう！エコドライブ
エコドライブ推進啓発パネルの展示やエコ
ドライブ宣言の募集を行います。
・�（社）茨城県公害防止協会
（茨城県地球温暖化防止活動推進センター）
・（独）国立環境研究所
・筑波大学

 

アクリルたわしを使いませんか？
アクリルたわしの製作や販売。使わなく
なった着物を利用してつくば市の鳥「ふく
ろう」を作ります。
・つくばくらしの会

見てみよう！霞ケ浦のプランクトン
霞ケ浦に生息するプランクトンの顕微鏡観
察体験とクイズを行います。
・茨城県霞ケ浦環境科学センター

研究成果等の発表
身近なトンボの研究成果発表・エコキャッ
プアート展示・クイズも楽しめます。
・�茨城県立竹園高等学校　保健委員会環境班
（SS部）

リサイクルを推進する会の紹介
マーケット開催案内や活動を写真にて紹介
します。
・リサイクルを推進する会

リユース家具の展示と抽選会
まだまだ使えるリユース家具をどうぞ！
12日は展示のみ。抽選券の配布は13日（日）10時から。
つくば市民の方で18歳以上。お一人様2点まで。
抽選会は13日（日）14時～
・つくば市

ペットボトル工作教室
ペットボトルを使った風車など工作教室を
開催します。
・つくば市

使用済み小型家電の回収コーナー
携帯電話・デジカメ・ビデオカメラ・携
帯音楽プレーヤー・ACアダプターの5 品
目を回収します。
・つくば市

みぢかな魚とふれあおう
霞ケ浦・牛久沼流域河川に生息している
魚類の展示やフナ・メダカのふれあいコー
ナーを開催します。
・つくば市水質浄化対策推進協議会

 

アースディつくばの活動紹介
エコ宣言の展示や学びの広場による環境
展示など
・アースディつくば実行委員会

マイクロモビリティの紹介
小型・軽量の一人乗りの電動ビークル（マ
イクロモビリティ）を紹介します。
・�産業技術総合研究所　知能システム研究部門

フィールドロボティクス研究グループ

つくば環境スタイルの紹介
実験タウンでの取り組みや節電など省エネ
の取り組みを紹介します。
・つくば市

環境美化活動の取り組み
つくば市での環境美化活動を紹介します。
・つくば市

 

つくば市の研究機関研究者や学校教員等による「わかりやすい科学実験や体験」をはじめ、
「児童・生徒の科学作品展」、「観察・展示コーナー」など、「科学」をぐっと身近に感じさせてくれる体験型イベントです。
子どもから大人まで楽しめる「つくば科学フェスティバル」で、科学の楽しさ、驚きや発見に出会ってみませんか？

つくば環境フェスティバルは、環境を広く市民の皆様へ知っていただく場として開催していま
す。生活に密着したゴミ問題（3R：リユース・リデュース・リサイクル）や水環境、さらに地球温
暖化防止に対する取り組みを研究機関・企業・市民団体やNPO等がわかりやすく紹介します。

　千年に一度とも言われる3月11日の大震災は、我
が国に明治以来最大の自然災害をもたらしました。
あわせて原子力発電所の事故も重なり、日本の歴史
でも未曾有といっていい災害をもたらしています。
　今後の復興については、これから日本の真の実力
がためされることになります。「安全・安心が確保さ
れ、みんなが生き生きとして、住みたくなる文化的な
街」、そんな街を日本中に増やしていくために、筑波
研究学園都市として、これからの日本に貢献できるこ
とは何でしょうか？　みなさんと一緒に考えていきた
いと思います。

■「つくば３Eフォーラム」とは？
2007年、筑波研究学園都市の連携共同研究開発・事業案と
して、筑波大学から「つくばエコシティー構想」が提案されま
した。「つくば３Eフォーラム」は、そのプログラムの１つとし
て、つくば市を省エネルギー・低炭素の科学都市として構築
する研究に取り組むことを目的に組織されました。
その後、４つのタスクフォースを設置して、2030年までにつ
くば市の排出する二酸化炭素を50% 削減する（つくば 3E 宣
言 2007）ために、何をしなければならないか、具体的にど
んな研究開発、実証実験
をしなければならないか
について議論を進め、一
部については、実用に向
けた実験、実証が進めら
れています。

つくば科学フェスティバルのご注意
◎出展内容によっては人数制限を設け、当日先着順で整理券を配布する場合がありま
す。詳しい情報は、お出かけ前に「つくばキッズ」ホームページの「つくばキッズニュー
ス」でお確かめください。
・つくばキッズ　http://www.tsukuba.ed.jp/~298kids/

