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ヤングパワームーブメント2015
＠さわやかちば県民プラザ

音楽ワークショップ
＠さわやかちば県民プラザ

かしわ市場まつり2015
＠柏市公設総合地方卸売市場

キノコの観察会
＠こんぶくろ池公園

秋のこんぶくろ池祭り
＠こんぶくろ池公園

柏の葉公園オータムフェスタ2015
＠千葉県立柏の葉公園

第9回
国立がん研究センター東病院
オープンキャンパス

第10回
千葉大学センター祭

東葛テクノプラザ
秋の一般公開

東京大学柏キャンパス一般公開2015

10/4～ 11/3

発行：2015年 9月

主催：柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）

※各イベントの内容は変更になることがあります。詳細は、各イベントの問合せ先にご確認ください。

場所：千葉県立柏の葉公園  北エントランスと野外ステージ MAP

場所：柏市公設総合地方卸売市場

柏キャンパスにおける東京大学の研究成
果を紹介し、研究室や大型実験施設など
を公開します。当日は、幅広い世代の方々
が楽しめるよう、様々な企画が盛りだく
さん。ぜひ、家族みんなで遊びにきてく
ださい！

日時：10/17（土）18（日）10:00 ～ 15:30　小雨決行

柏の葉公園最大のイベントとして毎年賑わうオータムフェスタ。野外ステージでは
様々な団体の吹奏楽やダンスなどが披露されるほか、北エントランス周辺でのフリー
マーケット、遊ぼうよ！キッズコーナー、飲食・野菜・花苗販売など、世代を問わず
１日中楽しめるイベントです。また、バラ園も開園（9:00-16：00）。

特別講演会 10月 24日（土） 
会場：新領域環境棟１階 FS ホール

10/24（土） 未来こどもがっこう東京大学研究室ツアー
※事前登録制　問合せ先：mirai@udck.jp

■問合せ先 :
　東京大学柏地区共通事務センター総務・広報係
　TEL：04-7136-3200    E-mail：kashiwa-info@kashiwa.u-tokyo.ac.jp

■問合せ先 :　管理事務所　TEL：04-7134-2015 場所：こんぶくろ池公園　管理棟前
日時：10/18（日）10:00 ～ 12:00　雨天中止

こんぶくろ池の森でキノコの観察をしてみ
ませんか !!　毎年秋のこんぶくろ池公園で
自生するキノコ（100 種類もあると言われ
ています）を観察・採取しています。

■問合せ先 :
　千葉大学環境健康フィールド科学センター総務係
　TEL：04-7137-8000

・13：00～ 13：40
地上のモノをくっきり、はっきり。
空間情報の高鮮明化イノベーション～UAVやTLSの活用～
東京大学空間情報科学研究センター 

准教授　早川 裕弌
・13：40～ 14：20
遙かなるインド洋：深海温泉をめぐる航海
東京大学大気海洋研究所 教授　蒲生 俊敬

・14：20～ 15：00
100 年後のクルマ
東京大学大学院新領域創成科学研究科 

教授　堀 洋一

■入場無料・申込み不要 ■入場無料・申込み不要 ■入場無料・一部プログラムを除き申込み不要

■入場無料・申込み不要

日時：10/18（日）8:00～ 13:00　雨天実施

柏市場を広く知っていただき、市場に親
しんでもらうことで地域への還元、及び
市場の活性化につなげていくことを目的
として、今年で 11回目を迎えます。
・まぐろ解体ショーと即売
・一般参加による野菜・果実・花きの
  模擬せり（受付①9：40～②10：30～ )
・地元新鮮野菜の紹介と即売
・水産と花きの謝恩価格販売
・縁日広場で市場の食事「模擬店」など
を開店

・ステージイベント

■問合せ先 :　かしわ市場まつり実行委員会　TEL: 04-7131-2620
■入場無料・申込み不要

場所：東葛テクノプラザ
日時：10/23（金）11:00/13:00/14:00 の３回　雨天実施

場所：千葉大学環境健康フィールド科学センター 場所：国立がん研究センター 本館棟エントランスホール/先端医療開発センター講堂
日時：11/3（祝）10:00 ～ 15:00　雨天実施

