イギリスなどで⼤大⼈人気  Xʼ’mas  レクチャー

⼦子ども科学教室

KSEL  ×  さわやかちば県⺠民プラザ
 　⾼高校⽣生が先⽣生に！光の実験や⽣生物の観察など、
様々な分野の実験を、⾼高校⽣生が教えてくれる、
⼩小学⽣生向け科学講座！毎年年⼤大⼈人気の講座が多数！
さて、何をやろうかな？

時間：  詳細はWebページをご覧ください。
場所：  さわやかちば県⺠民プラザ
対象：  ⼩小学⽣生
参加費：  詳細はWebページをご覧ください。
申込：  必要。さわやかちば県⺠民プラザにお申込ください。
⽇日程が異異なります、要注意！

【マチノ先⽣生シリーズ】

世界で⼀一番受けたい授業！
  〜～柏の葉葉編「理理科」〜～
KSEL  ×  まちのクラブ活動

Cooking  de  Science

〜～  キッチンは実験室!!  
 　 　 　 　科学の世界の扉を開こう!!  〜～

まちのクラブハウス

⼆二番街

要申込
 　科学に興味のない⽅方のための、お菓⼦子作りを通
じて科学を「楽しむ」会。帰って家族や友達に話
したくなること請け合いです。
 　調理理は、料料理理教室も主催する料料理理研究家の先⽣生
が、丁寧に教えてくださいます。⼤大⼈人向けの企画
です！
 　クリスマスを前にした今回は、オーストリアの
伝統的なクッキー『キッフェルン』を作ります。

時間：  11:00~∼16:00
場所：  UDCK内
対象：  どなたでも
(ワークショップは⼩小学⽣生)
参加費：  無料料
申込：  不不要
ワークショップ開催時刻
 　①  13:00~∼13:30
 　②  15:00~∼15:30
開館（11:00）時から
整理理券配布(⼀一回15名)
 　JAXAの教材を使って
⼈人⼯工衛星のペーパー
クラフトを作ろう!!

時間：  10:00~∼12:00
場所：  マチのクラブハウス  （辻仲病院向かい）
講師：  ⽻羽村  太雅（東京⼤大学⼤大学院  博⼠士課程2年年）
調理理講師：  ⼤大瀬  由⽣生⼦子 　 　 　 　      （料料理理研究家）
対象：  どなたでも。特に、今まで科学に興味
 　 　 　  や馴染みのなかった⽅方、キッフェルン
 　 　 　  の作り⽅方を習ってみたい⽅方、科学の話
 　 　 　  を聞いてみたい⽅方、等
定員：  20名
参加費：  1000円  (Xmas仕様包装でお持ち帰り付)
申込：  Webページからお申し込みください。
https://sites.google.com/site/dreamliteracy/ 　

ボン・ジョールノ

秘密のアロマキャンドルに願いを

想いを込めたキャンドルを作ってプレゼント！
申込優先
当店⾃自慢の
⽣生パスタと
本格イタリア
料料理理をご堪能
ください！
営業時間：

04-‐‑‒7136-‐‑‒8533
なるほど実感!!

スタンプラリー台紙

科学がインテリアに！カラフルに染めた“⼈人⼯工イク
ラ”⼊入りの、おしゃれなスノードームを作りません
か？他にも、⾳音楽の聞こえる不不思議なツリーなど、
スタンプ
会場をまわってスタンプを集めよう!!       　 　 　 　 　 　 　
楽しい体験がいっぱいです！⼩小学校や科学館での
印のある7つの会場のうち、3カ所でスタンプを
出張実験教室が⼤大⼈人気のCASTが柏の葉葉で、⼦子ども
集めるとイタリアンレストラン「ボン・ジョー
から⼤大⼈人まで楽しめる、クリス
ルノ」にてドリンク⼀一杯引換券としてご利利⽤用い
マスにぴったりの「⾒見見て」、
「知って」楽しい実験を提供し
ただけます！（スタンプはイベントに最初から
ます！
最後まで参加すると⼿手に⼊入ります。）