11月12日（土）
テーマ：つくば環境スタイル
安全で安心して暮らせる街の一つの要素として、環
境負荷の少ない低炭素社会であることがあげられま
す。研究機関、大学や企業、市民、行政が協働です
すめる「つくば環境スタイル」行動計画と、個別施策
を紹介します。

 つくば環境スタイル行動計画　概要
つくば市環境都市推進委員会

 個別施策についての報告：
 ・�つくば市小中学校における「次世代環境教育」の

実践
筑波大学　山中  勤

つくば市教育委員会教育指導課　根本  智

 ・低炭素交通体系の構築
 　～「自転車のまちつくば」行動計画～

つくば市企画部交通政策課

 ・藻類エネルギー
 　～ CO2 排出50%削減を目指すフロンティア～

筑波大学　渡邉  信

11月13日（日）
テーマ：  震災を経て、つくばが未来 

 の日本に貢献できること
子供からお年寄りまで生き生きと暮らす都市づくりに
向け、つくばに集積する最先端の科学技術や研究開
発は、どのように貢献していけるのでしょうか？
関連する研究開発を紹介するとともに、パネルディス
カッションで議論を深めます。

 つくばが未来の日本に貢献できること
つくば３Eフォーラム議長　井上  勲

 未来に寄与するつくばの研究開発：
 ・これからのエネルギー技術

（独）産業技術総合研究所　大和田野  芳郎

 ・天然鉱物等の無機材料を利用した除染技術
（独）物質・材料研究機構　山田  裕久

 ・未来開拓のためのロボットスーツHAL®の可能性
筑波大学　山海  嘉之

  「つくば３Eフォーラム賞」表彰
 パネルディスカッション

ロボットスーツHAL®
Prof. Sankai University of Tsukuba / CYBERDYNE Inc.

石油をつくる藻

マイクロモビリティ

セグウェイ

電気自動車

市内小中学校で開始された次世代環境教育

於：つくばカピオアリーナ

於：大清水公園（多目的
広　場）

於：大清水公園（多目的
広　場）

＊印はつくばカピオホール前ホワイエ

於：つくばカピオホール於：大清水公園（多目的広場）

※出展内容、タイトルは変更する場合があります。

※プログラムが変更になる可能性もあります。

11月12日（土）・13日（日）両日出展 11月12日（土）のみの出展 11月12日（土）・13日（日）両日出展11月13日（日）のみの出展
ロボットと遊ぼう！
各種ロボットの展示と実演、操作体験
・筑波研究学園専門学校

空気の力で空を飛ぼう
〜飛べ！アルソミトラ・マクロカルパ〜
世界で一番大きな風媒花（アルソミトラ・
マクロカルパ）の種を中心にいろいろな形
のグライダーをつくって飛ばそう。
・つくば市立桜中学校

光の万華鏡
回折格子を使い、のぞくと光が虹色に輝く
万華鏡作りをする。
・手代木光輝学園（つくば市立松代小学校）

午後
13：30～

午前
10：00～

午後
13：30～

於：大清水公園（多目的
広　場）

＊印はつくばカピオホール前ホワイエ

自転車のまちつくば行動計画の紹介
皆さんにたくさん自転車を利用してもらう
ために、つくば市では今年8月に行動計画
を作成しました。
PRブースでは「自転車のまちつくば」を進
めていくための、色々な方法を分かりやす
く紹介します。
・つくば市

高性能自転車試乗会
普段なかなか乗ることができない高性能自
転車を体験できます。ユニークなものから
スポーツタイプのものまで盛りだくさん。
珍しい自転車に乗って一緒に風になりま
しょう！
・筑波大学3E cafeプロジェクトチーム

於：大清水公園東側特設会場（南4B駐
車場跡地）

■お問い合わせ　つくば市企画部  交通政策課

Tel. 029-883-1111（内線5310）

自転車交通安全イベント
12日（土）　サイクルラリー（仮称）：小学校低学年対象
交通安全ルールをきちんと守って親子でペデストリアン
デッキを走ろう！　交通ルールをきちんと守れた君には「安
全運転カード」と「ビンゴ券」をプレゼント！
13日（日）　スタントマンと学ぶ交通安全教室（仮称）
自転車に乗っていて「危ない！」と言われたことや思ったこと
はありませんか？　この交通安全教室では、自転車の危な
い運転が原因の事故をプロのスタントマンが実演します。
ちょっと怖いけど、何が危ないかをちゃんと確認して安全
運転を心がけよう！

 

つくばサイエンスコラボ2011  当日配布される会場マップをゲットして、エコグッズが当たるスタンプラリーに参加しよう！