場所：東京大学柏キャンパス
日時：10/23（金）24（土）10:00 ～ 16:30　雨天実施 日時：10/24（土）10:00 ～ 15:00　雨天実施

当施設には、209 名収容の多目的ホールを
はじめ講演会やサークル活動にも利用でき
る各種会議室があります。また、普段見学
できない試験機器もご覧できます。是非お
立ち寄りください。

■問合せ先 :TEL：04-7133-0139　
■入場無料・申込み不要（開始 5分前までにロビーにて受付）

■参加無料
■申込み先 :　FAX：04-7132-8800
                      （参加者氏名・TEL明記）

場所：こんぶくろ池公園　管理棟前
日時：10/25（日）10:00 ～ 15:00　少雨決行

こんぶくろ池公園毎年恒例の行事です。家
族連れの皆さんが気軽に、各種のコーナー
で楽しんでもらえるように準備しています。
お祭りを機会にこんぶくろ池を地域の人達
によく知ってもらいたいと思います。（森の
観察会、工作教室、焼芋など）

■参加費 300円
■申込み先 :　FAX：04-7132-8800 又は Eメール：info@konbukuroike.com
 　                （参加者氏名・TEL明記）　※先着順のため、お早めに申し込みください

場所：さわやかちば県民プラザ 1階内アゴラ
日時：10/4（日）9:50～ 13:00　雨天実施

若者のエネルギーあふれる活動の内容や成
果を社会に発信するとともに、実行委員の
若者を中心に企画・運営を行い、日頃の活
動の成果を発表するイベントです。今年は、
「高校書道部によるダイナミックな書道のパ
フォーマンス」「華麗で迫力のあるダンス」
などの発表を予定しています。
■入場無料・申込み不要
■問合せ先：TEL：04-7140-8611

場所：さわやかちば県民プラザ 1階内アゴラ

柏の葉公園オータムフェスタ2015

キノコの観察会

かしわ市場まつり2015

東葛テクノプラザ　秋の一般公開

千葉大学　第10回センター祭東京大学柏キャンパス一般公開2015 第9回  国立がん研究センター東病院オープンキャンパス

秋のこんぶくろ池祭り

ヤングパワームーブメント2015

音楽ワークショップ～晩秋のコンサート～
日時：10/11（日）14:00 ～ 16:00　雨天実施

日時：10/24（土）10:00 ～

音楽ワークショップは、高校生以上の一般
公募した演奏者により構成された吹奏楽団
を通して、芸術文化活動を支える人材の育
成を図ることを目的とした学びの場です。
年間 15 回のワークショップと秋と冬２回
の演奏会を開催します。

柏の葉のまち全体でつくる学びの場「未来こども
がっこう」（主催 UDCK）では、年間を通じて多様
なカリキュラムを展開中です。その秋の特別カリ
キュラムとして、たくさんのワークショップが集ま
る、「未来こども文化祭」をまちの様々な場で開催
します。詳しくはWEBをご覧ください。

■入場無料・申込み不要
■問合せ先：TEL：04-7140-8615

毎年文化の日（11/3）に千葉大学柏の葉キャンパスで開催している大学祭です。センター
祭はマルシェコロールとの共同開催となり、大学の生産品である農作物の販売をはじめ
とする模擬店販売や各種講演や体験ツアーなど大人から子供までお楽しみいただけるイ
ベントを予定しています。

・農産物・模擬店販売　10:00 ～ 15:00（予定）
・ステージイベント　11:00 ～ 11:30・13:00 ～ 13:30 （予定）　
・講演・体験　12:30 ～・14:30 ～（予定）
・体験・教室　11:00 ～ 15:00（予定）
・見学ツアー　11:00 ～ 12:00・13:00 ～ 14:00 （予定）

