﹁宇宙への誘い﹂

茨木市立生涯学習センターきらめき
開館 10 周年記念イベント
平成 27 年 1 月 18 日
（日）入場
メイン会場：きらめきホール
第一部

無料

開場 12:30/ 開演 13:00/ 終演 13:50/ 定員 300 人

■茨木市吹奏楽団コンサート
今年度50周年を迎えた茨木市吹奏楽団
によるオープニングコンサート

第二部

開場 14:20/ 開演 14:30/ 終演 16:30/ 定員 400 人

い ざ な

■きらめき 10 周年記念セレモニー
■記念講演会
●
「宇宙への取り組み」…大阪府立茨木工科高校
クラブ活動SST（スーパー・サイエン
ス・テクノロジー）研究開発部が模擬
人工衛星「缶サミット甲子園」に挑
戦！など様々な宇宙に関する実験、開
発を行っています。【生徒発表】

●「小惑星探査機〈はやぶさ〉と〈はやぶさ２〉
- それらが目指すもの -」…講師 清水幸夫
●講師プロフィール
宇宙航空研究開発機構〈JAXA〉
宇宙教育センター職員
電気推進ロケットエンジンのひとつで
ある MPD アークジェットの研究開発
講師

清水幸夫氏

に従事し、平成 15 年に打ち上げた小惑

星探査機「はやぶさ」では、イオンエンジンの開発・運用を
行う。その後、宇宙科学研究所および月・惑星探査プログラ
ムグループの安全・品質保証室を統括し「あかつき」
「はや

Ⓒ「はやぶさ」大型映像制作委員会」

サブ会場：2F ホワイエ
★宇宙に関するパネル展

平成 27 年 1 月 12 日（月）〜 18 日（日）
1 月 13 日は休館日

はやぶさ他の各種国内宇宙技術の
パネル展示
宇宙航空研究開発機構
〈JAXA〉
提供

ぶさ 2」などの各プロジェクトの安全・信頼・品質保証の
立場で参画している。

第三部

開演 16：40/ 終演 17:30/ 定員 400 人

■映画「HAYABUSA -BACK TO THE EARTH-」
月以外の天体から、サンプル採集に成功
するという人類史上初の偉業を成し遂げ
た小惑星探査機「はやぶさ」の実態に迫る
感動のドラマ

★モバイルプラネタリウム

【投影 13 時・14 時・15 時】
平成 27 年 1 月 18 日（日）
開始１時間前から整理券を配付 / 各回先着 50 人
移動式プラネタリウムがきらめきに！
冬の星座について経験を積んだ専門の
スタッフによるライブ解説。
プラネタリウムの感動をお届けします !
協力：公益財団法人 大阪科学振興協会

●参加申し込みは、広報いばらき1月号をご覧ください。1月7日（水）午前9時から先着順のお申し込みになります。
●一時保育（１歳〜就学前）を希望する人は７日前までに要申込、有料（申込多数の場合は抽選）
●お問い合わせは、生涯学習センター きらめき（TEL 072-624-8182）受付時間AM9時〜PM5時まで

茨木市立生涯学習センターきらめき

休 館 日 毎週火曜日、12 月 28 日から翌年 1 月 4 日まで
開館時間 午前９時〜午後 10 時

和室・陶芸室・工芸室・アトリエ・多目的スタジオ・きらめきホールなど様々な

（情報コーナー、展示コーナーは午後６時まで）

用途にご利用いただける施設を備え、各種行事や講座を開催・開講しています
用途にご利用いただける施設を備え、各種行事や講座を開催・開講しています。

1F エントランスホール・交流コーナー

1F

1F

1F

展示コーナー
生涯学習センター等、
市内公共施設で制作活
動をしている団体、個
人の作品発表の場とし
てご利用いただけます。

洋画・日本画・水墨
画・書道・織物等の作
品を作製しています。

2F

2F

きらめきホール

多目的スタジオ

講演会や音楽会等にご
利用いただけるホール
です。椅子を収納し、
フロアーとして展示会
や舞踏会等にもご利用
いただけます。

2F

ピアノ発表会やダン
ス・コーラス等にご利
用いただけます。

2F

音楽スタジオ

楽器演奏の録音や編集を
行うことができます。
楽器は、持ち込んでいた
だくことができます。

3・4F 会議室・学習室

木彫や工作物への塗装
等の軽作業を主に行え
ます。
工芸準備室では、各種
工作機械を設置してい
ます。

アトリエ

パソコン10台を設置
しています。インター
ネット閲覧のみ可能で
す。（一人1回１時間
までです）

2F 録音スタジオ

工芸室

陶芸品作製等にご利用
いただけるよう、各種
設備を備えています。
電動ろくろや七宝電気
炉ほか窯室には電気窯
2台を設置しています。

お茶室・茶道教室・着
付教室・会議等にご利
用いただけます。

1F 情報コーナー

1F

陶芸室

交流コーナーでは、休憩、
歓談用に机と椅子を設置し
ております。
エントランスホールでは
ランチタイムコンサート
をおこなっています。

1F 和室（半室１）（半室２）

受付時間 休館日を除き、午前９時〜午後５時

食工房

バンド演奏など、大きな
音を出す場合にご利用い
ただくスタジオです。

3F

壁面に調理台、中央に
食事用テーブルと椅子
を配置しています。
料理やお菓子作りの講
習会等ができます。

4F

団体連絡コーナー

3階に7部屋、4階に5
部屋さまざまな大きさ
の会議室や学習室を用
意しています。

ＩＴ学習室
パソコン講師用1台・
生徒用30台が、あり
ます。
Oﬃce他各種ソフトに
対応しています。

登録団体の方が、物品
の保管にご利用いただ
けます。

1

至 箕面

R17
畑田バス停

生涯学習
センター
中央図書館

中央図書館前
バス停

春日
商店街

茨木警察署

至 万博公園

茨木市立生涯学習センターきらめき

〒567-0028 大阪府茨木市畑田町１番 43 号
電話：072（624）8182 FAX：072（622）1268

●JR 茨木駅から北へ約 1.5km( 阪急バスで約 10 分）中央図書館前下車
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ホームページ
http://www.kira.city.ibaraki.osaka.jp/index.html

●阪急茨木市駅から北西へ約 2km( 阪急バスで約 20 分）中央図書館前下車

