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hoshi to kaze no salon
星と風のカフェでの科学サロン
＝「星と風のサロン」の今までの取り組み

　「星と風のサロン」は、2008（平成 20）年、三鷹市の障

がい者施設等自主製品開発・販売ネットワーク事業である

「ぴゅあネット事業」の一環として、国立天文台および市民

有志の協力で始まった。それから 2012 年 3 月 29 日までの

3 年 4 ヶ月の間、計 145 回、毎週木曜日の 19:00 ～ 21:00 に、

ＪＲ三鷹駅南口徒歩 6 分の福祉事業施設「星と風のカフェ」

にて星と風のサロンは行われてきた。事前申し込み不用の毎

週常設イベントとしては日本初のサイエンスカフェ、それが

「星と風のサロン」であった。ライブハウスやジャズ喫茶に

行くような気軽さで、市民が帰宅の足を止めてふらりと立ち

寄れるような、そんな気軽な科学の語りの場、科学サロンを

作ってみようという野心的な取り組みでもあった。星と風の

サロンの今日までの歩みを振り返ってみることにしよう。

１．出会い
　なぜ、市内の障がい者自立支援のアンテナショップで、科

学と福祉のコラボレーションとも言える不思議な形態、趣旨

のサイエンスカフェが始まったのだろう。それは、2008 年

2 月に話がさかのぼる。三鷹市の障がい者施設等自主製品開

発・販売ネットワーク事業である「ぴゅあネット事業」を受

託している NPO 法人三鷹はなの会の松崎伸一さんが、国立

天文台天文情報センターを訪ねてきた。松崎さんの話は次の

ような内容だった。

　「「ぴゅあ」と言う名前の福祉事業施設を運営しています。JR

三鷹駅南口、桜通沿いにあるアンテナショップで、三鷹市内に

15 施設ある知的障がい者施設で障がい者が作った自主製品を販

売しているお店です。駅から徒歩 6 分という便のよいところに

あるにも関わらず、平均一日にお客さんが数名も入りません。

何か改善をと思い三鷹市にちなんで「星と風のカフェ」という

名前に変えて、内容も一新してみたいのですが、国立天文台に

協力していただけないでしょうか？」

　松崎さんの話によると、三鷹の森ジブリ美術館にもお願い

に行ったそうである。「星」は天文台をイメージし、「風」は

ジブリをイメージして名付けられたネーミングのようだ。国

立天文台では当時、地域における市民層との連携に力を入れ

ていた時代で、2005 年から NPO 法人三鷹ネットワーク大

学と協力して、三鷹ネットワーク大学で毎月第 3 土曜日に「ア

ストロノミー・パブ」を実施したり、同じく 2007 年には三

鷹ネットワーク大に協力して「星のソムリエみたか」の養成

などを行っていた。アストロノミー・パブは毎回参加希望者

多数で抽選によって定員 20 名の参加者を決めていた。この

ため、アストロノミー・パブを補完できるような、市民が気

軽に集える場所・機会としてこの福祉事業とのコラボレー

ションは魅力的な提案とも思われた。そして、何よりも地域

の福祉事業の振興という極めて市民目線に近い活動に、例え

微力ではあっても国立天文台のような国の機関が参画してい

くということは、地域に根付いた科学文化の形成の上で貴重

な実践研究の場となりうると判断し、協力することとなった。

　「ぴゅあ」のリニューアル作業は、それから半年間に渡って、

同じくこの福祉と学術のコラボレーションに賛同して下さっ

た、武蔵野美術大学芸術文化学科の楫義明先生と楫先生の研

究室の学生さんたちが中心になって実施され、いまの星と風

のカフェのレイアウトやディスプレーを作っていった。少な

い予算の中で武蔵美の皆さんは知恵を絞り、難題を解決して

いった。明るい店内と機能的なディスプレー棚、お店の前の

歩道に突き刺さった黄色い星のモニュメントが目印のお店が

完成した。こうして、2008 年 7 月 7 日、星と風のカフェは

オープンを迎えることが出来た。

２．星と風のサロンのコンセプトの誕生
　2008 年 8 月 21 日、第 1 回の「星と風のサロン」がその

後の毎週定例化前のプレイベントとして実施された。大雨の

中、予想以上の参加者を集めた。その中には、その日、自殺

をしようと思い詰め、家を出たがその後、友人に説得され、

星と風のカフェにやってきたという女性がたまたまサロンに

参加していた。その日のテーマは宇宙の広がりに関する内容

で、その女性は自分の悩んでいたことがちっぽけな悩みのよ

うに感じ、その後、立ち直って自殺をやめましたと星と風の

カフェに挨拶に来ている。このことは、市民にとって身近な

科学サロンの実現が重要であり、科学は福祉や地域の人びと

の心の拠り所としても機能するのではとの期待を高めること

となった。

　そこで、2008 年 11 月 6 日から定例化するにあたり、こ

の科学サロン設立の目的として、次の 3 点を考えた。

１．三鷹市及びその周辺の市民が知りたい、科学の最先端や

科学の楽しみ方を、研究者が語るのみならず、市民と科

学者がフランクに話し合える場を提供する。
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２．サロンに広範な市民が訪れることによって、「星と風の

カフェ」の運営すなわち三鷹市の福祉事業について、賛

同者、理解者を増やす。

３．三鷹市とその周辺の市区が中心となって 2009 年 9 月よ

り実施する「東京国際科学フェスティバル」に向けて、

科学文化の街作りの一端を担い、フェスティバルに集う

人びとのハブとして機能する。　

  なお、国立天文台と協力してくれる市民有志は、「星と風

のカフェ」において、サロン実施のみならず知的障がい者の

自立支援のため、障がい者施設で制作・販売が可能な自主製

品開発も協同で実施してきた。「月の満ち欠けクッキー」や「黒

点クッキー」、「隕石クッキー」など、天文・宇宙に関連した

商品が協同で考えられ、今でも「星と風のカフェ」で販売さ

れている。星と風のカフェ内には、国立天文台コーナーとい

う棚も置かれ、国立天文台の商品こそ無いものの、天プラ（「天

文学とプラネタリウム」；若手天文コミュニティーの任意団

体）のアストロ・トイレットペーパーなどの商品、国立天文

台科学文化形成ユニット修了生の開発商品などが販売される

とともに、国立天文台の活動を紹介するパンフレット等が無

料配布物として置かれている。

３．初期のサロン運営
　初期の「星と風のサロン」は、科学と文芸・芸術のサロ

ンと位置づけられ、2008 年 11 月より毎週木曜日の夕方に、

「星と風のカフェ」にて事前申し込み必要なしで実施された。

参加費はお土産付きで 1500 円。ただし、国際基督教大学

と NPO 法人ガリレオ工房がホストを務める会は初期の頃は

700 円で実施された。

　初期には、毎週の担当が割り当てられており、以下のよう

な分担であった。

第一木曜：物理の夕べ

（担当：NPO 法人ガリレオ工房＋国際基督教大学）

　北原和夫さん、曽根朋子さん、滝川洋二さん、原口るみさん

第二木曜：芸術と文芸の夕べ

（担当：石井仁志さん）

第三木曜： 天文学の夕べ

（担当：国立天文台　縣秀彦）

第四木曜：アスメン（市民のみなさん）主催の夕べ

（担当：アストロノミー・パブメンバーズ）

・・・アストロノミー・パブの常連客の皆さんが運営しているブロ

グサイト「アスメン」の主要メンバーで、科学文化形成ユニットの

科学プロデューサ養成講座修了生の山本好昭さん中心に、アスメン

のメンバーがホストとなる）　

第五木曜：バイオプラザの夕べ

（担当：佐々義子さん（NPO 法人くらしとバイオプラザ２１））

　初期のサロン運営は、上記のホスト（コーディネータ）の他、

郷智子さん（星と風のカフェ店長）を中心に三鷹はなの会の

皆さん（鳥居佳子さん、須藤正之さん）、元村有希子さん（毎

日新聞科学環境部）、中川律子さん（さかさパンダプロダク

ション、科学プロデューサ養成講座修了生）、高梨直紘さん、

平井明さん、内藤誠一郎さん（以上、当時国立天文台）など

が参加し、中川さんと郷さんを中心に、運営、実施されてき

た。また、2010 年夏で、石井仁志さんがコーディネータを

卒業され、科学プロデューサ養成講座修了生の岡崎昌史さん

に第 2 週はバトンタッチされた。

　第 1 回東京国際科学フェスティバル（TISF）が、2009 年

9 月 12 日（土）～ 27 日（日）の 16 日間、三鷹市を中心

に調布市、府中市、武蔵野市、小金井市、国分寺市など都内

全域を会場に、「宇宙・生命・地球　そして私たち」というテー

マで、世界天文年 2009 の地域イベントとして実施された。

このイベントは 86 の団体・個人が会員として参加し。110

を越えるイベントがこの間に行われたが、そのおよそ半数が

市民主催イベントであったのが大きな特徴である。星と風の

カフェは、TISF のメイン会場の一つとなり、16 日間で 20

回のサイエンスカフェが実施された（一会場としては最大回

数）。そして、そのほとんどすべて（一つの企画を除く）が、

市民企画のサイエンスカフェであった。このように地域のサ

イエンスコミュニケーションの拠点として、サロンは大いに

機能したと言えるであろう。第２回 TISF では、回数を絞っ

て星と風のカフェのスタッフにあまり負担がかかりすぎない

よう実施されている。また、第２回、第３回 TISF では、「み

たか太陽系ウォーク」スタンプラリーのスタンプ参加地とし

て、この三鷹市の事業にも参加している。
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hoshi to kaze no salon