ü
ü

ビール・ワインまたはソフトドリンクからお選び
いただけます。
1枚で2名までご利利⽤用いただけます。
2012年年末まで有効です。

⼀一番街前  (広場)

KSEL  ×  東京⼤大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST

KSEL  ×  ボン・ジョールノ

ü

Café  AGORA

電話：

クリスマスサイエンスミュージアム
@柏の葉葉

時間：  11:00~∼15:00
場所：  マルシェコロール内
 　 　 　    (Park  City  ⼀一番街内）
対象：  どなたでも
参加費：  スノードーム作成は
      200円、他は無料料
申込：  不不要

スタンプ

時間：  16:00~∼17:00
場所：  UDCK内
対象：  どなたでも
参加費：  無料料
申込：  不不要。直接会場
にお越しください。

11:00~∼22:00

スタンプ

作成する模型⾒見見本

時間：  17:00~∼19:00
場所：  UDCK前デッキ
対象：  どなたでも
参加費：  無料料
⾬雨天時：  UDCK内で特別プ
 　 　 　 　  ログラム上映
申込：  不不要。直接会場に
お越しください。

 　理理系漫画家はやのんライブショー！
 　科学の話題を漫画で⾒見見て・⼀一緒に考えて・こ
こでしか⾒見見られない漫画を完成させます。その
場で絵を描くライブドローイングも開催。プロ
の漫画家のはやワザを
⾒見見に来てくださいね！

KSEL  ×  ボン・ジョールノ

 　レストランを訪
れた⽅方であればど
なたでもご覧いた
だけますので、お
気軽にお⼿手に取っ
てご覧ください。

ト
模
型
も

 　 　 　 　 　 　ライブショー

本棚設置中
 　KSELでは、柏の葉葉地域が、街のどこで
でも科学の薫街にしたいと願い、駅前のイ
タリアンレストラ
ンに本棚を設置し、
メンバーの選んだ
科学にまつわる本
を展⽰示中！

ロ
ケ

KSEL  ×  天⽂文学とプラネタリウム
 　夜になると綺麗麗に瞬く星々。国⽴立立天⽂文台の出⾝身者
が中⼼心となった団体が望遠鏡を設置、星空解説を⾏行行
ないます。⼀一⽇日の締めくくりに、科学者による解説
とともに、星空を眺めてみませんか。都市の灯りで
⾒見見えなくなっても常に我々
の頭上にある天空の世界に
興味を持っていただけたら
と思います。

スタンプ KSEL  ×  はやのん理理系漫画制作室

UDCK

スタンプ

星空観望会

 　 　理理系漫画家はやのん

柏の葉葉のマチノ先⽣生として、明光義塾  柏の葉葉
キャンパス校の三浦先⽣生をお招きし、⼩小さなお
⼦子様から⼤大⼈人まで、聞いて楽しい、⽇日々の⽣生活
に密着した理理科の授業をして頂きます。(予定)

スタンプ

瞬く星をのぞいてみよう

KSEL  ×  JAXA宇宙教育センター
 　JAXAのロケット模型が
柏の葉葉にやってきます！
宇宙に想いを馳せてみる
のはいかがですか?!  ⼩小学
⽣生向けのワークショップ
も開催します！

要申込

⽇日時：10:30〜～11:30  (10:20集合)
場所：Park  City  ⼆二番街
 　 　 　    ワークショップルーム
対象：どなたでも
申込：以下の連絡先へ
連絡先：  kcvn.info@gmail.com
 　 　 　 　まちのクラブ活動事務局

宇宙への夢は⽌止められない!!

⼀一⽇日宇宙・ロケット博物館

古代を科学する!?

