つくば市イベント情報（７月・８月）
実施日

イベント等の名称

場所

問い合わせ先

ＴＥＬ

国土地理院
「地図と測量の科学館」

総務部広報広聴室
地図と測量の科学館

029-864-1872

つくばエキスポセンター

つくばエキスポセンター

029-858-1100

平成29年4月1日

平成30年3月31日
～ イベントや公共行事 つくばセンター広場，中央公園 学園地区市街地振興室
実施日等は除外

029-883-1111

平成29年4月25日

～

平成29年8月31日

JAXA筑波宇宙センター
プラネットキューブ

JAXA広報部
（筑波宇宙センター）

050-3362-6265

平成29年4月29日

～

平成29年9月24日

つくばエキスポセンター

つくばエキスポセンター

029-858-1100

平成29年6月3日

～

平成29年9月3日

つくばエキスポセンター

つくばエキスポセンター

029-858-1100

プラネタリウム
オリジナル番組「巨大隕石衝突」

平成29年6月3日

～

平成29年9月3日

つくばエキスポセンター

つくばエキスポセンター

029-858-1100

ギャラリー展「どこでも測る測量士！！
～極寒の南極と噴火した西之島～」

平成29年6月6日

～

平成29年9月18日

国土地理院
「地図と測量の科学館」

総務部広報広聴室
地図と測量の科学館

029-864-1872

科学教室「バランストンボ」

平成29年7月1日

つくばエキスポセンター

029-858-1100

つくばエキスポセンター

029-858-1100

企画展「地震災害を考える」

平成29年3月10日

～

プラネタリウム
特別番組「Feel the Earth ～Music by
葉加瀬太郎～」

平成29年3月25日

～

つくばセンターマルシェ
プラネットキューブ企画展『イプシロン大
解剖』
プラネタリウム
こども番組「ドラえもん 宇宙ふしぎ
大探検3 地球のふしぎ」
プラネタリウム
星空解説番組「見上げてみよう！今日
の星空-夏-」

平成29年7月23日

(7回開催)7月1日
（土）・２日（日），8日
つくばエキスポセンター
（土）・9日（日），15日
（土）～17日（月祝）
(11回開催)7月1日（土）・2
日（日），8日（土）・9日（日）、
15日（土）～17日（祝)、22日
（土）・23日（日）、29日（土）・

