
「千葉市科学フェスタ2011」サテライトイベント情報

●「千葉市科学フェスタ2011」のサテライトイベントとして、市内各所でも１２月まで科学・技術に関するイベントが行われます。

●下記の一覧表は、１１月のサテライトイベントと、事前申込が必要な１２月のサテライトイベントの情報です。

●イベントの詳しい内容は、千葉市科学フェスタwebサイト（http://www.chibashi-science-festa.com/）または各問合せ先におたずねください。

イベント日時 イベント名 会場 対象・定員 申込方法 問合せ先

11月5日（土）
13:30～15:00

放送大学月例公開講演会
伊藤晴夫（千葉大学名誉教授）「下部尿路症状」

放送大学附属図書館 一般・100人
窓口または電話による
事前申込

放送大学千葉学習センター
TEL 043-298-4367

11月5日（土）
13:30～16:30

千葉大学
環境リモートセンシング研究センターの見学と講演

千葉大学 環境リモート
センシング研究センター

一般・30人
13:15 JR西千葉駅改札口
集合（当日先着順）

千葉市科学館
TEL 043-308-0519

11月5(土)
14:00～16:00

東京歯科大学第６回公開講演会
東京歯科大学
千葉校舎講堂

一般・200人 事前申込不要
東京歯科大学
TEL 043-270-3739

11月5日（土）
時間未定

千工祭 「親子ものづくり体験教室」 千葉県立千葉工業高校
一般
・10人～30人
（学科による）

本校公式ホームページ参照
一部実費負担有り

千葉県立千葉工業高校
TEL 043-264-6251
HP   http://www.chiba-c.ed.jp/chiba-th/

11月6日（日）
10:30～12：00

大草谷津田いきものの里　自然観察会
「変な葉っぱ」

大草谷津田いきものの里 一般・30人 当日先着順
千葉市環境保全課
TEL 043-245-5195

11月6日（日）
①10:30～②13:30～

千葉大学サイエンスプロムナード　ツアー
千葉大学サイエンス
プロムナード

一般・30人
各回とも10分前にサイエンス
プロムナード前に集合

千葉市科学館
TEL 043-308-0519

11月6日（日）
13:30～15:00

千葉大学薬学部『公開講演会』
千葉大学亥鼻キャンパス
薬学部１２０周年記念講堂

一般 事前申込不要
千葉大学薬学部教務委員会
TEL 043-226-2914

11月6日（日）
13:30～15：30

大人のための科学実験教室
「水の不思議～網で水を止める」

千葉市科学館
中学生以上
・10人

Eメールにて事前申込
先着順

千葉市科学館
TEL 043-308-0519

11月10日（木）
10:00～12:00

宇宙から見た地球と世界 幕張公民館 成人・40人
窓口または電話
先着順（11/2～）

幕張公民館
TEL　043-273-7522

11月12日(土）
13:00～15:00

東京情報大学後期公開講座
「生活の場にひろがり始めた先端技術がもたらす
次世代体験と有効性」

東京情報大学
4号館メディアホール

一般・300人
FAX、Eメールにて事前申込
先着順

東京情報大学総合情報研究所
TEL 043-236-4710

11月13日（日）
13:00～15:00

ときめき２０１１みんなで科学教室
「科学捜査最前線」

千葉市科学館
小学５年生以上
・30人

電話にて事前申込
先着順

千葉市科学館
TEL 043-308-0511

11月19日（土）
13:30～15:00

放送大学月例公開講演会
星元紀（放送大学客員教授）「生物の世界」

放送大学附属図書館 一般・100人
窓口または電話による
事前申込

放送大学千葉学習センター
TEL 043-298-4367

11月20日（日）
10:30～12：00

大草谷津田いきものの里　自然観察会
「旅するたね」

大草谷津田いきものの里 一般・30人 当日先着順
千葉市環境保全課
TEL 043-245-5195

11月20日（日）
13:00～14:30

子どもサイエンス☆ラボ
「マイナス２００度の世界を体験してみよう」

千葉市科学館
小学５年生以上
・25人

電話にて事前申込
先着順

千葉市科学館
TEL 043-308-0511

11月20日（日）
15:30～17:00

理科実験教室
「緑の葉っぱとモミジは何がちがうのか」

千葉市生涯学習センター
小・中学生
・20人

FAX、Eメールにて事前申込
（～11/19）

ニルス理科実験クラブ
Eメール ik8k-asm@asahi-net.or.jp
FAX 047-320-4133

11月22日（火）
10:30～16:25

第6回分子イメージング研究センター
シンポジウム「近未来の画像診断」

千葉市生涯学習センター 一般・250人
放医研ＨＰよりWEBにて
事前申込（～11/15）

（独）放射線医学総合研究所
分子イメージング研究センター
TEL 043-206-4706

11月26日（土）
10:00～15:00

「第28回総合技術コンクール」一般公開 千葉県立京葉工業高校 一般
事前申込
当日参観も可能

第28回総合技術コンクール実行委員会
（千葉県立京葉工業高校内）
TEL 043-251-4197

11月26日（土）
13:00～14:30

子どもサイエンス☆ラボ
「ミクロの世界の冒険」

千葉市科学館
小学５年生以上
・30人

電話にて事前申込
先着順

千葉市科学館
TEL 043-308-0511

11月26日(土)
13:30～16:30

これからの医療　－先端医工学研究の紹介－
千葉大学フロンティアメディカル
工学研究開発センター

高校生以上
・30人

13:15 JR西千葉駅改札口
集合（当日先着順）

千葉市科学館
TEL 043-308-0519

11月26日（土）
14:00～15:20

西千葉サイエンスカフェ
ホール椿
（千葉市中央区春日2-2-9）

一般・25人 当日先着順
千葉大学サイエンスカフェプロジェクト
Eメール chiba.u.cafe@gmail.com

11月27日（日）
13:00～18:00

ロボカップジュニア2012千葉ノード大会
