PRESS RELEASE
2012 年 10 月 19 日
柏の葉アーバンデザインセンター

東京大学・千葉大学のオープンキャンパスなど、20 以上のイベント実施！

「柏の葉街まるごとオープンキャンパス」を開催
～2012 年 10 月 26 日～12 月 8 日までの 44 日間～
千葉県柏市・柏の葉キャンパス地域を拠点とした街づくり組織「柏の葉アーバンデザインセンター（以下、
UDCK）
」は、東京大学や千葉大学などの地域の立地団体と連携して、
「学び」に関するイベントを 2012 年 10 月
26 日から 12 月 8 日までの 44 日間に凝縮した「柏の葉街まるごとオープンキャンパス」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して 2008 年に千葉県、柏市、東京大学、千葉
大学が共同策定した街づくり方針「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”が連携しながら街づくりを進めています。国際学術都市に向けては、大学をはじめ当エリア
に立地する多数の学術研究機関が、
街をフィールドとした市民参加型の様々な研究活動を進めています。
さらに、
研究者や学生が市民を対象として、最先端の科学技術や地域の自然環境と触れ合い、楽しく学びあう公開講座や
科学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に、昨年より、
「学びの秋」
に合わせて地域が連携してイベントを実施するキャンペーンを展開しています。昨年は 1
カ月の開催でしたが、本年より期間を 44 日間と大幅に延長し、名称も「柏の葉街まるごと
オープンキャンパス」と改めました。期間中は、市民や来街者を対象に、大学のキャンパ
スや UDCK などを舞台とし、東京大学、千葉大学のオープンキャンパスから、子どもたち
が仕事を学ぶ「ピノキオプロジェクト」
、地元の有名シェフから料理を学ぶクッキング教室
など、多種多彩な 20 以上のイベントを実施します。
統一ロゴマーク

「柏の葉街まるごとオープンキャンパス」の主なイベント
■ 東京大学柏キャンパス一般公開 2012
［日 時］10 月 26 日・27 日 10：00～16：30
［場 所］東京大学柏キャンパス
［内 容］「知の魅力‐科学って面白い‐」をテーマに、宇宙の謎、温暖化問題など最先端の研究内容を紹介する講演
やイベントを実施。会場全体を使ったスタンプラリーも実施し、集めると記念グッズを進呈
［主 催］東京大学柏キャンパス共同学術経営委員会
［問合せ］東京大学柏地区共通事務センター TEL：04-7136-3200

■ LaLaClub 料理講座 名店のシェフから学ぶ「プロのコツ」
［日 時］10 月 26 日 / 11 月 30 日 15：30～17：00
［場 所］ららぽーと柏の葉
［内 容］ 家庭でも簡単に作れる料理を東葛地区の名店のシェフから学ぶ。食材の扱い方、美味しく作る裏技、盛り
付けのポイントなど、プロならではのコツをライブ形式で伝授。10 月はイタリアンレストランコメ・スタ
の料理長橋本博之氏、11 月は和食レストラン味すゞ亭の料理長半田康之氏が講師を務める。事前予約制で、
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各回受講費が 1500 円、材料費が 2000 円。定員 25 名
［主 催］東葛六市レストランサミット
［問合せ］ららぽーと柏の葉 LaLaClub 受付 TEL：04-7168-1777

■ 駅前出張サイエンスカフェ at 柏の葉 2012
［日 時］10 月 27 日 16：00～18：00
［場 所］柏の葉アーバンデザインセンター
［内 容］ 東京大学大学院学生、東京理科大学学生による市民向け科学教室。「生物」と「美しさ」をテーマにした 2
つのブースがあり、生物学の最新トピックスや、脳科学と「美しさ」の関係などを学ぶことができる
［主 催］ 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ
［問合せ］柏の葉サイエンスエデュケーションラボ E-Mail：ksel.sci@gmail.com

■ 秋のこんぶくろ池公園まつり
［日 時］ 10 月 28 日 10：00～15：00
［場 所］こんぶくろ池自然博物公園
［内 容］ 公園内の材料を使った自然工作教室（たけとんぼ、鳥の巣箱など）や自然観察会、焼き芋大会などを通じて、
自然の素晴らしさ、工作の楽しさを学ぶ。参加費は 200 円で、定員 150 名
［主 催］ NPO こんぶくろ池公園自然の森
［問合せ］公園管理棟 E-Mail：info@konbukuroike.com

TEL：04-7132-8800

■ 柏の葉でハロウィン！〜まちぐるみでハロウィン♪〜
［日 時］10 月 28 日 15：30～19：30
［場 所］柏の葉キャンパス駅周辺 / 柏の葉アーバンデザインセンター
［内 容］ 毎年恒例のハロウィン。今回は、小学校高学年＆中学生組、小学生低学年組、3〜6 歳組、0〜2 歳組など年
齢ごとにグループを分けて、「トリック・オア・トリート（お菓子巡り）」を実施。その後、UDCK にて仮
装パーティーを行う。事前予約制で、参加費は 3 歳未満は 500 円、3 歳以上は 800 円
［主 催］まちのクラブ活動事務局
［問合せ］まちのクラブ活動事務局 E-Mail：kcvn.info@gmail.com TEL：04-7137-2221

■ 経営力向上セミナー ～ビジネスプランのつくり方～
［日 時］ 10 月 19 日、11 月 2 日、11 月 16 日、11 月 30 日、12 月 14 日、1 月 18 日、2 月 1 日、2 月 15 日の全 8 回
［場 所］TX アントレプレナーパートナーズ柏の葉拠点「AGORA」
［内 容］ベンチャー企業の経営者を対象としたビジネスプランの作成とプレゼンテーションスキルを学ぶ講座。自社
の強み・弱みを明確に把握した上で、資金調達先や事業提携先、販売先などから共感を引き出すビジネスプ
ランをワークショップ形式で作成し、プレゼンテーションまで実践的に行う。11/2 以降からの途中参加に

