
種子島宇宙センター種子島宇宙センター

特別公開 2017特別公開 2017
後援：南種子町後援 ：南種子町

日程  平成 29年 4月 22日(土 )

時間  9：30～ 15：30

メイン会場  竹崎グラウンド

リニューアルした宇宙科学技術館が舞台。
みんなで謎を解いてみよう！

＠宇宙科学技術館内＠宇宙科学技術館内

謎解きゲーム謎解きゲーム

①射点ツアー
A 大型射点コース
B 射点地下探検コース
（B コースは参加条件がございます）
②総合指令棟ツアー
いつもは見られない施設を公開！

＠宇宙科学技術館駐車場発着＠宇宙科学技術館駐車場発着

スペシャルバスツアースペシャルバスツアー

ペットボトルを使っての水ロケット製作、
打上げをみんなで楽しく行います。

＠晴天時 ： 竹崎グラウンド

　 雨天時 ： 厚生棟体育館

＠晴天時 ： 竹崎グラウンド

　 雨天時 ： 厚生棟体育館

水ロケット製作・打上げ体験水ロケット製作・打上げ体験

島内の商工会や漁協が出店を行います。

地元出店コーナー地元出店コーナー

ＪＡＸＡ増田宇宙通信所 ・ 三菱重工業㈱ ・
㈱コスモテックが出展予定

JAXA＆宇宙関連企業の出展JAXA＆宇宙関連企業の出展

島民の熱いパフォーマンスをお楽しみに！

地元団体パフォーマンス地元団体パフォーマンス

Exciting Live Field

[土]4/222017

～宇宙と地球をつなぐ” 生きた場所” でとっておきの体験を～～宇宙と地球をつなぐ” 生きた場所” でとっておきの体験を～

後援：南種子町後援：南種子町
後援：南種子町後援：南種子町

後援：南種子町後援：南種子町

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！

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！
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！

＠竹崎グラウンドH-Ⅱロケット前特設ステージ＠竹崎グラウンドH-Ⅱロケット前特設ステージ

※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。

D-StylD-Styl

0114
4116

当イベントへの問い合わせは下記までどうぞ

種子島宇宙センター 宇宙科学技術館

0997-26-9244
Twitter:@tnsc_JAXA

fanfun.jaxa.jp/visit/tanegashijma

日程  平成28年4月24日（日）
時間  9：30 ～ 15：30
メイン会場  竹崎グラウンド

日程  平成28年4月24日（日）
時間  9：30 ～ 15：30
メイン会場  竹崎グラウンド

＠竹崎グラウンド＠竹崎グラウンド

増田宇宙通信所・コスモテック・三菱重工
が出展予定
増田宇宙通信所・コスモテック・三菱重工
が出展予定

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！

フラダンス・楽器演奏・太鼓演奏フラダンス・楽器演奏・太鼓演奏

@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

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！

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！

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

後援：南種子町後援：南種子町

QR コード

種子島宇宙センター 
TANEGASHIMA SPACE CENTER



後援：南種子町後援：南種子町

交通アクセス（路線バス） 行　き

西之表港⇒種子島宇宙センター

●お車でお越しの方は、第 1 駐車場（竹崎臨時駐車場）、第 2 駐車場（小型射点臨時駐車場）、第 3 駐車場（管理棟下駐車場）を

　ご利用ください。誘導係員の指示に従い、駐車してください。

種子島宇宙センター⇒西之表港
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謎解きゲーム謎解きゲーム謎解きゲーム

スペシャルバスツアースペシャルバスツアースペシャルバスツアー

リニューアルした宇宙科学技術館のあちこちに、 クイズが隠されているよ！
宇宙科学技術館をたのしみながら、 みんなで謎を解いてみよう！

【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 ～
人数に限りがございますため、 チケット制とさせていただきますので、 各回定員になり次第、 チケットの配布を締め
切らせていただきます。 バスの便によって、 チケットの配布時間が異なりますので、 ご注意ください。
※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。 ご了承ください。

大型射点に立って、 ロケットの気持ちになってみよう！

※雨天時は車中からのご見学となります。

◆ツアースケジュール　各回 50 分程度　◆ツアー定員　各回 50 名

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。天気予報を行っている「気象室」も
見られちゃいます！
◆ツアースケジュール　各回 45 分程度　◆ツアー定員　各回 35 名

受付：宇宙科学技術館

＠宇宙科学技術館駐車場発着

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
＠晴天時：竹崎グラウンド、雨天時：厚生棟体育館

JAXA＆宇宙関連企業の出展ブースJAXA＆宇宙関連企業の出展ブースJAXA＆宇宙関連企業の出展ブース
＠宇宙科学技術館

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！

※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【厚生棟体育館】にて行います。シャトル
　バスをご利用いただき、厚生棟体育館にお越しく
　ださい。

地元団体パフォーマンス地元団体パフォーマンス地元団体パフォーマンス

地元出店コーナー地元出店コーナー地元出店コーナー

＠晴天時：竹崎グラウンド H-II ロケット前特設ステージ　
　雨天時：宇宙科学技術館シアターホール

＠竹崎グラウンド

 参加予定団体
・アロハシスターズ
・しまこい南種子
・三味線陽穂会
・ストリートダンススタジオ JAM
・種子島アクションクラブ
・種子島ウィンドアンサンブル
・テイストオブハニー
・長谷エイサー同好会
・よいら→いき ing
・琉球國祭り太鼓　　ほか

島内の商工会や漁協が出店を行います。
地元、種子島の特産品が目白押し！

・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）

島民の熱いパフォーマンスをお楽しみに！

※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。

※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。

※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。

①射点ツアー

②総合指令棟ツアー

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。
・JAXA 増田宇宙通信所
　パラボラアンテナのフォトフレームを作ろう
・三菱重工業㈱
　H-ⅡA ロケットのペーパークラフトを作ろう
・㈱コスモテック
　”気分は宇宙飛行士”キーホルダー無料プレゼント
（「きぼう」内のフォトスポットで撮影し、その写真
を使って、キーホルダーや缶バッチを作成します。）

初公開！射点の地下通路を探検してみよう！

※足元が悪く、 靴が汚れる場合がございます。

※往復 15 分程度の徒歩移動となり、 手すりのない急な階段が約 150 段ございますので、

体力に自信のある方のみの参加とさせていただきます。

◆ツアースケジュール　各回 75 分程度　◆ツアー定員　各回 50 名

<<A コース >>　大型射点コース

<<B コース >>　射点地下探検コース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！

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！
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！

＠竹崎グラウンドH-Ⅱロケット前特設ステージ＠竹崎グラウンドH-Ⅱロケット前特設ステージ

※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。

D-StylD-Styl

0114
4116

後援：南種子町後援：南種子町

後援：南種子町後援：南種子町


	【修正】種子島一般公開ポスター
	【修正版】種子島一般公開用チラシ裏面