■問合せ先 :
　国立がん研究センター東病院　広報担当
　TEL：04-7134-6945

地域の皆様に当院で行っている最新のがん研究やがん診療、ケアなどをご紹介するイベ
ントです。患者さんやご家族はもちろん、がんが心配な方、テレビや新聞で見た最新治
療が気になる方、医療の仕事に興味のある方、当院をのぞいてみたい方など、どなたで
も大歓迎です。来て見て触れて、楽しんでいただけたら幸いです。

・最新がん診療・研究のパネル展示
・陽子線棟見学ツアー＆ビデオ上映
・市民公開講座「胃がんの最新治療」
・健康チェック（骨密度、体組成）
・セルフケア体験コーナー（口腔ケア、スキンケア、アロママッサージなど）
・相談コーナー（薬剤／看護／栄養／社会保障・就労支援）
・肺年齢測定
・カバーメイクコーナー
・青少年向け外科医体験セミナー（事前登録制、９月末締切）

同時開催
様々なお店が祭を彩ります

未来こどもがっこう 検索
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未来こどもがっこうのお花屋さん
事前登録制　問合せ先：mirai@udck.jp

教育研究施設が立ち並ぶ柏の葉。秋の１ヵ月間、普段は入れない施設の一般公開イベ
ントや秋のお祭りが目白押し！ここでしか体験できない学びを探して、キャンパスを
巡ってみませんか？

04-7140-9686 mail: info@udck.jp
後援：柏市

探
しに行こう“

知
ら
ない”柏の葉を

写真：2014年度 千葉大学センター祭



柏の葉６丁目
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関税中央分析所
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千葉県立柏の葉公園

国土交通大学校
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こんぶくろ池公園
東京大学
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柏市公設
総合地方卸売市場

東葛テクノプラザ
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門扉に活動紹介
写真を掲示

10/23-24
柏キャンパス一般公開

2015

10/23
秋の一般公開

10/24
第 9回

オープンキャンパス

11/3
第 10回センター祭

10/18
かしわ市場まつり

2015
10/17-18

オータムフェスタ

10/25
秋のこんぶくろ池祭り

10/18
キノコの観察会

10/4
ヤングパワームーブ
メント2015

10/11
音楽ワークショップ
晩秋のコンサート

主なイベント
※詳細は裏面参照

施設への
おすすめ散歩コース

UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター）は、
公共・民間・大学が連携してまちづくりに取り
組むための拠点です。地域ポイントやスマート
サイクルなど各種実証実験の登録受付を行うほ
か、地域の情報やイベントチラシなども設置し
ています。まちづくりスクールやまちの交流会
など誰でも参加できる企画も開催しています。

開館時間 10:00 ～ 19:00

館内を回りながら、「スマートシティに暮らす」
という未来のライフスタイルを仮想体験してい
ただくためのミュージアムです。
すでに導入されている技術や設備、これから取
り入れられていく考え方など。映像や展示を観
ながら、感じていただくことができます。

開館時間　火曜・金曜（祝日除く）
10:00 ～ 17:00　※入館は16:00 まで

16

17

東京大学は、明治 10 年以来伝統的学問分野を深く極
めてきた本郷キャンパスと、昭和 24 年以来複数の学
問分野の接点において新たな学際的領域を開拓してき
た駒場キャンパスを両極として発展してきましたが、
平成 12 年に学問体系の根本的な組み換えをも視野に
入れた学融合を志向する柏キャンパスが加わりまし
た。柏キャンパスではこのような「知の冒険」を目指
して様々な新しい取り組みが行われています。

一部公開

国立がん研究センターの新しい病院として、平成４年
に開設されました。「こころとからだにやさしいがん
診療の実現」をモットーに、人間らしさを大切に、最
新かつ最良の医療を提供しています。また、新しいが
ん医療の開発に向けて、質の高い臨床研究やトランス
レーショナル研究を行っているほか、医療専門職の育
成にも力を入れています。