星と風のカフェでの科学サロン＝「星と風のサロン」の今までの取り組み 

４．現在のサロン運営
　3.11 大震災によって、2011 年 3 月のサロン運営が中断

したことを契機に、サロンの運営方法を見直し、最終年度の

2011 年５月からは次のような運営方法に改められた。

　

１．新たに「星と風のサロン」運営委員会を組織化した。

運営委員は、次の三者とした。

（一）コーディネータ　　　

（二）サロンスタッフ

（三）国立天文台関係者

２．「星と風のサロン」運営委員会と「星と風のカフェ」ス

タッフ（郷さん他）は、福祉の普及と科学文化の普及と

いう２つの目的のため、共同で「星と風のサロン」を原

則毎週木曜日 19:00-20:30 に運営するとした。

３．それまでは第一木曜日が物理関係、第２木曜日が岡崎

さん、第 3木曜日が天文台・・というように分割して、コー

ディネータが担当していたが、これを改め運営委員会を

年四回程度開き、プログラムを調整するとともにWeb カ

レンダーとMLを活用して、原則、企画が決まったもの

から入れていくこととした。

４．コーディネータの役割

ゲストスピーカー（いままで講師と呼んでいた人のこと）

を探しだし、毎回のサロン企画を作り、当日もゲストス

ピーカーをサポートしてファシリテーションを行う。

事前準備、当日を含め、サロンスタッフと店長にサロン

の内容に関わる負担を強いない。

コーディネータは、企画が決まったら、MLを用いて国

立天文台と郷さんに企画内容、謝礼の有無、ゲストスピー

カーの連絡先等を伝えること。前日の昼以降、企画内容

を変更しないこととした。

コーディネータ：

滝川さん、岡崎さん、山本さん、坂内雅恵さん（アス

メン）、佐々さん、縣　の６名

５．サロンスタッフの役割

それまでの中川さん一人体制から２名体制へ。郷さんの

指示に従い、サロンを補助（会場準備、チケット販売、

飲み物提供、記録画像の撮像、会場片付け、日誌の提出

など）

サロンスタッフ：髙口真由美さん、横山哲也さん、山

口珠美さんの３名

　ここまで述べてきたように、幾多の変遷はあったものの、

「星と風のサロン」は、多くの人たちの参加と共感を得て、

無事、４年近く実施できました。関係した皆さん全員への感

謝の気持ちをこの報告書を出すことによって表したいと思い

ます。みなさん、ありがとうございました。そして、お疲れ

さまでした。

　 「星と風のサロン」の運営は、参加費収入のほか、国立天

文台天文情報センターの地域事業経費の一部、および、独立

行政法人日本科学技術振興機構（JST）の地域の科学舎推進

事業「地域ネットワーク支援」（平成 21-23 年度）の「東京

サイエンスネットワーク　－地域の絆を世界の絆に－」（代

表：観山正見国立天文台長）の支援によります。また、中川

律子さんがコーディネータを務めた一部のサロンについて

は、同じく JST の草の根支援による助成によるものがあり

ます。以上、関係各位に謝意をここに記します。

 縣 秀彦 
自然科学研究機構国立天文台 科学文化形成ユニット長

hoshi to kaze no salon
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開催サロン一覧開催サロン一覧

No. 開催日 タイトル 講師名 ( 所属 ) 人数 概要

2008/08/21 宇宙・生命そして地球 縣秀彦（国立天文台） 16 星と風のサロン・プレイベントとして実施。国立天文台の紹介と、最新の宇宙研究のようす、
誰でも気になる宇宙の謎について回答を紹介。参加費 2500 円

1 2008/11/06 宇宙はどんな風にできたの？ 伊東昌市 ( 国立天文台 ) 14 137 億年前にビッグバンで誕生し、今でも膨張を続けている宇宙。その最新宇宙論を、シカゴ
大学での行われたワークショップ資料に基づいて、やさしく解説。

2 2008/11/13 今年のノーベル賞 北原和夫 ( 国際基督教大学 ) 18 ２００８年のノーベル物理学賞について詳しく解説。

3 2008/11/20 地球の大地から、土と炎の芸術 石井仁志 (20 世紀メディア評論 ) 10 唐津、珠洲、伊万里などの陶磁器を目の前にしての焼き物談義を楽しみました。

4 2008/11/27 今さら人に聞けない宇宙の基礎知識 ホセ・イシヅカ（ペルー電波望遠鏡観測局）
縣 秀彦 ( 国立天文台 ) 40 ペルーでの天文学についての紹介＋国立天文台の質問電話にかかってくるさまざまな天文・

宇宙への質問に答える。

5 2008/12/04 星空浴のすすめ 渡部潤一 ( 国立天文台 ) 28 星空を楽しむ魅力とは何か？　天文学普及の第一人者がその楽しみを語る。

6 2008/12/11 家庭で試そう
TV ドラマ「ガリレオ」で使われた実験

滝川洋二、原口るみ 
( ガリレオ工房 ) 14 身近な物理現象を解説していただき、家庭でもできる材料を使い実際に体験しました。

7 2008/12/18 朗読会「身近な動物たち」 岡安圭子 ( 朗読家 ) 11 鴨井羊子さんの「愛すべき動物たち」についてのエッセイの朗読と、ネコ談義を楽しみました。

8 2008/12/25 大人のためのクリスマス・星物語 伊東昌市 ( 国立天文台 ) 22 ギリシャ神話に描かれた複雑な人間模様と神々の世界。大人相手でないと語れないおどろお
どろしいギリシャ神話の神々と星座の世界の紹介。

9 2009/02/05 「よみがえる幻の泡盛」 清水由美
（財団法人バイオインダストリー協会　主任） 7 坂口博士が太平洋戦争中も守った黒麹カビが、泡盛をよみがえらせた。「御酒（うさき）」を

のみながら、日本の発酵にお話いいただいた。

10 2009/02/12 映画「容疑者 X の献身」の実験など 滝川洋二、原口るみ
 ( ガリレオ工房 ) 8 滝川さん監修の映画で使われた磁石による加速をはじめ、鉄が磁化する時の音を聞いたり、磁

性スライム等の様々な磁石に関する実験を楽しみました。

11 2009/02/19 障害者×地方分権＝成熟した社会 野沢和弘（毎日新聞夕刊編集部長、
NPO 法人 PandaA-J 代表） 10 三鷹市内の福祉施設の職員の参加もあり、障害者と地方分権について、ディスカッションさ

れた

12 2009/02/26 すばる望遠鏡「第２の太陽系への挑戦」
～観測天文学者 ( のタマゴ )vs 理論天文学者 ( のタマゴ）

橋本淳（総研大大学院）
松倉大士（東工大大学院） 26 第２の地球は存在するのか？その謎解きに挑む二人の若手研究者の熱き語り合い。

13 2009/03/05 科学のタネ 渡邊昇（杉並区立科学館長） 12 杉並区立科学館 WEB の連載記事「科学のタネ」より、“ 乱雑さの度合い ” をあらわす普遍的
概念「エントロピー」について、実験を交えて解説いただきました。

14 2009/03/12 歴史散歩１　占領期の大衆文化
（写真と音楽を中心に） 石井仁志 (20 世紀メディア評論 ) 7 占領期という特異な環境における大衆文化の復興と、高度経済成長期までの軌跡を、写真と

音楽を中心に語っていただきました。

15 2009/03/19 拡がるタンポポたち
～何かが違う世界～

保谷彰彦
（東京大学大学院博士研究員） 13 タンポポの生態を遺伝子レベルで調べると、彼らの生きる戦略がみえてくる

16 2009/03/26 ２１世紀のエネルギー、メタンハイド
レード（固体メタン）を掘る！

安田優人（（独）石油天然ガス・
金属鉱物資源機構（JOGMEC）） 13 メタンハイドレードとは何か？からその生産法までを、実際にカナダ北極圏で産出試験をさ

れた技術者に語っていただいた。

17 2009/04/02 身近な自然現象の写真を撮る 伊知地国夫（科学写真家
／ NPO 法人ガリレオ工房理事） 12 「Focus in the Dark　科学写真を撮る」のキノコ型ミルククラウン撮影でおなじみの伊地知さ

んに、デジカメを使っての撮影方法の工夫についてうかがった

18 2009/04/09 朗読会『身近な動物達Ⅱ、犬』 岡安圭子（朗読家） 7 朗読家の岡安圭子さんによる、詩やエッセイ本などの朗読会の第二夜。今回は「犬」の魅力
について語り合いました。

19 2009/04/16 天文学における次期大型計画について 縣秀彦（国立天文台）ほか 29 ALMA（アタカマラージミリメータ、サブミリメータアレイ）、
TMT（３０メートル望遠鏡計画）の紹介を中心に。

