播磨科学公園都市ガイドブック

播磨科学公園都市 今年８月まちびらき
●イベント展開：
約40のイベントをリレー形式で開催するほか、科
学を通じて子供たちの夢や挑戦する心を育むための
パビリオン「はりま・夢サイエンス館」をはじめ、
テレビ会議やインターネットを実体験できる「マル
チメディア体験コーナー」などを設置し、参加体験
型の楽しいイベントを展開します。

フェスティバルメイン会場 イメージパース

世界最大の大型放射光施設（SPring-8）の誕生と
ともに、いよいよ21世紀に向けて具体的な活動をは
じめる《播磨科学公園都市》。
主要な施設が完成し、都市が活気を満ちはじめる
今年8月から、その可能性のすべて「見て、知って、
体験できる」多彩なイベントを展開します。
光のページェント イメージパース

播磨科学公園都市
まちびらきフェスティバル 97
●テ ー マ：「 光 が生み出す輝く未来」
SPring-8が放つ 光 に希望を託し、西播磨の自
然と歴史と伝統の 光
来が来ることを願う。

が輝きを増し、光が輝く未

●開催期間：平成9年8月1日〜10月31日
●開催場所：播磨科学公園都市（主会場）
西播磨地域全域（協賛イベント会場）

《まちびらき協賛イベント》
西播磨4市21町では、まちびらきを祝い、播磨科
学公園都市と一体となった地域の発展を図るため、
78の多彩な協賛イベントを展開しています。
●会期：平成9年4月から平成10年3月
●まちびらき共同協賛イベント
（広域イベント）／5イベント
●まちびらき各市町協賛イベント／73イベント

¢お問合せは
兵庫県企業庁

播磨企画課

TEL 078-341-7711
はりま・夢サイエンス館
（内部）イメージパース

内線 5584, 5585

播磨科学公園都市建設局
TEL 07915-8-1115
SPring-8 利用者情報／1997年７月
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播 磨 科 学 公 園 都 市 ま ち び ら き フ ェ ス テ ィ バ ル イ ベ ン ト 一 覧
イ ベ ン ト 名
まちびらき記念式典