県内企業の技術力や研究開発の向上、新産業の創出や
ベンチャー企業の育成を支援しています。研究開発を
行う中小企業などに対し貸研究室（51 室）の提供や
企業などが行う試験分析のための試験機器（約 100
種類）、及び講演会やサークル活動に利用できる多目
的ホール（209 名収容）をはじめ各種会議室があり
ます。また、中小企業などのために知財などの無料相
談や各種セミナーを開催しています。

開館時間 8:30 ～ 17:00

独立行政法人中小企業基盤整備機構が、東京大
学および地域（千葉県、柏市）と連携して運営
する事業化支援施設（インキュベータ）です。
東大柏ベンチャープラザは、東京大学を始めと
する大学のシーズを活用して、新事業の創出や
起業に取り組む個人や企業、第二創業を目指す
中小企業などを支援します。

非公開

貴重な自然環境の残る湧水池と湿地・森林
18.5ha を対象に、柏市が策定した「こんぶくろ
池公園整備基本計画」に基づき、市民ボランティ
アが中心となって、保全・整備を進めています。
その一部である一号近隣公園では、平成 26 年 4
月、4,800 ㎡の芝生広場「てづくり広場」が整
備され、日常的に開放されているとともに、森の
コンサートなどのイベントにも活用しています。

開園時間10:00 ～ 17:00

総敷地面積 45ha の広さを誇る園内には、桜の
広場やバーベキュー場、ドッグラン、ボート場
（3～ 11 月の土日祝のみ営業）、日本庭園など
様々な施設があります。スポーツを楽しみたい
人にはコミュニティ体育館や総合競技場などが
完備。平成 27 年 3 月には子供達に大人気の大
型アスレチック「冒険のトリデ」がリニューア
ルオープンしました。

開館時間9:00～17:00 (公園センター)      

「生涯学習センター」「芸術文化センター」の機
能をもった施設です。サークル活動などに使え
る大小さまざまな研修室や会議室、470 人収容
のホール、展示ができるギャラリーがあります。
また、県民の生涯学習を推進する講座やイベン
トなどの主催事業を行っています。無料で利用
できる情報提供エリア、図書コーナー、さわや
かコーナー、生活情報コーナーも人気です。

開館時間 9:00 ～ 21:00 

KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）は、
大型コワーキングスペース、個室オフィス、デ
ジタル工作室、イベントスペース、会議室、カフェ
を完備。さまざまなイベント、セミナーも開催。
専門家によるビジネス支援も。起業家、大企業、
フリーランス、研究者、生活者・・・多様な人々
の交流から新しいビジネスや価値を生み出すた
めの創造拠点です。

受付時間 9:00 ～ 21:00

東京大学と共同研究を行う企業約 30社で構成す
る組織が運営する、「あるく」・「しゃべる」・「た
べる」をテーマとした地域の健康づくり拠点で
す。食・口腔ケア・歩行・美容・介護予防のブー
スでは、最新の健康情報を提供するほか、体組
成測定などを通して、現在の健康状態をチェッ
クできます。各種イベントの開催や、食・運動・
美容の専門家によるアドバイスも行っています。

開館時間 10:00 ～ 18:00

外国から日本に輸入される物品は、税関で品目や
種類、材料や成分、加工の度合いなどにより関税
が課されます。見た目で判断できないものは、税
関の分析部門で物品の成分を調べ、分類の決定に
役立てていますが、近頃では、新しい素材を材料
とする物品なども増え、税関の分析部門では分析
が難しいものが増えてきました。これらの物品の
分析を行うのが、関税中央分析所です。

非公開

税関職員に対し、税関を取り巻く環境の変化に
的確に対応し、税関業務を適正・迅速に処理し
得る職員を養成するとともに、税関行政の質的
向上に資することを目的とした研修を実施して
います。また、財務省関税局が進めている関税
技術協力事業に関し、関税局・税関らと協力し
て開発途上国などの税関職員を対象とする受入
研修を実施しています。 