20 2009/04/23 G.W. 初夏の星空を楽しむ双眼鏡の選び方
～アスメン双眼鏡教室～

池上正夫 ( アスメン）
吉野実穂 ( アスメン） 19 一口に双眼鏡と言っても沢山の種類があり、安いだけで選ぶと後悔する事になる。その選び

方と、美しい星達の世界を覗く道案内をした。

21 2009/04/30 麹菌夜話（こうじきんやわ）
お醤油が香るまで　 横山勉（ヒゲタ醤油） 10 日本の伝統技術である発酵によりつくられる醤油のできるまで、麹菌の働き、色と味につい

てうかがいながら、「本膳」で冷奴を頂きました。

22 2009/05/07 アインシュタインの相対性理論」　 北原和夫（国際基督教大学） 14 アインシュタインの相対性理論の基本的な考え方を伝えました。

23 2009/05/14 写真 : 都会のデスノート（都市の自然） 川口 英克（写真家）
聞き手 : 石井 仁志 9 コンクリートジャングルも、時にはカラスの屍も都会の自然の一部として表現する川口さん

の写真を中心に、写真や撮影について語り合った

24 2009/05/21 せまる皆既日食・さぐる宇宙の謎 矢治 健太郎（立教大学） 16 ２００９年７月の日食の楽しみ方について。

25 2009/05/28 [ 宇宙の大発電所 ] 簡単で難しいパルサーの謎は解けるか？
～パルサー（中性子星）発見の予言から、最新の研究成果まで～   

和田 智秀（国立天文台） 14 太陽と同等の質量だが直径 20 ｋｍ位しかないと考えられている、パルサー（中性子星）存在
の予言から最新の研究成果まで解説
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No. 開催日 タイトル 講師名 ( 所属 ) 人数 概要

26 2009/06/04 遊園地の科学 ～舞浜にある、海をテーマにした遊
園地に隠された科学の面白さに迫ります～ 

原口 智
（NPO 法人ガリレオ工房理事） 5 舞浜にある遊園地の楽しさの影に使われている科学を解説。次回訪れるのが 10 倍楽しくなり

そう ?!

27 2009/06/11 音楽対談 
パパ . ハイドンとメンデルスゾーン

篠原英和 (新日本フィルハーモニー第２ヴァイオリン奏者）

聞き手：石井仁志（２０世紀メディア評論） 13 バイオリンの実演や CD 演奏を織り交ぜながら、ヨーゼフ・ハイドンの生涯と名曲についての
レクチャーが盛り上がった。

28 2009/06/18 3 万 5000 キロメートルのひとみ
 －宇宙望遠鏡 VSOP ２－

亀谷和久
（ＪＡＸＡ宇宙科学研究本部） 15

天体望遠鏡の基礎から、分解能を高めるための装置の大型化、干渉計の原理、開発中の電波
天文衛星「VSOP-2」についてとそのサイエンス・ターゲットについてのレクチャーに、参加
者からの活発な質問を交えてコミュニケーションを行った。

29 2009/06/25
7 月 22 日、皆既日食にはならないけど、三鷹で日食を楽しむ法
～いまさら聞けない日食の謎から、
　　　　　　三鷹近郊で楽しむ日食イベント情報まで～

永井智哉（国立天文台）
松尾瞳美（アスメン） ＋岡崎昌史（星
のソムリエ）

16 ７月２２日に起きる皆既日食の概要、日食現象のメカニズム、東京近郊での概況と安全な観
察のガイドなどの解説と質疑応答など

30 2009/07/02 大人も子どもも楽しい科学の本の
読み聞かせ

土井美香子
（科学の本の読み聞かせ「ほんとほんと」副代表、

NPO 法人ガリレオ工房理事）
6 「空気」をテーマに、水槽などの実験道具を使った演示や読み聞かせなどを交えて、子どもに

気づきを与える仕掛けを紹介。

31 2009/07/09 写真 : 時間の連なりを写し撮る：
　北野謙の世界 北野謙（写真家） 6

多くの人物の写真を重ね合わせたポートレート作品集『our face』を発表している写真家を講
師に迎え、作家の思いや制作の方法を紹介。科学に興味を持つ常連だけでなく、写真に関心
を持つ初参加の市民も迎えてのサロンを開催。

32 2009/07/16 正多面体の不思議・・・
　作って楽しむ正多面体 関野展寿（科学体験クラブ府中） 5

子供たちに科学体験の面白さを伝える市民ボランティア活動について紹介し、正多面体を組
み合わせた工作材料や立体作品を目の前にして実際に科学の驚きや発見を体験するサロンを
実施。

33 2009/07/23
中近東文化センター付属博物館

『中近東の星座と神話』展 (5/23 ～ 9/23) について
～メソポタミアの星座と神話～

足立拓朗
（【財】中近東文化センター付属博物館 研究員 ) 11 中近東の発掘調査に携わっている講師を迎えメソポタミア文明の地理文化や太陽や星での占

いなど、当時の宇宙観についてのお話

34 2009/07/30
食の安全報道顛末記「それって本当に食べると危険なの？」

「その食品は廃棄しないとだめだったの？」とその後
中野栄子

（日経ＢＰ フードサイエンス ウェブマスター) 6 食のリスクの中で本当に健康被害を及ぼす可能性があるものはあったのか、ルール違反で回
収されたのか、顛末記が語られ、活発な話し合いが行われた。

35 2009/09/10 奇人 , 怪人 , 大人 南方熊楠の世界 原田 健一 ( 研究家 )　 
聞き手：石井仁志（20 世紀メディア評論） 5 新潟大学人文社会・教育科学系教授（映像メディア研究及び制作）であり南方熊楠研究者を

迎え、詳しく熱心な参加者を交えて盛り上がったサロンとなった。

36 2009/09/17 文系人間による天文学へのアプローチ
～奥様天文談義～

梅本 真由美
（ライター・天文台マダム） 20

妻の視点から天文学者の研究・生活のエピソードなどをホームページで執筆するゲスト。信頼できる科学
がそばにあり恵まれている三鷹の環境、自身の音楽活動などを通し天文学そのものに精通していない市民
が科学を伝え繋がろうとする営みなど、通常の科学普及では伝えられない視座からのサロンを実施。

37 2009/09/24 太陽研究最前線
ー今、プロミネンスと磁場が熱い !

岡本丈典
（ひので科学プロジェクト

　/ 日本学術振興会特別研究員）
11 太陽のプロミネンスと磁場の関係について、ひので太陽観測衛星による最新の成果と新たに

生まれた謎を、美しい映像を観ながら紹介

38 2009/10/01 シャボン玉を凍らせる！ Ｃｈａｂａｙ（ヨーテボリ大学　スウェーデン）

北原和夫（国際基督教大学） 8 ドライアイスとシャボン玉を用いて、気体の比重、相転移、表面張力など、様々な物理学、化
学の基本的なテーマを考えさせる実験を紹介

39 2009/10/08 台風で中止 台風接近に伴う交通機関の混乱が予想されたため、中止となった。

40 2009/10/15 今年の科学フェスティバルをふりかえる 元村 有希子（毎日新聞科学環境部記者）
縣 秀彦（国立天文台 天文情報センター） 11

本場イギリスで歴史を持って開催される科学フェスティバルの体験談やデータ等と比較しな
がら、はこだて国際科学祭や東京国際科学フェスティバルが始まった “ 科学フェスティバル元
年 ” を振り返った。

41 2009/10/22 ALMA 電波望遠鏡のココが凄い！
～今夜はサブミリ波超伝導受信機のお話です～

伊藤 哲也
（国立天文台 先端技術センター） 20 アルマ望遠鏡の現場開発者によるミリ波・サブミリ波で観測する方法から、受信機の設計仕

様や構造、部品組み立てまでを紹介

42 2009/10/29 バイオカフェ「遺伝子組換え食品って何？
パパイヤ、トウモロコシ食べて大丈夫」

浜本哲郎
 ( アメリカ穀物協会日本代表 ) 10

社会的にも問題意識を持つ市民の多い遺伝子組み換え作物について、米国での安全審査やハワイ
産パパイア農家における事例を紹介し、遺伝子組み換え技術のこれからのあり方について参加し
た市民と話し合いを広げた。

43 2009/11/05 楽しい実験と楽しい社会へのチャレンジ 中村久良
( 株式会社ナリカ 代表取締役会長 ) 9 創業当時の写真からはじまり、代表的な製品など、「楽しい実験」を実践する教材やグッズを

実物や画像とともに紹介。

44 2009/11/12 素粒子カフェ
人類は暗黒物質を作る事ができるのか？

泉田賢一 
( 高エネルギー加速器研究機構  理学博士 ) 9

暗黒物質としての素粒子が持つべき性質として安定性が重要であること、それを保持している保存則の可能性について説明。
今後の研究の展望として、暗黒物質の候補を含む理論として期待される「超対称標準模型」や LHC 実験が紹介された。

45 2009/11/14 土と炎の芸術　秋の夜長の焼き物談義 ２
　唐津焼と伊万里

石井仁志
（２０世紀メディア評論） 4

唐津焼を中心に講師のコレクションを実際に手に取り酌み交わしながら、酸化焔と還元焔の
焼成の違いによる発色の変化や、完成までのストーリー等、サイエンスが作りだした土と炎
の芸術としての焼き物の世界を紹介。