サイエンスショー「超低温の世界」①
11:00～11:20 ②13:30～13:50 ※他の
イベント実施時は休止

平成29年7月1日

フェノロジー基礎講座 果物の自然誌〈講
義と観察〉「セイヨウナシとチュウゴクナ
シ」 （要予約：先着35名 対象：高校生以上）

平成29年7月1日

13:00～15:30

農地再生チャレンジ事業
ジャガイモ収穫祭

平成29年7月1日

荒天順延
平成29年7月2日

茎崎地区天宝喜地内の畑約
70a
（茎崎庁舎跡地の東，約1km）

農業行政課

029-883-1111

筑波山立体地図の展示

平成29年7月1日

平成29年7月22日

BiViつくば

つくば市環境マイスターの会

298meister@gmai
l.com

自然史セミナー「変形菌入門講座：観察・
採集の基本」 （要予約：先着20名 対象：小学生

平成29年7月2日

10:00～16:00

つくばウォークの日

平成29年7月2日

雨天中止

第33回つくば国際音楽祭
森麻季＆仲道郁代 ソプラノ・ピアノ
デュオリサイタル

平成29年7月5日

NIASサイエンスカフェ

平成29年7月6日

18:30～20:00

BiViつくば

交流サロン

農業・食品産業技術総合研究
機構（農研機構） 生物機能利
029-838-7115
用研究部門 遺伝子組換え研
究推進室

KEKサイエンスカフェ

平成29年7月7日

(4日開催)7日・14
日・21日・28日

BiViつくば

交流サロン

高エネルギー加速器研究機構 029-879-6047

男・女（ひとひと）セミナー「突然親が倒れ
たら～後悔しないために今やれること」

平成29年7月8日

セミナー里山の四季 「花と虫のかかわ
り」 （要予約：先着30名 対象：小学生以上）

平成29年7月9日

起業家育成プログラム「リーンローンチ
パッド」（全５日間）（要申込）

平成29年7月9日

第67回社会を明るくする運動つくば市大
会

平成29年7月9日

つくば駅前ゲーム会

平成29年7月10日

薬用植物フォーラム2017

平成29年7月11日

つくばエキスポセンター

30日（日）

～

以上）

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 筑波実験植
029-851-5159
園
物園

交流サロン

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 学習課 学習
03-5814-9888
園
支援担当
集合場所：洞峰公園
健康増進課
コース：公園通りコース（約7㎞）
文化芸術課
つくば文化振興財団(029856-7007)

ノバホール

つくば市役所

10:00～12:00

～

・

平成29年9月3日

平成29年7月30日

男女共同参画室

029-883-1111

029-883-1111

029-883-1111

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 筑波実験植
029-851-5159
園
物園
筑波大学筑波キャンパス高細
精医療イノベーション棟

筑波大学産学連携部

029-859-1487

つくばセンター地区

市民活動課

029-883-1111

BiViつくば

つくばテーブルゲーム交流協 tablegame.tsukub
会
a@gmail.com

交流サロン

つくば国際会議場

国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所
029-838-0571
薬用植物資源研究センター

実施日

イベント等の名称
地質標本館夏の特別展「魅惑の鉱物
-北川隆司コレクションと青柳・今吉
標本-」

平成29年7月11日

認知症治療の現状と展望，予防の大切
さ

平成29年7月11日

ＳＡＴフォーラム(大村智先生講演
会）

平成29年7月12日

第1回家庭教育講演会

～

場所

平成29年10月1日

19:00～20:00

問い合わせ先

ＴＥＬ

地質調査総合センター 地質
産業技術総合研究所 地質標
情報基盤センター 地質標本 029-861-3754
本館
館
BiViつくば

交流サロン

シティプロモーション室

029-883-1111

つくば国際会議場

つくばサイエンス・アカデミー
科学技術振興課

029-861-1206
029-883-1111

平成29年7月12日

ノバホール

文化芸術課

029-883-1111

平成29年度つくば市芸術文化事業 小
倉良のAll that Music! （第2回目）

平成29年7月13日

つくばカピオホール

文化芸術課
つくば文化振興財団(029856-7007)

