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PRESS RELEASE                                                                                                                                     
2014年 9月 18日 

柏の葉アーバンデザインセンター 
“学術の秋”到来！知的好奇心を刺激する 2 ヶ月間 

「柏の葉街まるごとオープンキャンパス 2014」開催 
～ 東京大学・千葉大学のオープンキャンパスなど、多数のイベントを実施 ～ 

千葉県柏市・柏の葉キャンパス地域を拠点としたまちづくり組織「柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）」

は、東京大学や千葉大学など地域の立地団体と連携して、2014年 10月から11月の 2ヶ月にわたり、「学び」に

関するイベントを凝縮した「柏の葉街まるごとオープンキャンパス 2014」を展開します。 

柏の葉キャンパス地域は、次世代環境都市・国際学術都市を目指すまちづくり方針「柏の葉国際キャンパスタウン構

想」に基づき、行政、民間企業、大学、市民といった“公・民・学”の主体が連携してまちづくりを進めています。「大

学とまちの融合」を目指し、当エリアに立地する大学や研究機関による様々な研究活動が街をフィールドに進められて

いるほか、最先端の科学技術や知識を生かした市民対象の公開講座や体験イベントを多数展開しており、まさに “街

まるごとキャンパス” と言える地域となっています。 

このような街の魅力をより幅広い方々に体感してもらうため、“学術の秋”に合わせて地域が連携してイベントを実

施する「柏の葉街まるごとオープンキャンパス」を展開します。2012年に始まり、今年で 3度目の開催を迎える本企画

は、今回も期間中に多数のイベントを実施します。 

    「「「「柏の葉街まるごとオープンキャンパス柏の葉街まるごとオープンキャンパス柏の葉街まるごとオープンキャンパス柏の葉街まるごとオープンキャンパス 2014」」」」ののののトピックストピックストピックストピックス  

(1) 街で学ぶ！ 通常は未公開の施設を期間中は特別開放 

東京大学柏キャンパスの研究関連施設、千葉大学環境健康フィールド科学センターのほか、国立がん研究センター

東病院の陽子線棟見学ツアーといった、普段は立ち入ることのできない施設の公開イベントが週替わりで実施され

ます。 

(2) 街で学ぶ！ 大学と連携した学びのプログラムが多数展開 

最先端のまちづくりを学ぶ「UDCK まちづくりスクール」や、「環境」、「健康」、「農」、「食」の視点からこれから

の暮らしやコミュニティのあり方を市民と大学がともに学び合う「千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログラム」

は今年も内容を充実して開講します。また東京大学の大学院生を中心に、“科学の魅力発信を通じた地域活性化”

をテーマに活動する団体「柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）」が東京大学の一般公開に合わせて科

学教室を開催します。 

(3) 街を学ぶ！ 2014年9月スタートの「柏の葉スマートシティツアー」 

今年の 9月から開始した柏の葉キャンパス地域の取り組みを学べる「柏の葉スマートシティツアー」を、街まるご

とオープンキャンパスの期間中も開催します。 2014 年 7 月にオープンした複合施設「ゲートスクエア」を中心に

回るコースと、柏の葉で描く未来の暮らしを紹介する「柏の葉スマートシティミュージアム」を中心に回るコース

の 2コースがあり、柏の葉のまちづくりを学ぶ入門として最適です。 

 

 

 

 

 

 

▲柏の葉サイエンスエデュケーションラボ 
による科学教室 

▲東京大学柏キャンパスで行われる 
特別公開講座 

▲国立がん研究センター東病院の 
陽子線棟見学ツアー 

※画像はいずれも昨年までの様子になります 
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    「柏の葉街まるごとオープンキャンパス「柏の葉街まるごとオープンキャンパス「柏の葉街まるごとオープンキャンパス「柏の葉街まるごとオープンキャンパス 2014」の」の」の」の主な主な主な主なイベントイベントイベントイベント                                                                                                        

■  東京大学柏キャンパス一般公開 2014 

［日 時］10 月 24日、10月 25日 10:00～16:30 

［場 所］東京大学柏キャンパス、柏の葉アーバンデザインセンター 

［内 容］柏キャンパスにおける東京大学の研究成果紹介や、研究室や大型実験施設などを公開。当日は、幅広い世代 

の方々が楽しめるよう、様々な企画を実施。参加無料、申込不要。 

［主 催］東京大学 

［問合せ］東京大学柏地区共通事務センター総務・広報係 TEL：04-7136-3200 

■ 千葉大学センター祭 

［日 時］11 月 3日 10:00～15:00 

［場 所］千葉大学環境健康フィールド科学センター 

［内 容］毎年恒例となっている、学内で栽培した野菜や果物、観葉植物、ジャムなどを販売。このほかにも野菜の収 

穫体験、キャンパス見学ツアーなど、地域の方々と一緒に楽しめる様々なイベントを実施予定。柏の葉キャ 

ンパス地域の定期市「マルシェコロール」も同時開催。参加無料、申込不要。 

［主 催］千葉大学環境健康フィールド科学センター 

［問合せ］千葉大学環境健康フィールド科学センター TEL：04-7137-8000 

 「マルシェコロール」に関して TEL：04-7137-1111 

■ 千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログラム 

［日 時］Aコース：10月 18日、25 日、11月 8日、15日、29日 / B コース：10 月 4日、18 日、11月 1 日、8日、 

 12 月 6 日 / C コース：9月 27 日、10月 11日、25日、11月 15日、11 月 29 日 / 発表会：12 月 13日 

［場 所］千葉大学環境健康フィールド科学センター 

［内 容］地域に直結した市民のための学びの場である千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログラムでは、テーマ別 