46 2009/11/19 天文学者はロマンティストか？ 縣秀彦 
( 国立天文台 天文情報センター ) 13 天文学者の生態について紹介。彼らがいないと生きられない？

47 2009/11/26 宇宙を学ぶオトナのためのテレビ講座活用法
～放送大学と高校講座

縣秀彦（国立天文台 天文情報センター）
匠 あさみ（放送大学大学院生）
山本好昭（放送大学大学部生） 
かんがるー（アスメン）

16 天文宇宙を学ぶ社会人への放送大学、放送大学大学院、NHK 高校講座の活用法を各受講生に
よるプレゼンと国立天文台縣先生よりの助言

48 2009/12/03 クリスマスやお正月に子供に贈りたい
科学グッズ・本 土井美香子 ( ガリレオ工房理事 ) 7 参加者も実際に実験工作キットを手にとって組立、動作を体験しながら、科学グッズや本・

図鑑の数々を紹介。

49 2009/12/10 素粒子カフェ
～消えた反物質の謎を追え～

泉田賢一
（理学博士、

高エネルギー加速器研究機構研究員）
15

フェスティバル期間中を含めて 4 回目の「素粒子カフェ」として、反物質をテーマに、反物
質の性質と様々な理論、基本となる「サハロフの三条件」等について、パワーポイントのア
ニメーションを使った説明や、ホワイトボードで紹介される記号や数式を交えて紹介。

50 2009/12/17 ニセ科学商品にあなたの財布と心が
狙われている

左巻健男
( 法政大学教授

「RikaTan 理科の探検」編集長 )
26

健康分野で特に蔓延しているニセ科学の具体的な事例を挙げながら、科学は大切であると考
えながら興味関心が無く、非論理的な情報等を信じてしまう傾向に警鐘を鳴らし、真実の基
盤 ( 正しい科学的知識 ) でものを考える重要性について説明。

51 2009/12/24
クリスマス・イヴ
～今夜は星と風のサロン懇親会です。まったりと
宇宙や科学について語りあいましょう～ 

20
クリスマスイヴのサロンは講師の話を聞くレクチャー型でなく星や自然、科学や芸術・文芸
の関心や情報を市民同士による交流会とした 
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No. 開催日 タイトル 講師名 ( 所属 ) 人数 概要

52 2010/01/07 カガク女子も納得！フェルト講座 竹下陽子
（科学プロデューサ養成コース 5 期生） 7

羊毛を用いたフェルト作りを通して、なぜヒツジの毛が布になっていくのかを解き明かす内
容。サロンでは、羊毛が絡まり「フェルト化」が生じる現象を知った後、実際に参加者が 1
つ作品を作成。

53 2010/01/14 清里フォトアートミュージアムを中心に
甲斐路を味わいつくす旅

小川 直美
（清里フォトアートミュージアム広報主任） 8 7 月に会館 15 周年を迎える　清里フォトアートミュージアム（KMoPA ＝ケイ・モパ）におけ

る、三つの基本理念にもとづいた世界的にも珍しい作品収集と展示活動について紹介。

54 2010/01/21 星空ミニコンサート
～太陽と月、時間とカレンダー～

岡さやか
ゲスト：中屋哲夫、匠あさみ

（国立天文台科学プロデューサ養成コース 5 期生）
15

天文学と時間の身近な関係を考えるきっかけとして、ピアノ・弾き語り演奏と暦についてのトーク、4 次元デ
ジタル宇宙ビュワー『Mitaka』とのコラボレーションによる感性、知性ともに満たされるイベントを企画。 
第一部：音楽、暦の話、音楽と Mitaka のコラボレーション　第二部：フリートーク、交流時間、Mitaka 体験

55 2010/01/28 超ひも理論の可能性と、LHC 実験に
むけてのひも理論家の期待と挑戦 高梨 宇宙  （博士（理学）） 22 理論物理の最先端分野である「ひも理論」の、一世紀半にわたる研究の歴史を通観し、研究

者にまつわる裏話を交えた人物像にせまるエピソードの紹介等の盛りだくさんの内容。

56 2010/02/04 花粉症の薬で眠くなるのはなぜ？ 横山　雅俊　
(NPO 法人 サイエンス・コミュニケーション ) 5

薬学部出身で、処方箋調剤等に従事した経験もある話題提供者から、花粉症のアレルギー症
状を抑えるための薬の典型的な副作用である「眠気」に着目し、そのからくりや、花粉症の
社会的な背景、薬の効き目が現れる仕組み、薬の開発に関わる話。

57 2010/02/05 よみがえる幻の泡盛 清水由美
（財団法人バイオインダストリー協会　主任） 5 戦前作られていた泡盛が、坂口謹一郎先生が黒麹を保存されていたので、再びつくられ「御

酒（うさき）」として復活しました

58 2010/02/18 宇宙映像と音楽、語りによる
ステラベビー誕生の物語

浅田真理　( 首都大学東京
/ 国立天文台科学プロデューサ養成コース 5 期生 ) 15

星の誕生、銀河の形成、生命の誕生というテーマをすべて「誕生」として捉え、Mitaka と映
像を利用して宇宙を巡る内容。星のソムリエによる天体についての語りや、宇宙映像の芸術
的利用についてのプレゼンテーションも行う。

59 2010/02/25 身近な材料を使ってモデルロケットを
楽しもう！

平井　明
（国立天文台天文情報センター） 7 マーブルチョコレートのケースを使った「マーブルロケット」など、手軽に楽しめる化学推

進剤を使用したモデルロケットの楽しさを紹介

60 2010/03/04 SF に出てくる、素粒子設定の
ウソ、ホント Part1

泉田賢一
( 高エネルギー加速器研究機構 ) 9

昨年の科学フェスティバルで好評だった「天使と悪魔」の変な所というテーマを発展させ、
SF の設定について正しい所間違っている所などを、素粒子物理を研究している観点から指摘
するお話。

61 2010/03/11 ビッグバンのお話 アレックス 田中 17
天文学を専攻した科学プロデューサが、宇宙論の歴史、宇宙の膨張、ビッグバン理論の基礎
と証拠、現在のスタンダードはインフレーション理論、そしてインフレーションが起こった
と思われる証拠を解説。

62 2010/03/18 地上の星を探す
～日本の天文学の跡をたどって～

岡崎昌史
（星空ぱぶ店主、星のソムリエみたか） 5 東京には日本の近代天文学に関わる史跡が幾つもある。浅草天文台・旧東京天文台（海軍観

象台）などの史跡と関わった人びとを紹介した。

63 2010/03/25 豪華客船・飛鳥Ⅱで南天の星空案内 北崎直子 ( 星のソムリエ ®) 13 星のソムリエ ® そして科学プロデューサ養成コース 1 期生の講師は豪華客船「飛鳥Ⅱ」船上
で星空案内をおこなってきた。その経験を紹介

64 2010/04/01 ３Ｄ映像はなぜ飛び出して見える？ 
立体視の基本

稲山ますみ
（雑誌 RikaTan 編集委員） 5

２つの目でもの見ることによって、ものと自分との距離を把握しているということや、アナグリフ
（赤青メガネ）、ステレオ写真などの立体画像がなぜ立体に見えるのかを、いくつかの簡単な実験を

通して確かめました。

65 2010/04/08 焼き物談義　パート 3
伊万里焼の魅力を語る

石井仁志
(20 世紀メディア評論 ) 4 伊万里磁器の歴史と、その絵付けについて、お話ししていただきました。実際に器を手に取っ

て触れながら観賞し、江戸の庶民文化の豊かさや、器の世界の奥深さを語り合いました。

66 2010/04/15 絵本のなかの宇宙 縣　秀彦 （国立天文台）・ 
高田裕行 （国立天文台） 11 国立天文台が取り組む「宇宙」や「天文」の絵本に関する活動について、2 人のゲストによる

対談方式でお話ししていただきました。

67 2010/04/22 乳がんと遺伝子研究の世界
池田純子
( 株式会社 DNA チップ研究所
  マンマプリント推進グループリーダー )

4 乳がんの患者さんから摘出したガン組織の DNA 診断を行い、より生活の質（ＱＯ L) の高い療
養生活を患者さんが選べるようになりました

68 2010/05/06 細胞のなかの小宇宙へようこそ
～命のみなもと DNA をとりまく分子のコミュニケーション

布柴 達男
 ( 国際基督教大学教養学部 ) 5

DNA の情報がどのような仕組みで子孫に伝えられるのか？その情報はどのように働くのか？
もし、DNA に傷がついたらどうなるのか？といった疑問に答えていただきながら、命のみな
もと DNA にまつわるお話をうかがい、バナナから DNA を取り出しました。

69 2010/05/13 細江賢治の写真世界を覗 く。プラチナ
プリントの魅力も伺いましょう。

細江賢治（写真家）
聞き手：石井仁志（20 世紀メディア評論） 13

細江賢治さんは、現在、父である細江英公氏の助手として、多くの展覧会やコレクションのための
プラチナおよびゼラチン・シルバー・プリントのプリンティングを担当しながら、大学や美術館に
おいて写真プリント技法等の講師を務めています。奥深い写真の魅力を語っていただきました。