千葉市子ども交流館
アリーナ

小・中・高校生
公式ブログより事前申込
（～11/12）
一般の見学は自由

ロボカップジュニア千葉ノード大会運営委員会
公式ブログ　http://maruta.be/robojr_chiba

12月3日（土）
13:30～15:30

電気とくらしの科学講座（連続講座）
第1回「意外と知らない家電のかしこさ」

千葉市科学館
小学５年生以上
・30人

電話にて事前申込
先着順

千葉市科学館
TEL 043-308-0511

12月4日（日）
15:30～17:30

高校生と大人のためのサイエンス★セミナー
「フレキシブル有機エレクトロニクス開発最前線」

千葉市科学館
高校生以上
・30人

電話にて事前申込
先着順

千葉市科学館
TEL 043-308-0511

12月4日（日）まで
9:00～16:30

秋の展示「砂のふしぎ」 千葉県立中央博物館 一般
入館料
大人300円
高校・大学生150円

千葉県立中央博物館
TEL 043-265-3111

12月10日（土）
14:30～16:30

電気とくらしの科学講座（連続講座）
第2回「家庭の電気のいろはと節電」

千葉市科学館
小学５年生以上
・30人

電話にて事前申込
先着順

千葉市科学館
TEL 043-308-0511

12月10日(土）
～11日（日）

第11回全国科学教育ボランティア
研究大会in千葉

千葉市科学館 一般
事前申込（～11/15）
参加費
一般2,000円　学生1,000円

「全国科学教育ボランティア研究大会in千葉」
事務局
TEL 043-308-0516

12月25日（日）
13:20～14:20

やってみよう科学実験
「ぷくぷく入浴剤をつくってみよう」

千葉市生涯学習センター 小学生・24人
Eメールにて事前申込
（11/1～25）
参加費100円（保険代）

夢化学実験隊
TEL 080-5034-8886
Eメール　yumekagaku2@gmail.com

2/10までの毎週金曜日
14：40～16：10

千葉大学園芸学部公開講座
「食品の安全と安心Ⅱ（安心編）」

千葉大学園芸学部
合同会議室

一般・50人
往復はがき、Eメールにて
事前申込（先着順）
受講料9,200円

千葉大学園芸学部学務係
TEL 047-308-8712

http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/post-98.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/10/post-157.html�
http://www.tdc.ac.jp/college/seminar/lecture.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/post-79.html�
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/10/post-158.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/post-150.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/post-92.html�
http://www.tuis.ac.jp/university/305.html#3669�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/post-98.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/11/-2011.html�
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_ikimono-gaido.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/10/post-155.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/08/post-106.html�
http://www.nirs.go.jp/information/event/2011/11_22.shtml�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/post-80.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/10/post-155.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/post-100.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/post-91.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/2012.html�
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/�
http://www2.hamajima.co.jp/~sevrc/2011/2011.htm�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/-24-100.html�
http://www.h.chiba-u.jp/archives/2011/09/23-1.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/09/post-149.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/11/post-161.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/11/post-161.html�
http://www.chibashi-science-festa.com/event/2011/11/post-160.html�

	サテライト1109