概
まちびらきを祝う記念式典

光の都

要

開 催 場 所
メイン会場

実 施 時 期
8月1日（金）

パレード、パフォーマンス、屋台など。

メイン会場

8月1日（金）

播磨・光のページェント

光と音楽が彩る華やかな開幕行事。

メイン会場ほか

8月1日（金）

SRI 97

放射光分野における最大の国際会議。

姫路市民会館・

8月4日（月）〜

サマーフェスティバル

8月8日（金）

姫路市商工会議所会館

（第6回放射光装置技術国際会議）
播磨科学公園都市スペシャルライブ

MAX、SPEED等のライブ。

都市内

8月5日（火）

兵庫国際宇宙ジャンボリー 97

宇宙をテーマに青少年の育成や交流。

先端科学技術支援センターほか

8月6日（水）〜

第2回SR産業利用関連技術国際会議

SRの可能性を産業界にアピールする国際会議。

先端科学技術支援センターほか

8月9日（土）〜

光の夢大賞コンクール

「光」をテーマに絵画募集。優秀作品を展示。

先端科学技術支援センター

8月17日（日）〜

高校生のための

高校生を対象に基礎科学と放射光に関する講演・見

先端科学技術支援センターほか

8月18日（月）・

9日（土）
11日（月）
10月31日（金）
サマーサイエンスセミナー

19日（火）

学を実施。

はりま・サイエンスアカデミー

小学校5・6年生を対象に科学講座を開催。

都市内ほか

8月18日（月）〜

兵庫粒子線国際シンポジウム 97

粒子線治療の現状と将来展望について

先端科学技術支援センター

8月23日（土）

ロボットランド

県下工業高校生等によるロボット競技や展示など。

姫路工業大学附属高等学校

8月23日（土）・

22日（金）

24日（日）

体育館
こども「光の城」建設大作戦

光の城を子ども達自らが設計、建設。

メイン会場

8月

青少年ゴルフ教室

小中高生対象のゴルフ教室を実施。

ストークヒルゴルフ場

8月

オートキャンプ

オートキャンプ場を整備し、サマースクールを開催。 産業用地

8月

パソコン教室

夏休み期間中に一般対象のパソコン教室を開催。

8月

西播磨コンピュータ
・カレッジ

西播磨ゴルフコンペ

西播磨地域を対象としたゴルフコンペを開催。

ストークヒルゴルフ場

8月

播磨科学公園都市輸入住宅フェア

輸入住宅ゾーンを身近に体験。

輸入住宅展示場・分譲地内

8月〜9月（1.5カ月）

西播磨スタンプテーリング

西播磨地域の豊かな自然を体験。

都市内ほか

8月〜10月

播磨科学公園都市の未来展

近未来の住宅をパネルや模型で紹介。

オプトピア（PR館）

8月〜10月

内外の彫刻家との交流。公開制作など。

都市内ほか

9月5日（金）〜

研究発表、意見交換。

先端科学技術支援センター

9月15日（祝）〜

ヘリコプターを利用して、播磨科学公園都市を上空から展望する

都市内

9月21日（日）

西播磨ふれあいフェスティバル

ステージとふれあい広場で伝統文化などの公演やバザー

メイン会場

9月27日（土）

CSR音楽フェスティバル

音楽を通してアジア・太平洋地域との交流。

先端科学技術支援センター

9月27日（土）〜

97西播磨国際彫刻シンポジウム

10月12日（日）
食品科学への磁気共鳴・分光学の
応用に関する国際ワークショップ
播磨科学公園都市空の散歩

17日（水）

・龍野市総合文化会館ほか

10月5日（日）

ソーラーカーフェスタ

ソーラーカーの展示、試乗など。

メイン会場

9月下旬

施設の一般公開

恒例の施設の一般公開の内容をさらに充実して開催

都市内各施設

9月〜10月

播磨テクノフェア

全国テクノポリスシンポジウム並びに最先端の産業

姫路キャッスルホテル

10月16日（木）〜

技術についての展示会など。

姫路港旅客船ターミナルほか

創造的基礎科学分野についての学術シンポジウム。

先端科学技術支援センター

創造的基礎科学（自然科学）
国際会議

18日（土）
10月17日（金）〜
19日（日）

・姫路工業大学

関西科学技術セミナー

科学技術に係る関西からの政策提言と情報交換。

理化学研究所第19回科学講演会

播磨研究所の開所を記念する科学講演会。

キャスパホール（姫路市）

10月30日（木）

ホテルサンガーデン姫路

10月28日（火）・
29日（水）

都市内
国際経済協力フォーラムひょうご 97

国際経済協力のあり方を探るフォーラム。

先端科学技術支援センター

10月30日（木）

新・播磨の国づくりフォーラム

新しい播磨の姿を探る講演や公開討論会。

先端科学技術支援センター

10月中旬

ハリマ・コレクション 97

「科学＆自然」がテーマのファッションショー。

先端科学技術支援センター

10月下旬

西播磨地域農林漁業祭

西播磨地域で生産される農産物の展示・即売。

都市内

10月下旬

西播磨5JC共同事業

ウォークラリーinテクノ、テクテク青空散歩、熱気球大会など。 都市内

かかしコンテスト

かかしの製作、コンテストを実施。

一般産業用地

10月

大型放射光施設供用開始記念式典

SPring-8の供用開始を記念したセレモニー

SPring-8

10月

はりま・夢サイエンス館

青少年の「科学する心」を育む参加・体験型施設。

メイン会場

8月〜10月

オプトピア（PR館）

都市の建設経過、未来像などを映像、展示で紹介。

オプトピア（PR館）

8月〜10月

マルチメディア体験コーナー

マルチメディアを活用したイベントなど。

先端科学技術支援センター

8月〜10月
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10月

