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増田宇宙通信所・コスモテック・三菱重工
が出展予定
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など島民の熱いパフォーマンスを
お楽しみに！
など島民の熱いパフォーマンスを
お楽しみに！
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水ロケット製作・打上げ体験水ロケット製作・打上げ体験水ロケット製作・打上げ体験水ロケット製作・打上げ体験

ＪＡＸＡ＆宇宙関連企業ＪＡＸＡ＆宇宙関連企業

@宇宙科学技術館駐車場発着@宇宙科学技術館駐車場発着
総合指令棟コース総合指令棟コース

製製

スタンプラリースタンプラリー

地元出店コーナー地元出店コーナー

総合案内でスタンプラリーシートをもらって、
会場内３カ所のスタンプをゲットしよう！
全部集まったら、総合案内へＧＯ！
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クレープ、ホットドッグ、お弁当クレープ、ホットドッグ、お弁当
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後援：南種子町後援：南種子町



オリジナル水ロケットを大空に打ち上げよう！貸し出しロケットや持ち込み

水ロケットの打上げもできます。

水ロケットの作り方をＨＰで紹介予定！ぜひ作ってみてね！
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水ロケットの打上げもできます。

水ロケットの作り方をＨＰで紹介予定！ぜひ作ってみてね！

※先着 200 名様までとなります。（整理券の配布は行いません）
　午前の部 100 名・午後の部 100 名（予定）
※水ロケットの製作の際は保護者の方もお手伝い下さい。
※雨天時は水ロケットの製作のみ【竹崎展望台】にて行います。
　直接、竹崎展望台までお越しください。
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竹崎グラウンドにステージが出現！島人の熱いステージをお楽しみに！竹崎グラウンドにステージが出現！島人の熱いステージをお楽しみに！
（第１部）

11：30 ～ 11：45  しまこい南種子（よさこい）

11：45 ～ 12：05  ダンススタジオ JAM（ストリートダンス）

12：05 ～ 12：20  アロハシスターズ（フラダンス）

12：20 ～ 12：40  陽穂会（三味線演奏）

12：40 ～ 13：00  休憩
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地元、種子島の特産品が目白押し！地元、種子島の特産品が目白押し！
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・社団法人 なかわり生姜山農園
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・社団法人 なかわり生姜山農園

・中種子町商工会青年部

・西之表市商工会青年部

・南種子町漁業協同組合

・南種子町商工会青年部

　（50音順・敬称略）

・南種子町漁業協同組合

・南種子町商工会青年部

　（50音順・敬称略）

宇宙科学技術館の中でＪＡＸＡ事業所と宇宙関連企業の出展

コーナーを設けています。
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※各イベントによってチケットの配布方法、配布場
　所が異なります。ご希望のイベントの配布方法を
　よく確認の上、ご来場ください。

※盗難等のトラブルはJAXAでは責任を負いかねます
　ので、貴重品は各自で管理をお願いします。

※イベントの内容については、天候等により中止、
　または変更する場合があります。あらかじめご了
　承ください。

（第２部）
13：00 ～ 13：20   種子島ウインドアンサンブル（吹奏楽）
13：20 ～ 13：35   納官和太鼓 D-Style（和太鼓演奏）
13：35 ～ 13：50   テ  マナ  タヒチ   （タヒチアンダンス）
13：50 ～ 14：05   よいら→いき ing（よさこい）
14：05 ～ 14：20   ベリーダンス同好会 ANNA（ベリーダンス）
14：20 ～ 14：35    琉球國祭り太鼓（太鼓演武エイサー）
14：35 ～ 15：05   テイスト オブ  ハニー（ジャズ演奏）

※雨天時は宇宙科学技術館オーディトリウムで行います。
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【チケット配布場所】竹崎グラウンド

【チケット配布時間】（午前の便）9：30 ～（午後の便）12：00 ～

バスの便によって、チケットの配布開始時間が異なりますので、ご注意ください。

※竹崎展望台ツアーは自由見学のため、チケットの配布はありません。

※セキュリティ確保のため、ツアー中の写真撮影はできません。
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特別公開限定 !! いつもは閉まっている大型ロケット組立棟の扉が開いちゃいます！

バスにご乗車いただきＪＡＸＡ職員が射点周辺をご案内いたします。

◆ツアースケジュール　各回 70 分程度（午前：5 便・午後：4 便を予定）

※各回定員 50 名になり次第、チケットの配布を締め切らせて頂きます。
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打上げ後のロケットの管制を行っている総合指令棟をご案内します！

ＪＡＸＡ職員が「気象室」 「管制室」「ドップラーレーダー」をご紹介します。

◆ツアースケジュール　各回 45 分程度

（午前）①10：00 発　②10：45 発　③11：30 発

（午後）④13：15 発　⑤14：00 発　⑥14：45 発

※各回定員 35 名程度になり次第、チケットの配布を締め切らせて頂きます。

※通常の見学コースと異なるため、バリアフリー対応となっておりません。

　ご了承下さい。
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君も宇宙記者！報道関係者の集まる記者会見室を自由に見学できます！

記者会見の緊張感が伝わってくるよ。

屋上では打上げのカウントダウンクロックも点灯します！
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コース１：射点ツアーコース１：射点ツアー

コース２：総合指令棟ツアーコース２：総合指令棟ツアー

コース３：竹崎展望台ツアーコース３：竹崎展望台ツアー
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