70 2010/05/20
ガリレオの世紀・大航海時代、海を渡ったペルシア陶器
－１７世紀中国・日本・イランの陶磁器貿易－

岡野智彦
（中近東文化センター付属博物館） 10 16 ～ 18 世紀のペルシア陶器や中国と日本の磁器を通して 17 世紀にインド洋や東シナ海で繰

り広げられた中国・日本・イランの陶磁器貿易の歴史を紹介

71 2010/05/27 宇宙の大爆発、ガンマ線バーストから
視えてくる最新宇宙の謎

滝脇知也
（国立天文台天文シミュレーションプロジェクト
（CfCA）博士研究員）

22 ビックバンに次ぐ宇宙の大爆発、ガンマ線バーストはどんな現象か？ガンマ線バーストを研
究すると宇宙の謎の何が解明される可能性があるかを紹介

72 2010/06/03 ＴＶ番組「大科学実験」の舞台裏
滝川洋二 (NPO 法人ガリレオ工房理事長 )
羽岡伸三郎 (NHK EDUCATIONAL 教育部
　「大科学実験」エグゼクティブプロデューサー )

14
ＮＨＫ教育テレビで大好評放送中の「大科学実験」。今回のサロンでは、実験監修を担当して
いる滝川さんと制作スタッフのＨさんをゲストにお迎えし、大実験成功の舞台裏を語ってい
ただきました。

73 2010/06/12 映像発掘人がゆく。新潟発、古い写真や
映像が満載。地域アーカイブスの将来。 原田　賢一（新潟大学教授） 5

新潟県で発見された満州事変時の映像、1936 年の 9.5 ミリフィルムの芸術的映像や、明治か
ら大正にかけてのガラス湿版やガラス乾板の写真、絵はがきなどを、当時この地域で映像や
写真の文化が発展していった理由とともにご紹介いただきました。

74 2010/06/17 「HAYABUSA」に託した想い 上坂浩光（HAYABUSA　監督、
　有限会社 ライブ　代表取締役） 31

プラネタリウム全天周映像番組「HAYABUSA　–BACK TO THE EARTH」の監督である上坂さん
を迎えて、映像制作に託した想いや制作裏話等をうかがいました。(10 名以上 ( 会場外 )+270
名以上 ( インターネット中継アクセス ))

75 2010/06/24 「野生の科学」としての神話の論理
～南米先住民のコスモロジー～

蛭川 　立
( 明治大学情報コミュニケーション学部准教授 ) 20 近代科学を先取りしていたところもあるといわれるメソアメリカ文化に焦点を当て、「マヤの

暦」や南米先住民の数学的宇宙論をご紹介していただきました。

76 2010/07/01 科学の面白さを、多くの人に伝えたい
～東大 CAST のこれまでとこれから～

東京大学サイエンスコミュニ
ケーションサークル CAST 10

ガリレオ工房理事長の滝川洋二さんがおこなっていた東大のゼミが、サークルとして発展し、
昨年から活動を広げています。今までにどんな活動をして、今後どういった活動をしていき
たいのか？について語っていただきました。

77 2010/07/15 星のある風景
～デジカメで撮る星景写真の世界～

田淵典子（登山家、自然写真家） 
前田徳彦（星景写真家）
聞き手：増金進（国立天文台科学プロデューサ養成コース第 6 期生）

22 田淵さんには山上の風景、前田さんには日常の風景を中心に、星と夜景の共演を情緒豊かに
捉えた作品の数々を、エピソードを交えながらご紹介いただきました。
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No. 開催日 タイトル 講師名 ( 所属 ) 人数 概要

78 2010/07/22 月のクレーターをスケッチしてみよう
～双眼鏡や小望遠鏡での月の楽しみかた～

池上正夫（準星のソムリエ (R)、
　東亜天文学会会員、アスメン） 6 双眼鏡や 15 倍程度の望遠鏡で観察できる月のスケッチの楽しみ方や、代表的なクレーターの

名前と位置の紹介と肉眼でも楽しめる月の楽しみ方を解説

79 2010/07/29 知っているとお得な科学のお話
～生物を構成し、癒す化学物質　ヒアルロン酸～

久保康弘 ( 技術士（生物工学）
　・東京農工大学客員准教授 ) 8 牛の硝子体から発見された「ヒアルロン酸」が、乳酸菌や合連鎖球菌で大量生産されるよう

になり、その高い保水力を生かして様々に利用されています

80 2010/08/01 ８月１３日、ペルセウス座流星群が観られます 
～流星群の母天体、彗星を研究すると太陽系の何が解るのだろう？～ 野沢由依 ( 日本女子大学大学院生 ) 32 ペルセウス座流星群の母天体は公転周期 133 年のスイフト－タットル彗星です。母天体の彗

星の研究により太陽系の謎の何が解明できるのかを解説（うち手話通訳者 2 名）。

81 2010/09/02 物理オリンピックの目指すもの
北原和夫（国際基督教大学）
野添嵩（東大４年生 2006 年物理オリンピック銅メダル、
　　　　　　　　　　　　　　2010 年物理オリンピック役員）

4 物理オリンピックに選手として、役員として参加した野添さんに、世界の科学教育に対して、
日本がいかなる貢献ができるかを熱く語っていただきました。

82 2010/09/09 東京の自然もまだまだ捨てたものじゃない！
～都内に暮らす野生生物たち～

里中遊歩 ( 里山散策ライター、
　　変なイキモノ探索隊 隊長） 9

「生物多様性」をテーマに、「RikaTan 理科の探検」誌で連載中の「変なイキモノ探索隊」隊長
の里中さんに「TOKYO に は、こんなイキモノも棲息しているのだ！」といった切り口で、語っ
ていただきました。

83 2010/09/16 77 歳の青春！動力のないグライダー
で連続 8 時間、９００ｋｍを飛ぶ！

吉瀬 はるか（日本グライダークラブ、
3 ダイヤモンドグライダーパイロット） 11 日本の女性グライダーパイロットの草分けである講師が、2009 年オーストラリアで連続 8 時

間、飛行されたお話を軸にグライダーはなぜ飛べるかを解説

84 2010/09/30 生物多様性とミャンマーの農業
～ナノ（Nano）世界で見る多様性

キム・オッキョン（東京農業大
学農学研究科博士後期課程） 5 ミャンマーの暮らしや農業、遺伝資源の保存、ウリ科の植物の多様性から、ウリ科の強毒ウ

イルスを予防する弱毒ウイルスや、抵抗性品種のお話をいただきました。

85 2010/10/02 帆船での航海と天測 ( 星を使っての位置測定 ) 松本孝史
（株式会社ＩＭＡＧＩＣＡイメージワークス） 9

帆船日本丸航海士の松本さんに、実際の六分儀を用いての天測の手法を解説していただき、自
然の力で進む帆船での航海のエピソード ( ムーンボー、イルカ、甲板磨き、大海原からみる星
空等 ) についてのお話をうかがいました。

86 2010/10/07 身近な科学現象のふしぎを撮る 伊知地 国夫（科学写真家、
　ＮＰＯ法人ガリレオ工房 理事） 4

デジカメを使っての撮影方法の工夫により、普段見慣れている身の回りのものの中に自然現
象の不思議さが発見できる楽しさを、お話していただきました。せっけん膜の干渉色を顕微
鏡でとらえる撮影方法などを実際に撮影方法を再現しながらご紹介していただきました。

87 2010/10/14 『私の星』から『みんなの星』
～星のもとに集う僕ら『星の語り部』～

返田　良と
「星の語り部」メンバー 4 人 7 山梨県立科学館プラネタリウムを中心に活躍するグループ「星の語り部」の活動内容を紹介。

有志の皆さんによるオリジナル曲をみんなで合唱。

88 2010/10/23 みたか星と宇宙の日前夜祭
～中里真美・ミニ・ライブ『願いの糸』

中里真美 (ミュージシャン、ＮＨＫ高校講座レポーター )

縣 秀彦 ( 国立天文台准教授、ＮＨＫ高校講座講師 ) 11 NHK 高校講座理科総合 B での講師 縣さんとレポーター 中里さんによる、国立天文台公開日み
たか星と宇宙の日前夜祭の前夜祭でした。

89 2010/10/28 科学で見る・聞く　昆虫の世界 
～マクロレンズ・スーパースローカメラがとらえた身近な自然～

クロスケ ( 大北浩士 )（「百科図鑑」主宰・写真家）

郡 正夫（アナウンサー） 10 各種のメディアでたびたび紹介されている、「百科図鑑」サイト管理人のクロスケさんこと大
北さんに、「大自然百科図鑑」の昆虫写真や映像を中心にご紹介いただきました。

90 2010/11/04 ESD: 水を巡る南アと三鷹の小学校の取り組み 北原和夫（国際基督教大学教授）
吉田実久 ( 国際基督教大学国際関係学科 4 年） 6

南アフリカ側からケープタウン市のレバナ小学校とロックランド小学校、日本側からおおさ
わ学園が協力校として参加してる、 「水と土」をテーマとする小学 5 年生対象の共通 ESD 学習
モジュールをご紹介いただきました。