029-883-1111

第14回筑波山頂七夕まつり

平成29年7月14日

～

平成29年7月17日

筑波山頂 御幸ヶ原 及びケー
観光推進課
ブルカー・ロープウェイ各駅

029-883-1111

BiVi駅前健康交流サロン (13:30～15:30
※入場は15:00まで）

平成29年7月14日

・

平成29年7月28日

BiViつくば

交流サロン

健康増進課

029-883-1324

筑波技術大学公開講座 聴覚障害者接
遇入門：身振り手振りや顔の表情を豊か
に使ってコミュニケーションを図ろう

平成29年7月14日

10:00～12:00

BiViつくば

交流サロン

筑波技術大学

029-858-9311

つくばエキスポセンター

029-858-1100

※要申込み

7月天体観望会「土星」18:00(受付)
18:30 ～ 20：30

平成29年7月15日

自然観察会「植物園で夏のきのこを観察
しよう」 （要予約：先着20名 対象：小学3
年生以上）

平成29年7月15日

10:00～16:00

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 学習課 学習
03-5814-9888
園
支援担当

第３土曜日クラフトデー「葉っぱスタンプ
はがき」 （予約不要 受付は終了30分前迄）

平成29年7月15日

10:00～12:00
13:30～16:00

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 筑波実験植
029-851-5159
園
物園

世界のお茶のみ話／中東・難民キャンプ

平成29年7月15日

15:45～17:15

BiViつくば

ストリートサンデー

平成29年7月16日

つくばセンター地区

夏のサイエンスツアー
「ホバークラフトを作ろう！」

平成29年7月17日

つくばサイエンスツアーオフィ
イノベーションプラザ、地図と測
ス、（一財）茨城県科学技術振 029-863-6868
量の科学館、筑波実験植物園
興財団

第60回KEKコンサート
「地中海からの“瞑想”：ヴァイオリン
コンサート」

平成29年7月18日

夏の交通事故防止県民運動キャンペー
ン

平成29年7月19日

筑波山地域ジオカフェ

平成29年7月19日

特別展「南極(仮)」

平成29年7月21日

～

平成29年9月4日

つくばエキスポセンター

研究所をまわってクロスワードパズルを
完成させよう！ 「科学の王国と秘密の
暗号」

平成29年7月21日

～

平成29年8月31日

地図と測量の科学館、筑波実
つくばサイエンスツアーオフィ
験植物園、つくばｴｷｽﾎﾟｾﾝﾀｰ、
ス、（一財）茨城県科学技術振 029-863-6868
地質標本館、ｻｲｴﾝｽ・ｽｸｴｱ つ
興財団
くば、筑波宇宙センター

企画展「夏休み植物園フェスタ」

平成29年7月21日

～

平成29年7月30日

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 筑波実験植
029-851-5159
園
物園

夏休み自転車交通安全教室
自転車シミュレーター

平成29年7月21日

植物園研究最前線「昆虫が促した花の
進化」 （要予約：先着30名 対象：高校
生以上）

平成29年7月22日

13:30～15:00

国立環境研究所 夏の大公開

平成29年7月22日

9:30～16:00

つくばちびっ子博士２０１７
建築研究所施設一般公開

産総研つくばセンター一般公開

つくばエキスポセンター

18:00開演
（開場17:30）

18:30～20:00

①7月22日②7月26日
③7月24日～8月31日 ～

交流サロン

①10:00～16:40
②13:00～16:30
③10:00～16:00

平成29年7月22日

9:30～16:00

学園地区市街地振興室

029-883-1111

高エネルギー加速器研究機構
高エネルギー加速器研究機構 029-879-6047
小林ホール
イーアスつくば
カスミ大穂店近辺

防犯交通安全課

BiViつくば

筑波山地域ジオパーク推進協
029-883-1358
議会事務局

交流サロン

夏休み期間中7/21～
8/2，8/21～25(土日 つくば市役所
を除く計14日間）

※③は展示館のみ随時見学
可(土・日・祝日は除く)

国際交流室
一般財団法人つくば市国際交 029-883-1111
流協会

つくばエキスポセンター

防犯交通安全課

029-883-1111

029-858-1100

029-883-1111

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 筑波実験植
029-851-5159
園
物園
国立環境研究所

国立環境研究所
企画部広報室

029-850-2453

国立研究開発法人建築研究所

国立研究開発法人建築研究
所 総務部総務課

029-864-2151

産業技術総合研究所 つくばセ 産業技術総合研究所 広報
ンター
サービス室

029-862-6214

実施日

イベント等の名称

場所

問い合わせ先

ＴＥＬ

地質調査総合センター 地質
産業技術総合研究所 地質標
情報基盤センター 地質標本 029-861-3754
本館
館

地質標本館特別講演会「鉱物（題名未
定）」

平成29年7月22日

つくばちびっ子博士2017

平成29年7月22日

～

平成29年8月31日

つくば市内

教育指導課

029-883-1111

平成29年度つくば市芸術文化事業
夏休みアートデイ・キャンプ2017

平成29年7月22日

・

平成29年7月23日

筑波大学体育・芸術エリア５Ｃ
棟大石膏室

文化芸術課
つくば文化振興財団(029856-7007)

029-883-1111

City Chat Café（シティ・チャット・カフェ）

平成29年7月23日

BiViつくば2階交流サロン

国際交流室
029-883-1111
筑波大学グローバル・コモンズ
029-853–7427
機構

平成29年度つくば市芸術文化事業
子どものためのシェイクスピア

平成29年7月23日

つくばカピオホール

文化芸術課
つくば文化振興財団(029856-7007)

