
 

 
 

 おとなの「宇宙の学校」今年度も企画中！！ 
開催時期は 1 月～3 月ごろ 

 宇宙の学校®10 周年記念 特別セミナーを企画中 
👆👆詳細が決まりましたら、メールマガジン、ホームページなど 

でご紹介します。 
 
 

正会員 200（個人：184 学生：1 企業・団体:15） 
賛助会員 50（個人：37 企業・団体：13） 
みなさまの会費や寄付金が運営費の一部となり、KU-MA 
活動を展開させていただいております。 
日頃のご支援に心より感謝を申し上げるとともに、引き続き、 
活動および活動資金へのご協力をお願いいたします。 

 

▮編集後記 
 つい最近、総会が終わったと思ったら、あれやこれやで、気

が付けば９月も終わりに近づきました。その間に、大阪初の
「宇宙の学校」が始まり、CSR 支援やイベントなどで慌ただ
しく過ぎていきました。もういくつ寝るとお正月？(田口) 

 以前、髪の毛の寄付の話を知り合いの方にしたのですが、
その娘さんが髪を寄付されたと聞き嬉しかったです。そして、
私も 3 年くらい伸ばした髪を寄付しました。（い） 

■会員募集中！！ 
◇正会員：KU-MA のミッションに賛同し、活動を推進する個人/法人・団体  
年会費 個人：10,000 円(学生 5,000 円)、法人・団体：50,000 円 

◇賛助会員：KU-MA のミッションに賛同し、寄付いただける個人と法人・団体 
 年会費 個人：１口 1,000 円、法人・団体：１口 50,000 円 
※個人賛助会員への会員証の発行、メールマガジンの送付は 5 口以上からです。 

■会費や寄付金のお振込先 
【会費や寄付金のお振込先は下記の口座へ】 

横浜銀行 渕野辺支店 普通預金 1768456 

特定非営利活動法人子ども・宇宙・未来の会  

会長 並木 道義 

「子どもの宇宙」を広げ 未来を豊かに 
 

 KU-MA は JAXA 宇宙教育センターと宇宙教育活動に関する協定書に 
基づき、連携・協力しながら宇宙教育活動を推進しています 

「宇宙の学校®」は、JAXA 宇宙教育センターと当会の共同事業です 

NPO法人 子ども・宇宙・未来の会 「宇宙の学校」事務局 
〒252-5210神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1 JAXA内 

電話・FAX : 042-750-2690  
E-mail : KU-MAs@ku-ma.or.jp  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ :http://www.ku-ma.or.jp 

 

“宇宙を視座に大人が変わる 子どもが輝く 美しい星が生まれる” 【子どもと宇宙と未来をつなぐ】 

 

 

令和元年 6 月 13 日（木）13：30 より 

プロミティふちのべビル（神奈川県相模原市）

会議室にて、通常総会が開催されました。 

出席 23 名、委任状 85 名で定足数を満たし、

審議がスタートいたしました。 

昨年度実施した事業活動や決算報告、事

業計画、予算案について審議を行い、すべて

承認され終了しました。 

総会終了後、平林先生の「チコちゃんより

早いブラックホール教室」は、画像やイラスト

を交えて、わかりやすく楽しい物理教室の時

間で「おとなの宇宙の学校」の1コマのようで

した。 

その後、自己紹介タイム、懇親会など、会員

交流の良い機会となりました。ご参加くださっ

たみなさまありがとうございました。 

来年 2020 年は東京オリンピックやパラリ

ンピック、はやぶさ 2 の帰還など楽しみな 1 年

となりそうですね。総会等でみなさまにお会い

できるのを楽しみにしております。 

●「宇宙の学校」事業 

53 校が開催中 

●「宇宙の学校」指導者セミナーおよび講習会 

5/18 小松市教育研究センター 

6/9  岡山県生涯学習センター 

6/16 枚方市立中央図書館 

6/22 山口県大人版「宇宙の学校」(講習会) 

7/21 塩竈市ふれあいエスプ塩竈 

●企業ＣＳＲ支援事業 

8/1、2 ＣＫＤものづくり教室 

8/18 三菱重工業しんせんサマースクール 

9/26 三菱重工業みなとみらい本町小学校理科授業 

●イベント事業 

7/6 下関市ＰＴＡ連合会南部地区小中学校合同研修会（講演） 

8/18 伊勢丹相模原店 「宇宙の教室」 

   