〜～  縄⽂文時代の⾙貝塚から環境変動
 　 　 　 　 　 　 　(地球温暖化)を考える  〜～
KSEL  ×  流流⼭山市⽴立立博物館
 　海から遠い柏になぜ⾙貝塚が?!  柏の葉葉の地に眠る古
代遺跡の秘密とは?!  当時の海・陸陸の範囲や⾙貝の⽣生息
域、なぜそれが今と違うかを、⾙貝塚から出⼟土した⾙貝
の分類を通じて学びます。
 　地域に密着して活動するKSELならではの
異異⾊色のコラボレーション！
時間：  11:00~∼15:00
場所：  マルシェコロール内
対象：  どなたでも
参加費：  無料料
申込：  不不要

街の市場  マルシェコロール  

“クリスマスマルシェ”

KSEL  ×  マルシェコロール実⾏行行委員会
 　科学は決して特別なものじゃない。⾝身近などんな
ところにも、実はこっそり隠れているもの。
 　そんな、⾝身近に隠された科学にスポットライトを
当てるべく、マルシェコロールも共同開催いたしま
す。今回のテーマはもちろん、クリスマスサイエン
スマルシェ！詳しくはマルシェコロールのWebペー
ジをご覧ください。
時間：  11:00~∼15:00
場所：  Park  City⼀一番街前
対象：  どなたでも
申込：  不不要

 　クリスマスは恋⼈人と過ごしたい。⽇日頃素直には⾔言
えない想いを形にして届けたい。そんな⽅方にオスス
メ。想いをメッセージプレートに刻み、キャンドル
の中に隠してプレゼントしよう。帰って2⼈人で灯す
とメッセージが浮かび上がります。カップルにオス
スメの企画です。
２⼈人で想い出のクリ
スマスを作ろう。
ぜひ点灯式までご⼀一
緒ください、柏の葉葉
を科学の灯りで彩り
ましょう。（⼀一⼈人1個
以上お持ち帰りあり）

時間：14:00~∼17:00
（申込の⽅方優先、
14:00から整理理券配布）
場所：マルシェコロール内  (予定) 　    
 　 　    （Park  City⼀一番街⼊入り⼝口）
対象：カップル、夫婦など、
 　 　 　 　  ⼤大切切な⽅方と⼀一緒に
ご参加ください。
参加費：2⼈人で300円
Image  fromhttp://www.geocities.jp/
fujiwaratei/kiriira7777.htm
申込：Webより（URLは裏裏⾯面）

スタンプ

⼤大⼈人向け出張授業承り中
 　⼤大⼈人向け出張講座、承ります。少⼈人数のホーム
パーティでもOK!!
 　まずは、⼈人数、予算、⽇日時、場所、ご希望のレベ
ル（スタートアップ、アドバンスト）をお書きの上、
お気軽にご相談ください。お酒を飲みながら、科学
の⾯面⽩白いお話、しませんか？

科学者によるクリスマスコンサート
科学×⾳音楽＝科楽

申込優先

 　⼤大好評につき、今年年も開催します！
コンサートとサイエンスカフェを融合！⽇日頃同時に
⽬目にする機会のない科学と⾳音楽の共演をお楽しみい
ただけます！演奏をするのは東京⼤大学柏キャンパス
の研究者や学⽣生。⼼心地よい⾳音楽を楽しみながら、気
がついたらサイエンスの世界に?!  カフェにふらりと
⽴立立ち寄る感覚で、お気軽にお越しください！

出演者  (東京⼤大学柏キャンパスの研究者や学⽣生です)
⻄西⼭山  典秀  （先端⽣生命科学専攻  修⼠士課程2年年)
 　 　ー  演奏：  ピアノ・ギター弾き語り
 　 　ー  専⾨門：  植物とウィルス
Steven  Kraines  准教授  (フューチャーセンター推進機構)
 　 　ー  演奏：  ヴァイオリン  (with  ピアノ伴奏)
 　 　ー  専⾨門：  社会実験とまちづくり
杉本  茂樹  特任教授  (カブリ数物連携宇宙研究機構）
 　 　ー  演奏：  フルート  (with  ピアノ伴奏)
 　 　ー  専⾨門：  素粒粒⼦子論論

時間：  14:30~∼17:30  （途中参加も歓迎）
場所：  Café  AGORA
対象：  どなたでも
定員：  30名
参加費：  ワンオーダー制
申込：  Webより（URLは裏裏⾯面をご覧ください）

その他、企業様等、各種コラボ
レーション、ご相談ください。

昨年年の様⼦子
(ららぽーと内の会場)

連絡先E-‐‑‒mail：

ksel.sci@gmail.com

スタンプ