に3コースを用意し、受講生を募集（申込締切 9月22日）。全5回の講座と発表会がセットで、費用は¥10,000。 

問合せ先へ要申込。定員は各コース 20名。 

［主 催］千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログラム運営事務局 

［問合せ］千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログラム運営事務局 

 FAX：04-7137-8008 MAIL：college-link@office.chiba-u.jp 

■ 第 8回 国立がん研究センター東病院 オープンキャンパス 

［日 時］10 月 18日 10:00～15:30 

［場 所］国立がん研究センター東病院 

［内 容］がん医療の最前線に触れられる病院が主催するオープンキャンパス。研究、診療など各部門による展示、 

相談コーナーをはじめ、陽子線棟見学ツアーや事前登録制の子ども向け外科医体験セミナーなど日頃体験 

できないイベントを実施。参加無料、申込不要。（一部プログラムは事前登録制） 

［主 催］国立がん研究センター東病院 

［問合せ］国立がん研究センター東病院 TEL：04-7133-1111 

■ サイエンスカフェ 2014 

＜サイエンスカフェ 2014（大人向け）＞ ＜駅前出張サイエンスカフェ 2014（子ども向け）＞ 

［日 時］10 月 25日 10:00～11:30 ［日 時］10 月 25日 15:00～17:00 

［場 所］東京大学柏の葉キャンパス 環境棟 6階ラウンジ ［場 所］柏の葉アーバンデザインセンター 
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［内 容］東京大学大学院の学生が中心となり、子どもと大人がそれぞれ楽しめる科学教室を開催。科学に関する特別 

な知識は必要なく、だれでも参加可能。費用は子ども 400円、大人 500 円。KSELのWEB 申込フォームか 

ら要申込。（http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/） 

［主 催］柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL） 

［問合せ］柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL） MAIL：ksel.sci@gmail.com 

■ UDCKまちづくりスクール 

［日 時］10 月 4日、11日、18日、11月 8日（全 4 回） いずれも 10:00～12:00 

［場 所］柏の葉アーバンデザインセンター 

［内 容］第一線で活動する専門家や実務家の方々を講師に迎え、まちで話題のテーマを取り上げながらまちづくりの 

アイデアを学ぶ市民講座。2014 年後期は「コミュニティデザイン」をテーマに開催。費用は全 4回の講座で 

¥3,000。定員は 30名。UDCK ホームページ（http://www.udck.jp/）の詳細・受講申込書を確認の上、下記 

メールアドレスまたはUDCK 受付にて要申込（申込締切 10 月 2 日）。 

［主 催］一般財団法人柏市まちづくり公社 

［共 催］柏の葉アーバンデザインセンター 

［問合せ］柏の葉アーバンデザインセンター MAIL：school@udck.jp（担当：豊田） 

■ 柏の葉スマートシティツアー 

以下 2つのコースを用意。 

いずれのコースも開催日の 1週間前までにWEB サイト（http://www.kashiwanoha-navi.jp/inspection.html）より要申込。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜ゲートスクエアコース＞ 

［日 時］毎週 月・水・木曜日（祝日休） 10:00～11:30 

［場 所］「ゲートスクエア」の各施設 

［内 容］2014 年 7月にオープンしたゲートスクエアを中心に回るコース。一般公開していない、柏の葉街全体のエネ 

ルギーを運用・監視・制御する拠点「柏の葉スマートセンター」や、疾病予防型の健康サービス専門店街「街 

のすこやかステーション」、新産業を生み出すイノベーションオフィス「KOIL」など、各施設を見学しなが 

ら最新の機能や特徴を専門ガイドスタッフが紹介。参加者には独自開発された多言語（日本語/英語対応、中 

国語準備中）対応タブレット端末を配布。費用は 1人あたり¥3,000。定員は各回 20 名。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜ミュージアム・駅前コース＞ 

［日 時］毎週 火・金曜日（祝日休） (1)10:00～11:30 (2)14:00～15:30  ※1 日 2回開催 

［場 所］柏の葉キャンパス駅周辺 

［内 容］柏の葉地域に導入されている技術や設備、街づくりの取り組みなどを紹介する「柏の葉スマートシティミュ 

ージアム」を中心に参加者を案内する。実際に街に住んでいる市民の方々がガイド役を務め、街づくりの特 

徴を生活者目線で参加者に伝える。費用は 1人あたり¥1,000。定員は各回 15名。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

［主 催］柏の葉アーバンデザインセンター 

［問合せ］柏の葉アーバンデザインセンター TEL：04-7140-9686 MAIL：info@udck.jp  

※その他、多数のイベントを企画予定です。また、各イベントの詳細は柏の葉キャンパスの情報 WEB サイト「柏の葉

ナビ」（http://www.kashiwanoha-navi.jp/）を参照ください。 

 
 

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 

柏の葉アーバンデザインセンター  広報担当： 横山、蛭川  TEL： 03-4580-9104 

 