非公開

犯罪科学に関する総合的な研究機関です。専門
的知識と技術を有する研究員がそれぞれの専門
に応じて、科学捜査についての研究・実験及び
これらを応用して都道府県警察からの依頼に応
じて様々な鑑定・検査を行っています。また、
全国警察の鑑定技術の高度化を図るため、都道
府県警察の鑑定技術職員に対し専門分野別に技
術指導を行っています。

非公開

治安警備をはじめ地震などの自然災害や大規模
な事故が発生した際に、被災者の方々の救助活
動や現場周辺の安全確保のための活動、お祭り
や花火会場などで雑踏事故を防止するための活
動、警衛・警護、その他部隊活動による各種犯
罪の予防検挙、一斉取締りなどに従事していま
す。

国土交通大学校柏研修センター

ＵＤＣＫ

柏の葉スマートシティミュージアム

東京大学柏キャンパス 国立がん研究センター東病院 東葛テクノプラザ 東大柏ベンチャープラザ こんぶくろ池公園千葉県立柏の葉公園 さわやかちば県民プラザ

ＫＯＩＬ

まちの健康研究所「あ・し・た」

財務省関税中央分析所

財務省税関研修所

科学警察研究所

千葉大学環境健康フィールド科学センター

千葉県警察第三機動隊

柏市公設総合地方卸売市場国土交通大学校柏研修センター

ＵＤＣＫ

柏の葉スマートシティミュージアム

東京大学柏キャンパス 国立がん研究センター東病院 東葛テクノプラザ 東大柏ベンチャープラザ こんぶくろ池公園千葉県立柏の葉公園 さわやかちば県民プラザ

ＫＯＩＬ

まちの健康研究所「あ・し・た」

財務省関税中央分析所

財務省税関研修所

科学警察研究所

千葉大学環境健康フィールド科学センター

千葉県警察第三機動隊

柏市公設総合地方卸売市場

非公開

国土交通省職員の総合的な研修機関として、年
間約８０コース、約２６００名の研修員に対し
て、公務員としての総合的な識見や事務能力の
向上、国土交通行政の専門知識・技術を付与す
る等の研修を行っています。　毎年３月には近
隣の住民の方々を対象とした、国土交通行政に
関する身近なテーマでの「公開講座」（入場無料）
を実施しています。

非公開

食と緑と健康を学際的に教育研究する組織として設立
されました。園芸、植物、東洋医学を中心的キーワー
ドとして、医食同源、心身一如、自然治癒力、園芸森
林療法、健康予防医学、健康機能性植物、省資源・環
境保全、共生社会、地域交流、産業交流をキーワード
とする、極めてユニークな教育研究拠点として活動を
行っています。

一部公開
月曜日が祝日の場合は翌日
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２ ３ ４ ５ 6 7 8

14

15

生鮮食料品及びその加工品や花などを全国各地
から集め、適正な価格で迅速に安定供給するた
めに、卸売市場法に基づいて柏市が開設した地
域の市場です。
柏市公設市場は、国道 16 号若柴交差点のそば、
常磐自動車道柏インターチェンジやつくばエク
スプレス柏の葉キャンパス駅にも近いところに
あります。

市場見学実施

東口徒歩 15分

詳細はWEB「かしわのいちば」へ
18

（日曜・祝日定休）

（日曜・祝日定休）
（月曜定休）

東口徒歩 3分 

西口徒歩 1分 東京大学駅前サテライト 1階

西口徒歩 2分　ららぽーと柏の葉北館 3階

西口徒歩 2分　ショップ＆オフィス棟６階

P無料東武バス「国立がん研究センター」下車
徒歩 5分東武バス「国立がん研究センター」下車徒歩 5分東武バス「国立がん研究センター」にて下車 P有料西口徒歩 5分東武バス「東大前」、「東大西」、「東大西門前」下車東武バス「県民プラザ」下車 P有料P有料西口徒歩 20分

※公園監理センター
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