ついて追加申込み受付中！
［主 催］公益財団法人千葉県産業振興センター・東葛テクノプラザ（企画運営は TX アントレプレナーパートナーズ）
［問合せ］公益財団法人千葉県産業振興センター・東葛テクノプラザ TEL：04-7133-0139 E-Mail：kojo@ttp.or.jp

■ 千葉大学 センター祭 2012
［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］ 「芸術都市へのあこがれ～音楽の力と健康」と題して生ライブ演奏などを行うほか、キャンパス内の見学ツ
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アーや野菜の収穫体験、センターの農産物を使った軽食の販売などを行う
［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（平日 9:00～17:00）

■ 収穫祭キャンパスマルシェ
［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］ センター祭 2012 とコラボレーションして開催。芝生の上に座って、ピクニック気分で秋の味覚を楽しみま
せんか？千葉大学の野菜を使ったアレンジメント作りや、ビーズブレスレット作り、手ごね石鹸作りなどワ
ークショップも充実。おいしさも楽しさも盛りだくさん
［主 催］ マルシェコロール実行委員会
［問合せ］NPO 法人 NPO 支援センターちば TEL：04-7135-8101 E-Mail：info@kashiwanoha-marche.com

■ 子供向け国際教育プログラム パンゲア
［日 時］ 11 月 10 日、12 月 22 日、1 月 12 日、2 月 9 日、3 月 9 日
［場 所］柏の葉アーバンデザインセンター
［内 容］パンゲアアクティビティは、インターネットを使って日本と世界の子どもをつなぐ国際教育プログラム。パ
ンゲアが独自に企画開発したゲームを中心にプログラムを組んでおり、子どもたちは言語の壁を超えて異文
化と触れ合い、他者への理解を深めます。11/10 からの途中参加者（小学 3 年生～中学 3 年生の子供、ファ
シリテーター）申込受付中！
［主 催］ 柏の葉アーバンデザインセンター
［問合せ］NPO 法人パンゲア TEL：075-741-8877

E-Mail：info@pangaean.org

■ まちづくりスクール 2012 後期
［日 時］ 11 月 17 日、12 月 1 日、12 月 15 日、1 月 19 日、1 月 26 日の全 5 回
［場 所］柏の葉アーバンデザインセンター
［内 容］ 最先端の街として注目の「スマートシティ」をテーマに、柏の葉の街づくりを事例としながら学んでいく
［主 催］ 柏市都市振興公社
［問合せ］柏の葉アーバンデザインセンター TEL：04-7140-9686

■ ピノキオプロジェクト 2012
［日 時］ 11 月 23 日 11：00～17：00
［場 所］柏の葉キャンパス駅周辺
［内 容］ 子どもたちが「ピノキオ」に扮して職業体験を実施。花屋、銀行、カフェなど様々な職業を通じて、「試行
錯誤」することを学ぶ。柏の葉の定期市「マルシェコロール」と共同開催の「ピノキオマルシェ」では、柏
の葉小学校と共同開発したオリジナルメニューの販売も
［主 催］ ピノキオプロジェクト 2012 実行委員会
［問合せ］ピノキオプロジェクト 2012 実行委員会 TEL：050-3697-4773

■ 柏たなか駅の朝市収穫祭
［日 時］ 11 月 24 日 10：00～12：00
［場 所］柏たなか駅環境コンビニステーション前
［内 容］ 地元農家が採れたて野菜や新米を販売。飲食・物販店も出店。田中のお米餅つき大会や音楽ライブなども実
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施。「農あるまちの楽しみ方」を発見！
［主 催］ 農あるまちづくり実行委員会
［問合せ］環境コンビニステーション TEL：04-7157-2861

■ 千葉大学柏の葉カレッジリンクプログラム（基礎コース）
［日 時］ 12 月 1 日、12 月 15 日、12 月 22 日、1 月 19 日、2 月 2 日 9：50～13：00
［場 所］千葉大学柏の葉キャンパス
［内 容］ 食・健康・環境をテーマにした豊かな暮らしのあり方を学ぶ。毎回、多彩なゲストを招いた話題提供と
受講生によるグループディスカッションによって、受講生自らが考え方やアイデアを導き出していく「市民
科学」を実践。最終回には全員がレポートを制作・発表し、2 ヶ月間の学びや気づきを整理する。基礎コー
ス修了後には、よりテーマを絞った専門コースの受講が可能。これまで 100 名以上が修了し、各地域でまち
づくり活動のリーダーとして活躍されている方も
［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（平日 9:00～17:00）

■ クリスマスサイエンスフェスティバル
［日 時］ 12 月 8 日 時間はイベントごとに異なる
［場 所］柏の葉キャンパス駅周辺
［内 容］ クリスマスに合わせ、柏の葉キャンパス地域全体で科学にまつわる様々なイベントを実施。「アロマキャン
ドルを使ったクリスマスツリーづくり」「科学者によるクリスマスコンサート」「宇宙・ロケット博物館」
など。また、柏の葉の定期市「マルシェコロール」と共同で「クリスマスサイエンスマルシェ」も開催。詳
細は、WEB サイト http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/index.html
［主 催］ 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ
［問合せ］柏の葉サイエンスエデュケーションラボ E-Mail： ksel.sci@gmail.com

※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： 蛭川

TEL： 090-3510-5586
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