91 2010/11/11 「宇宙天気予報」ってなあーに？
亘　慎一
( 情報通信研究機構、電磁波計測研究センター、
宇宙環境計測グループ研究マネージャー）

7 太陽フレア・磁気嵐・オーロラ活動など、宇宙天気の最新情報を伝える「宇宙天気ニュース」と、
その基になる「宇宙天気予報」について解説。

92 2010/11/18 天高くペガスス登る秋
三鷹の馬好き人間全員集合！ 高田裕行（国立天文台） 7

秋の代表的な星座ぺガスス座のお話から、天文に由来する名を持つ競走馬のエピソードや、初
心者にもわかりやすい競馬の楽しみ方、科学的な競馬理論の解説など、馬好きの高田さんに
幅広い話題のお話をうかがいました。

93 2010/11/25 エラトステネス・古代アレクサンドリア
図書館長、そして地球の全周を求めた男 伊東昌市（国立天文台） 21 古代エジプト、夏至の日の正午の太陽の影の位置から地球の直径を測ったエラトステネス（古

代アレキサンドリア図書館長）の業績を紹介

94 2010/12/02 科学で地域作り　第一回 
科学の祭典東京大会 in 小金井の運営

森本栄子（国際ソロプチミスト東京-小金井
2010 年度祭典東京大会 in 小金井　事務局長） 6 国際ソロプチミストの東京 - 小金井が事務局を務めて開催された「科学の祭典東京大会 in 小

金井」の運営について、事務局長の森本さんにお話をうかがいました。

95 2010/12/09 東京で見える星を使って「マイ星座」
をつくる 岡崎昌史（星のソムリエ三鷹） 3 冬の星空は明るい星でにぎやか。オリオン座、おうし座など親しみのある星座が多いのが特徴。

冬の 1、2 等星を使ったオリジナルの『うさぎ座』を創る。

96 2011/01/06 科学で地域作り　第二回
みたか太陽系ウォークの運営 大朝摂子 ( 三鷹ネットワーク大学 ) 22 スタンプラリー「みたか太陽系ウォーク」の立ち上げに関わった、三鷹ネットワーク大学の

大朝さんをゲストにお迎えしました。

97 2011/01/13 レゴで宇宙エレベーターに挑戦 河本敏志
( 宇宙エレベーター協会会員 ) 5 未来の宇宙への輸送手段と期待される「宇宙エレベーター」を身近なレゴで作って布製の軌

道を上下させる「レゴクライマー」作りに挑戦した。

98 2011/01/20 目指せ！気象予報士
～あなたの夢、応援します～ 中島俊夫（歌う気象予報士） 9

「気象予報士は楽しいよ」のお話から、気象予報士試験対策の極意まで、盛りだくさんの内容
のサロンでした。天気図に興味がある方や、勉強中の方なども熱心に質問し、気象予報の奥
深さを語り合いました。

99 2011/01/27 中近東から運ばれた碧い壺　～平城京の西大寺
旧境内から出土した青緑釉陶片 ( ８世紀 ) について～ 岡野智彦（中近東文化センター） 9 8 世紀に中近東から日本に運ばれた青緑色の釉薬が施された壺について生産地、招来した時期、

招来ルートなど最新の研究成果を解説

100 2011/02/03 科学で地域作り　第三回
立川でのイベントの企画運営 金子幹広 ( 立川青年会議所 ) 4

「立川サイエンスアカデミー」を開催している立川市青年会議所の金子幹広さんをゲストにお
迎えしました。科学を共通項とした協働や、それぞれの強みを持ち寄った無理のない協力や
連携の仕組み作りについてお話していただきました。

101 2011/02/10 消防ホースがオランウータンを救う！！ 黒鳥英俊 ( 上野動物園教育普及係 ) 7 動物園でのオランウータン飼育の話と、ボルネオの野生オランウータンの生息区域を広げる
ため、日本の中古消防ホースを役立てている活動を紹介。

102 2011/02/17 見て楽しむ物理科学の世界
～カオスと流れを感じよう～

金子雄太（東京大学大学院
　新領域創成科学研究科 博士後期課程１年）
( 助手　小山牧子 )

13 近年急速に発展してきた物理科学の可視化について、金子さんの専門分野である乱流やカオ
スの話題も混じえて、現象を視覚で捉えるという観点からお話していただきました。

103 2011/02/24 プラネタリウム解説員の魅力
～渋谷の街に生れたプラネタリウム～

永田美絵
（コスモプラネタリウム渋谷　解説員） 20 プラネタリウム解説員として 20 年以上の経験がある講師から、プラネタリウムの変遷や解説

員の仕事、裏話、やりがいや魅力について解説
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No. 開催日 タイトル 講師名 ( 所属 ) 人数 概要

104 2011/03/03 最終カフェ
「自然の対称性と物理・数学」 北原和夫（国際基督教大学） 10 北原さんの ICU 退職の最後のカフェ。自然の対称性という視点から物理学の法則が数式に表

現されるまでのプロセスについて一緒に考えました。行いました。

105 2011/03/10 星空を通して考える環境と地域振興
檜木 梨花子

（茨城大学理学部理学科地球環境科学コース 
惑星科学専攻 4 年次在学 )

6 茨城大学光害対策プロジェクトで活動中の檜木さんが、星空を通して考える環境と地域振興
について語った。全国星空デジカメ診断の取り組みも紹介。

106 2011/05/12 源平星の話と平家琵琶の夕べ 岡崎昌史 （星のソムリエ）
片山典子、大野美子 （後藤光樹平家琵琶伝承之会） 9 春の星空に輝く「源平星」など、日本での星の呼び方を紹介するとともに、平家物語の語り

に登場する平家琵琶の演奏を楽しんだ。

107 2011/05/19 宇宙の中の地球、地球の中の私 牛山俊男 
（自然写真家・環境カウンセラー） 15

南アルプス・八ヶ岳・奥秩父・富士山周辺を主な撮影フィールドとして、大地と星空をテー
マに「星空の風景写真」の撮影に取り組み、環境省登録の環境カウンセラーとしても活動中の、
牛山さんをゲストに迎えました。

108 2011/05/26 みんなで考えよう 星・惑星形成と生命
起源の材料のなぞ

梅本智文
（国立天文台 VSOP-2 推進室） 23 「地球の生命起源の材料は地球上で作られたのか？それとも太陽系が誕生した時すでに存在し

たのか？」という仮説をもとに語り合った

109 2011/06/02 大学生サークルによるサイエンスコ
ミュニケーション 

小幡哲士
( 東京大学サイエンスコミュニケーションサークル

CAST)
7

東京大学サイエンスコミュニケーションサークル CAST の３人に、サイエンスコミュニケー
ションとしてどのような活動を行ってきたのか、実験を交えながらお話しいただいた。サー
クルの設立から２年経って、これまでの活動の様子を紹介いただいた。

110 2011/06/09 研究者になるには？
～理系漫画家×先端研究者の異色コラボ～

はやのん ( 理系漫画家 )・
中村敏和 ( 自然科学研究機構分子科学研究所 ) 20

理系漫画家×先端研究者」の異色コラボによる描き下ろし漫画『研究者になるには？』の作
者 2 人にお話いただきました。「研究者ってどういう仕事だろう？」「どうしたらなれるんだ
ろう？」について、電子書籍版の漫画をご紹介いただいた。

111 2011/06/16 ウナギをめぐる謎～その生態と食味～ 海部健三 （東京大学 / 特任助教） 11
「謎に満ちた魚」ウナギについて、生態学的、文化的側面から最新の知見をゲストスピーカー

の海部さんからお伺いするとともに、参加者みんなで一緒にウナギ資源とそれを育む環境の
保全・回復について考えました。

112 2011/06/23 ヒッタイトの神話
古代アナトリア・小アジアの神々の物語

吉田大輔
(中近東文化センター アナトリア考古学研究所) 16 古代ヒッタイトの粘土板文書に書き残された神話文書は当時の人々の宗教観そして宇宙と世

界観を生き生きと伝えている。その魅力を解説

113 2011/06/30 東京農大生の里山保全活動と
地域活性化【福島県鮫川村】

入江 彰昭
( 東京農業大学 短期大学部 環境緑地学科 准教授 ) 5 福島県鮫川村での、美しい里山の風景を守りたいから、お米を食べるんだという意識で村の

人たちと学生とで行ってきた活動の紹介。

114 2011/07/14 いい本が売れるには
売れる科学読み物の秘策

吉田  光雄
( 児童図書出版　さ・え・ら書房 ) 19 科学の本の編集から出版、取り次ぎ、書店、図書館などのシステムとどんな本が売れている

のか、売れる本の条件などをお話ししていただきました。

115 2011/07/21 映画で語るサイエンス
～映画は科学技術をどう描いてきたのか？ 

粥川準二 ( 国士舘大学 )
斉藤勝司（国立天文台科学プロデューサコース受講生） 20 2 人のサイエンスライターに、映画の中で科学技術がどのように描かれてきたのかを紹介して