029-883-1111

未来の医療人へ つくば メディカル塾
～医療人の技(わざ)を体験～ ※要申
込み

平成29年7月24日

BiViつくば

公益財団法人筑波メディカル
センター 筑波メディカルセン
ター病院

029-851-3511

夏のサイエンスツアー
「化石・鉱物の発掘体験！」

平成29年7月25日

測量用航空機「くにかぜ」機内公開

平成29年7月25日

7/25～8/31の毎週火
国土地理院
曜、木曜限定（雨天
「地図と測量の科学館」
中止）

総務部広報広聴室
地図と測量の科学館

029-864-1872

夏休み測量相談

平成29年7月25日

7/25～8/31の毎週火 国土地理院
曜～金曜
「地図と測量の科学館」

総務部広報広聴室
地図と測量の科学館

029-864-1872

測量体験教室「地図を作ろう！」

平成29年7月26日

（午前の部）10:00～12:00
（午後の部）14:00～16:00

国土地理院
「地図と測量の科学館」

総務部広報広聴室
地図と測量の科学館

029-864-1872

平成29年度つくば市芸術文化事業
キエフ・クラシックバレエ

平成29年7月26日

ノバホール

文化芸術課
つくば文化振興財団(029856-7007)

029-883-1111

筑波大学人間系 塩川研究室

shiokawa@human
.tsukuba.ac.jp

総務部広報広聴室
地図と測量の科学館

029-864-1872

筑波でさびり亭まちかどイブニングセミ
ナー ※筑波大学で開催している発達障害・応
用共生人間科学セミナーを公開し，参加者の皆
様との意見交換を行います

2部交代制
(前半)13:30～14:45
(後半)15:00～16:00

18:30～20:00

交流サロン

つくばサイエンスツアーオフィ
イノベーションプラザ、地質標本
ス、（一財）茨城県科学技術振 029-863-6868
館、筑波宇宙センター
興財団

平成29年7月26日

18:00～19:00

～

交流サロン

国土地理院
「地図と測量の科学館」

企画展「手描き絵地図の世界」

平成29年7月28日

つくばサイエンスツアーバススタッフガイ
ド
同行コース英語実施！

平成29年7月29日

9:15～16:00

地図と測量の科学館、筑波実
つくばサイエンスツアーオフィ
験植物園、地質標本館、サイエ
ス、（一財）茨城県科学技術振 029-863-6868
ンス・スクエア つくば、筑波宇宙
興財団
センター

ひらめき☆ときめきサイエンス2017
(対象：中学生、募集：20名程度）

平成29年7月29日

10:00～17:30

高エネルギ―加速器研究機構
高エネルギー加速器研究機構 029-879-6047
つくばキャンパス

国立研究開発法人森林研究・整備機構
森林総合研究所一般公開

平成29年7月29日

農研機構夏休み公開
（のうかんけん会場）

平成29年7月29日

農研機構夏休み公開
（食と農の科学館会場）

平成29年7月29日

男・女（ひとひと）セミナー「石窯で焼く 夏
野菜ピザづくり」

平成29年7月29日

2017つくばサイエンスラボ

平成29年７月下旬

お天気フェアつくば２０１７

平成29年8月2日

リケジョサイエンス合宿

平成29年8月2日

フェノロジー基礎講座 果物の自然誌〈講
義と観察〉「ブルーベリーと小果樹類」

平成29年8月5日

～

平成29年12月17日

BiViつくば

国立研究開発法人森林研究・
整備機構
森林総合研究所

国立研究開発法人森林研究・
整備機構
029-829-8372
森林総合研究所 広報係

9:30～16:00

農研機構
農業環境変動研究センター

農研機構
農業環境変動研究センター

029-838-8191

9:30～16:00

食と農の科学館

農研機構
連携広報部広報課

029-838-8980

六斗わくわく農園

男女共同参画室

029-883-1111

筑波ふれあいの里，筑波宇宙
センター，つくばエキスポセン
ターほか

文化芸術課

029-883-1111

平成29年８月上旬

10:00～16:00

～

平成29年8月4日

13:00～15:30

（要予約：先着35名 対象：高校生以上）

筑波山自然観察会

平成29年8月5日

つくばウォークの日

平成29年8月6日

雨天中止

測量体験教室「伊能忠敬になって日本を
測ろう！」

平成29年8月9日

（午前の部）10:00～12:00
（午後の部）14:00～16:00

気象庁気象研究所、高層気象
気象研究所企画室
台、気象測器検定試験センター

029-853-8536

筑波大学

029-883-1111

科学技術振興課

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 筑波実験植
029-851-5159
園
物園
筑波山ケーブルカー山頂駅２階
観光推進課
集合