活動報告 

2019 年通常総会 開催！！ 
広報活動 

5/11、12 相模原市わかばまつり出展 
理事会 

5/22 令和元年度第１回理事会開催 
通常総会 

6/13 総会開催 
KU-MA 主催事業 

4/20、6/13  
ＪＡＸＡ相模原キャンパス 会員見学会 

▲宇宙の学校 宇宙教育指導者セミナー模様 

当会の理事を務めてくださった折井 武さん
が 5月に永眠されました。理事就任期間中、企
業経営目線でのご発言は大変参考になり、当会
にとって貴重な存在でした。 

『お通夜では用意された席がいっぱいにな
り、さらに室外に席が用意されたほどの参列者
でした。折井さんのソフトな人柄が偲ばれまし
た。』（平林先生より） 
 
元 JAXA 宇宙教育センター長や宇宙教育セン

ターアドバイザ、全国中学校理科教育研究会の

顧問をされていた中村日出夫先生が 8月にご

逝去されました。 

お二人のご功績、ご活躍に深謝し、心より 
ご冥福をお祈り申し上げます。 

訃報 

会員情報 

事務局からお知らせ 



▮役員情報 

平成 22 年より理事を務めてくださった
佐伯平二先生が今年 6 月末で任期満了に
より理事を辞任されました。 
愛知県から理事会に来ていただいた
り、「宇宙の学校」へも参加いただいて
おりました。 
 
先生が監修された科学実験などが以下
のホームページで紹介されています。 
👉👉https://site.ngk.co.jp/ 
 
今後の益々のご活躍を 
お祈り申し上げます。 

  

北海道 
網走市、釧路市 

東北  
青森市・弘前市・岩手県紫波町・塩釜市 

関東 
千葉市・松戸市・狭山市・青梅市・国分寺市・
新宿区（新宿・四谷）・杉並区・立川市・ 
練馬区・東大和市・多摩市（多摩市・東寺方・
和田東寺方） 
相模原市（渕野辺東・城山）・横浜市（國學院
大學・はまぎんこども宇宙科学館・星槎学園北
斗校） 

甲信越・北陸・中部 
甲州市・伊那市・金沢市・かほく市・小松市・ 
静岡県長泉町・静岡県函南町・小牧市・知立市 

関西  
枚方市(2019 年初) 

中国  
岡山県岡山市・備前市・和気町・新見市・
松江市・三原市・山口県（下関市） 

九州  
大野城市・長崎市 

沖縄  
那覇市（ほしぞら公民館・
首里公民館） 

JAXA 相模原キャンパス 

宇宙科学探査交流棟 KU-MA 見学会 開催模様 

KU-MA 会員同士の交流を目的とした見学会を 3 月から①3 月②4 月③6 月の計 3 回実施しました。 

2018 年にオープンした JAXA 相模原キャンパス宇宙科学探査交流棟を並木会長が案内し、みなさんとの楽しいひと

時を過ごしました。秋田県や宮城県からも参加してくださった方や複数回参加して下った方もいらっしゃいました。 

宇宙科学探査交流棟は、少しずつ展示が変わっているそうで、新しい情報や展示が加わったり、何度訪れても楽しめ

ます。次の機会にはぜひご参加ください！！  

今日は特別に宇宙探査実験棟も見学させて 
いただきました。ここは約 425 トンの珪砂で
月や惑星表面の地形を模した施設です。 
探査ローバーなどの実験を行っています。 

2019 宇宙の学校 開催地紹介  
今年も全国 53 校が開催しています。 
各学校のスクーリング開催日程は KU-MA のホームページで確認できます。 

 家族で実験や工作、さらに研究し、レポートを作成、 

人前で発表を行ったことで、その後、学校の授業へ 

の取り組み方が変わったように感じた。 

 

 身近な不思議の視点を持つ大切さがわかった。 

親の意識が変わった。 

 好奇心をもてたこと。宇宙に興味をもった。 

親子で一緒にとりくめ、子の気づきやなぜ？を 

ほりさげることができた。楽しめた。 

 家族で参加し、子どもの違う一面を発見したり、 

家庭での会話が増え、家族のつながりが深まった。 

 レポートの準備は大変でしたが、今日発表する姿、

聞く姿とも集中していておどろきました。 

 宇宙と考えると壮大で遠いようですが、身近な素

材で作ったり、体験することで原理がわかったり、

小さいながら子どもが気付くことがあり良かった

です。 

🚀🚀宇宙の学校 参加者アンケートから（2018 年） 

 