いただきました。

116 2011/07/28 屋久杉と南極氷で探る、
宇宙の天気と地球の天気 

宮原ひろ子
( 東京大学　宇宙線研究所 ) 26 樹齢 1000 年を超す屋久杉と南極の氷が記憶する太陽活動の変化から宇宙の天気と地球の天気

について、宇宙気候学の最新の研究成果を解説

117 2011/09/01 多摩信用金庫の地域支援 長島 剛 ( 多摩信用金庫 ) 3
多摩信用金庫は、この数年青少年のための科学の祭典東京大会 in 小金井では実行委員会の中
でも積極的に企画 / 運営 / 出展企業の紹介などで活躍しています。多摩地域の様々な活動の支
援において、どのような視点で取り組んでいるかをお話ししていただきました。

118 2011/09/08 『キャラロボ』の楽しい仲間たち
～キャラクターロボット作家が語る 石渡昌太 ( ユカイ工学 ) 7 イメージキャラクター、マスコットなどをロボットにするロボット作家の石渡さんに、楽し

いキャラクターロボットのお話と、実際のロボット「ココナッチ」を実演していただきました。        

119 2011/09/15 いよいよ開眼！ ALMA 望遠鏡 齋藤正雄
( 国立天文台 ALMA 推進室 ) 19

電波で見えてくる宇宙はどんな姿をしているのか、ALMA がもたらす成果は私たちにどんなこ
とを教えてくれるのか。地球の裏側にある建設サイトの画像と映像もたっぷり紹介していた
だきました。

120 2011/09/22 巨大地震と津波の歴史を読み解く
ー津波堆積物の調査から

宍倉正展
( 産業技術総合研究所活断層・地震研究センター
海溝型地震履歴研究チーム長 )

21
過去の巨大津波の証拠である津波堆積物とその研究成果についてお話しして頂きました。実
際に取得した過去の津波堆積物のサンプルや多くの図や写真を用い、わかりやすくリアルに
その事実を伝えていただきました。

121 2011/09/29 分子のボールを転がして究極の省エネ！？
 ～摩擦がつなぐナノテク・バイオ・環境の世界

佐々木成朗
( 成蹊大学理工学部 物質生命理工学科 
　ナノテクノロジー研究室 教授 )

12
摩擦現象を通して広がるナノテク、バイオ、環境の世界について参加者のみなさんと語りあ
いました。分子模型、実物の試料や動画などを通して、日頃、目にすることのできないナノ
テクノロジーの世界に触れることができました。

122 2011/10/06 指先で見る満天の星空
～星空のユニバーサル絵本をつくって～ 仲道正恭 ( 星の語り部 ) 4 「星の語り部」が 2010 年制作したユニバーサル絵本は星の位置や大きさも触ってわかる。制

作の狙いと苦労した点や反響などをうかがいました。

123 2011/10/13 グラスハープの音色に魅せられて 佐々木勝浩
( 国立科学博物館名誉研究員 ) 11 楽器の詳細、原理、歴史に加え、音楽と天文の関わりや、科学的な側面などについての話を

交えながら、グラスハープの生演奏を楽しみました。

124 2011/10/20 植物の不治の病に挑む 
～ウイルスの増殖を阻止せよ～ 石川雅之 ( 農業生物資源研究所 ) 3 動物のような免疫を持たない植物にとって、ウイルスは強敵！植物のウイルス感染後に強く

なる性質やウイルスの活動を抑える働きを利用する方法の研究が紹介されました。

125 2011/10/27 ジェットエンジンの仕組みと最新研究
～東京 - ロサンゼルス間を 2 時間で飛べる極超音速旅客機を夢見て～

西田俊介
( 東京大学大学院 工学系研究科
　航空宇宙工学専攻 )

13 飛行機のジェットエンジンの仕組みをわかりやすく解説。又、未来の極超音速旅客機のコン
セプトや開発状況についてお話しいただきました。

126 2011/11/10 今年のノーべル物理学賞を解説する
高梨直紘
( 東京大学エグゼクティブ・マネジメント
　・プログラム )

19 2011 年のノーベル物理学受賞者 3 人は「超新星を用いた宇宙の加速膨張の発見」で受賞しま
した。宇宙論専攻の高梨さんに、受賞の意義や今後の展開を解説していただきました。

127 2011/11/17 かわいいだけじゃない！！
ペンギンのなるほど～な話

村田倫子
( 麻布大学大学院分子生物研究室博士課程 ) 6

日本は動物園や水族館など世界で最もペンギンが飼育されているペンギン大国なのだそうで
す。様々なペンギンの種類や生息地、からだの秘密、さらに村田さんが行っている DNA を使っ
た研究をご紹介いただきました。

128 2011/11/24 「もう一度、エンジンに灯をともそう」
～「はやぶさ」から「あかつき」へのバトンタッチ～

小笠原雅弘
(NEC 航空宇宙システム 
  宇宙・情報システム事業部 )

20
満身創痍になりながらもはやぶさは、地球に還って来ました。「はやぶさ」が教えてくれたもの、
その教えを継いだ「あかつき」の挑戦は今も続きます。「はやぶさ」から「あかつき」へのバ
トンタッチを、熱く語り合いました。

129 2011/12/01 クリスマスと正月に贈りたい科学の本
土井美香子
( 科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」
副代表 )

5
おとなも子どもも楽しめる科学の本は、プレゼントに最適。テーブルを囲んでアットホーム
な雰囲気の中、講師からの提案と参加者の持ち寄りで、今年のおすすめの理科読の本をみん
なで語り合いました。



9

hoshi to kaze no salon

 

No. 開催日 タイトル 講師名 ( 所属 ) 人数 概要

130 2011/12/08 テーマ：笑いの科学
松澤博隆

（日本笑い学会会員
　笑い義塾認定「笑い伝道士」）

13 ヒトはなぜ笑うのか、笑いの種類、笑いの医学的効用などについて話してもらった後、即席
の高座で和服姿の松澤さんの古典落語を楽しみました。

131 2011/12/15 「すごいっ！何これっ！？」を引き出す魚の透明
標本の活用　～進化生物学研究所の活動から

蝦名　元
（進化生物学研究所
・東京農業大学非常勤講師）

10 美しい魚の透明標本や珍しい種や昆虫標本をみせていただきながら、博物館で私たちが「生
物を通して生命について学ぶ」とはどういうことなのかを考えました。

132 2011/12/22 大仏ハンターと仏像で GO ！
 ～科学の目で見る大仏・耳で聞く仏像集～

大北浩士 （写真家・大仏ハンター )
郡正夫 （アナウンサー・お話CD「コーリーの仏像でGO！」作者) 12  野外建築物としての巨大仏像の秘密について、科学の視点から解説いただき、仏像の素材、

建築様式などをわかり易く、楽しく学びました。 

133 2012/01/05 レゴブロックで宇宙エレベーターに挑
戦する授業

佐藤克行 
（駒沢学園女子中高校教諭） 

静止衛星から垂直に降りてくるベルト（テザー）をのぼることを想定した、「レゴブロックを
使ったクライマー」の作製に挑戦する女子校での授業の様子をご紹介いただきました。

134 2012/01/12 電気の力で動くロケットのお話 班　太郎
（東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻）

小惑星探査機「はやぶさ」によって一躍有名になったイオンエンジンをはじめとする電気推
進ロケット。静電気力や電磁力など、皆さんもきっと理科で習ったことのある電気の力によっ 
て動くロケット達の世界のお話をしていただきました。 

135 2012/01/19 特許とガリレオ
～独創技術と社会制度をめぐって～

上山明博 
（科学プロデューサー養成コース2011年度後期受講生)

ガリレオの手紙を読みながら、特許制度の誕生の意味探っていきました。イギリス、アメリカ、
そして日本に普及した特許制度の歴史を参加者と一緒にたどりながら特許の役割を考えてま
した。

136 2012/01/26
アンドロメダ銀河までの距離を測る “ ものさし ”
そして あなたは天文学者
～ヘンリエッタ・リーヴィットを知っていますか？

岸　篤宏
（杉並区立科学館　プラネタリウム解説員）

エドウィン・ハッブルがアンドロメダ銀河までの距離を測るのに使った " ものさし " は、リー
ヴィットの変光星研究から導きだされました。彼女の業績を紹介しながらの「銀河までの距
離の測り方」の楽しいお話です。 

137 2012/02/02 まんがで伝えるサイエンス 原口るみ  (NPO 法人ガリレオ工房 )
子どもたちにとって身近な「まんが」は、サイエンスの入り口としてどのような役割を担う
ことができるのでしょうか。ゲストスピーカーが携わった「まんが」や、サイエンスを伝え
るためにおすすめの「まんが」のご紹介です。

138 2012/02/09 宇宙でも死なない生物っているの
～ネムリユスリカの不思議な世界

黄川田隆洋
（（独）農業生物資源研究所

　昆虫機能研究開発ユニット）

ネムリユスリカの幼虫は、水が無くても生き続けることができます。2 年半宇宙船外暴露実験
後蘇生可能な状態を維持していました。.