029-883-1111

集合場所：洞峰公園
健康増進課
コース：公園通りコース（約4㎞）

029-883-1111

国土地理院
「地図と測量の科学館」

029-864-1872

総務部広報広聴室
地図と測量の科学館

実施日

イベント等の名称

場所

問い合わせ先

ＴＥＬ

【第1部】つくば国際会議場
【第2部】つくば市役所ほか

科学技術振興課

029-883-1111

平成29年8月10日

ノバホール

文化芸術課
つくば文化振興財団(029856-7007)

029-883-1111

つくば駅前ゲーム会

平成29年8月10日

BiViつくば

水草展〜まもろう！野生の水草〜

平成29年8月11日

第69回筑波山ガマまつり

平成29年8月11日

イノベーションキャンパスinつくば2017

平成29年8月9日

平成29年度つくば市芸術文化事業
はじめての音楽会

G7茨城・つくば科学技術大臣会合体験ツ
アー

平成29年8月16日

G7茨城・つくば科学技術大臣会合体験ツ
アー

平成29年8月17日

つくばライフスタイルセミナー

平成29年8月18日

植物園研究最前線「水草を守るために
何が必要か？」 （要予約：先着30名
対象：高校生以上）

平成29年8月19日

平沢官衙遺跡歴史ひろば「復元建物ライ
トアップ」

平成29年8月19日

世界のお茶のみ話／タジキスタン

平成29年8月19日

ストリートサンデー

平成29年8月20日

すごろくゲーム・筑波山

※要申込み

平成29年8月20日

平成29年度つくば市芸術文化事業 夏
休みアート・デイキャンプ2017展

平成29年8月22日

測量体験教室「GPSで地上絵を描こう！」

平成29年8月23日

まつりつくば2017

平成29年8月26日

夏休みラジコン交通安全教室

平成29年8月28日

～

～

平成29年8月11日

平成29年8月20日

交流サロン

つくばテーブルゲーム交流協 tablegame.tsukub
会
a@gmail.com

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 筑波実験植
029-851-5159
園
物園
筑波山

観光推進課

029-883-1111

筑波宇宙センター、ｻｲｴﾝｽ・ｽ
ｸｴｱ・つくば、つくば国際会
議場で実験教室、昼食：G7カ
レー
筑波宇宙センター、ｻｲｴﾝｽ･ｽｸ
ｴｱ つくば、高エネルギー加速
器研究機構で超伝導コース
ター実験 昼食：G7カレー

科学技術振興課
つくばサイエンスツアーオフィ
ス、（一財）茨城県科学技術振
興財団
科学技術振興課
つくばサイエンスツアーオフィ
ス、（一財）茨城県科学技術振
興財団

029-883-1111
029-863-6868

オークラフロンティアホテルつく
産業振興課
ば本館3階
13:30～15:00

13:30～15:00

～

平成29年8月27日

（午前の部）10:00～12:00
（午後の部）14:00～16:00

～

平成29年8月27日

029-883-1111

国立科学博物館 筑波実験植物 国立科学博物館 筑波実験植
029-851-5159
園
物園

※雨天の場合は翌日
平沢官衙遺跡歴史ひろば
に順延
15:45～17:15

029-883-1111
029-863-6868

BiViつくば

交流サロン

文化財課

029-883-1111

国際交流室
一般財団法人つくば市国際交 029-883-1111
流協会

つくばセンター地区

学園地区市街地振興室

029-883-1111

BiViつくば

つくば市環境マイスターの会

298meister@gmai
l.com

つくば美術館

文化芸術課
つくば文化振興財団(029856-7007)

029-883-1111

国土地理院
「地図と測量の科学館」

総務部広報広聴室
地図と測量の科学館

029-864-1872

つくば駅周辺各会場

観光推進課

029-883-1111

谷田部アリーナ

防犯交通安全課

029-883-1111

交流サロン