139 2012/02/16 航空管制官
大空の交通整理はどのようにやっているの？

中野睦雄
（（財）航空交通管制協会）

管制業務の概要と航空管制官の役割をベースに、安全で効率的な空域利用のための新システ
ムによる管制業務の近代化への取り組みについてその一部をご紹介します。

140 2012/02/23 ぐるぐる博士の光化学反応入門講座　
「宇宙にも植物はいるの？」

宇津巻竜也 
（JAXA 宇宙教育センター）

地球の生命は植物が二酸化炭素を吸って酸素を作る光化学反応のお陰で爆発的に発展してき
ました。今回は「光化学反応の基礎」から「生命と地球の共進化」、「ほかの星での植物の可能性」
まで楽しくお話します。

141 2012/03/01 宇宙の本当の明るさは？
家中信幸 
( 東京大学大学院理学系研究科天文学専攻
博士課程 2 年 )

142 2012/03/08 メタ・サイエンスカフェ in 三鷹
～サイエンスカフェってなんだったの？～

立花浩司 
( 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科

・サイエンスカフェ・ポータル管理人 )

日本における「サイエンスカフェ元年」といわれる 2005 年から、はや 7 年。全国で開催して
きた「サイエンスカフェ」をふりかえり、語り合います。

143 2012/03/15 よみがえった大正時代の太陽活動
～太陽の長期変動を考える 入江誠（国立天文台 OB）

東京天文台で大正時代から続けられていた太陽活動の写真観測のガラス乾板が多数保存され
ていました。デジタル化され、ホームページでも公開されています。乾板発見のいきさつか
ら保存の苦労、これらの乾板の意義、さらに最近の太陽活動についても話して頂きます。

144 2012/03/22 詳細未定

145 2012/03/29 小惑星表面を探査するロボットの話
吉光 徹雄

（宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 
宇宙情報・エネルギー工学系研究科 准教授） 

宇宙探査ロボットとは何か ? に始まり、「はやぶさ」に搭載された「ミネルバ」などの小惑星
探査ロボットのお話です。 

※ 掲載しているのは、本報告書編集時点 （2012.1.27 現在）で確認された開催実績及び開催予定です。
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参加者の言葉

　星と風のサロンには、いろいろな方が訪れてくださいました。参加された方の声は、私たちの糧であり、師であったと思います。

ありがとうございました。

二階堂恵理 様  より

「星と風のサロン」の魅力は、幅広いジャンルのテーマ

で、毎週決まった曜日、決まった時間に、サイエンスカ

フェが開かれているところだと思います。サイエンスと

いうと自然科学だけが注目されがちですが、実はその自

然科学も人文科学、社会科学もそれぞれ独立に存在する

というわけではなく、多少の濃淡はあっても複雑に絡

まっている部分があるのが普段の生活かもしれません。

ラインナップは必ずチェックをしているものの、なかな

か都合もあって毎回参加というわけにもいきませんが、

サロンに市外から遠くてもわざわざ足を運ぶのは、そう

いった普段の生活を改めて見直したり、また、思いがけ

ない出会いに恵まれたりする楽しさがあるからです。

平田 様  より

ずっと毎週実施でしたので、中には集客が十分でない回も

あり、また企画する側も大変そうでした。したがって月に

二回くらいに絞って恒常的に実施できる体制を目指すのは

いかがでしょうか？

今や三鷹名物のサイエンスカフェ文化を、さらに観光の目

玉にまで押し上げることも、次には視野に入ってくるかも

しれません。

是非、息長く続けていただくことを希望します。

大江尚子 様  より

星と風のサロンに私が通うになって早 2 年。サロンを一言で表すと

「温かな出会いの場」です。初参加時は、素人は場違いかな？知らな

い人ばかりで馴染めるかな？ともじもじしましたが、全くの杞憂で

した。講師・スタッフの方は温かく迎えて下さり、集う方々は話題

と会話を気持ちよく楽しまれ、安心して人にも紹介できる文化の場

でした。様々な話題の面白さ、交流の楽しさに、毎回一期一会を感じ、

元気をもらって帰れます。専門家のお話でその分野に興味が湧くよ

うに、通う内に障がい福祉についても身近に考えるようになりまし

た。人、話題、社会、福祉、そして新しい価値観や自分にも出会い、

向き合える「場」。そんなサロンに感謝しています。
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参加者の言葉

黒ラブ教授 様（よしもと理系芸人）より

様々なサイエンスカフェに行っていますが、ここのカ

フェらしいところが好きです。温かみのある店内の色、

デザイン、そして地域密着という性質なのかもしれませ

んが、開けた空間でありながら、人との距離感が近く、

好印象です。また、ゲストと参加者との物理的な距離も

近く、見やすくて親しみやすい雰囲気です。ここで出

合った参加者同士も接しやすいと感じ、これは意外と他

のカフェではない重要なポイントだと思います。悪い

所とすれば、カフェ開始時間が 19 時と早く、仕事帰り

には、いささか早く帰らないといけない所でしょうか。

また、初めての人には会場のカフェの場所がわかりにく

く、特に夜だと、探しながら歩いていて通り過ぎたのか

まだ先なのかが心配になる位置にある所でしょうか。

苅谷雅人 様  より

今年は下記①、②、③の印象深い感謝と感激がありまし

た。まずは星風サロン講師に①コスモプラネタリウム渋

谷の解説員の永田美絵さんと②自然写真家の牛山俊男

さんが登壇されたことです。星風サロンのお客さんにも

是非お二人のお話の魅力を感じてほしいとずっと願っ

ていたので大感激でした。そして、③５月のサロンだっ

たと思いますが、お客さんの中に、北九州市在住の方が

いらして、近所の宗像ユリックスに素敵な解説員の方

がいるとお伝えしたら、すぐに訪ねてくださり、11/23

に、その方の主催するサイエンスカフェにそのユリック

ス解説員の方を講師に招いてたいへん盛り上がったそ

うです。星風サロンは絆の輪を広げる心温かい素敵な場

です。

吉野実穂 様  より

2008 年 11 月から始まった星と風のサロンに、私は第

一回目から参加させて頂いておりました。

　会社帰りにふらっと気軽に立ち寄れる雰囲気で、科学

～文学の専門家を囲んでのサイエンスカフェを目指す

事を聞いて関心を持ったのですが、実際に参加してみる

と講師との垣根が低く、何でも質問出きるので、難しく

敬遠しがちな内容でも、楽しくお話しを聞く事が出来ま

した。

　また会場の星と風のカフェは、心身障害者施設の人達

が心を込めた手作りの品物を売るアンテナショップで

あり、お店の商品を購入する事が障害者を支援する事に

繋がるという事で、とても自然に応援出来るので、どち

らにも嬉しいシステムだと思います。

　ずっと続けて欲しいと思っておりましたが、国立天文

台の科学文化形成ユニットが、ＪＳＴの５年計画の節目

に伴い解散する為に、星と風のサロンの存続が危ぶまれ

ると聞きました。

これからは国立天文台の援助が無くても、サロンが継続

される事を希望します。科学文化形成ユニットが地域再

生の為に養成した、科学プロデューサや科学映像クリエ

イターをうまく活用するとか、何か方法があるはずで

す。

　運営を続けるには色々なしがらみがあると思います

が、せっかく根付いて来た素敵な取り組みが続く事を期

待します。

hoshi to kaze no salon
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ゲストスピーカーの言葉

「星と風のサロン」講師を経験して

池上正夫

　私はアマチュア天文家の立場で二つのテーマの講師をさせ

て頂きました。専門家でも教育者でもありませんし初体験で

不安でしたが、普段同じ聴衆者で顔なじみの方が多い事と、

多くても２０数名の小規模でアットホーム的なサロンである

こと、コーディネーターの山本様に何度も話の筋立てとテー

マの内容を相談に乗ってもらえた事に後押しされる形で、何

とか講師を務めることができました。聴衆と同じ様な目線に

立った話の内容は、ほかの講師の、専門性の高い内容とは隔

たりが大きいかも知れませんが、少なからず喜んで頂けた様

で、ほっとすると共に資料の準備の苦労も吹き飛びました。

人前で講師をする良い機会になったと喜んでいます。

今後も関係者のご努力で、その道に通じた講師から濃厚

で驚きに満ちた話しが聞け、知的好奇心を満たしてくれる魅

力的な科学サロンであることを願って止みません。

一体感が生まれる空間
伊東昌市（国立天文台科学文化形成ユニット）

私は 2008 年から国立天文台科学文化形成ユニットを担

当し大勢の受講生・修了生の皆さんと関わってきました。科

学プロデューサの皆さんが活躍されている星と風のサロンで

「宇宙の歴史」「大人のためのギリシャ神話」「エラトステネ

スを訪ねて」など 3 回ほどお話をさせていただきました。

一般にカフェやパブなどの特徴はアットホームで聞き手

と話し手の距離が近いことだと思います。特にこのサロンは

体がぶつかりそうなほどタイトな空間ですから、両者の隔た

りは殆どなく、より一体感が生まれているように感じます。

お話の後は全員とお話ができているようで、常連や初めてお

会いする方々と忌憚のない意見交換ができる出会いの場とし

て優れた機能を持っているように思います。

関わってこられた皆さんに、心よりお礼を申し上げます
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星と風のサロンに関わった人たちの言葉

「星と風のサロン・アスメンの夕べ」について

　コーディネーター　山本好昭

星と風のサロン開始初期、第４木曜は「アスメンの夕べ」

として小生が担当していた。“ アスメン ” とは三鷹ネットワ

ーク大学が毎月開催しているアストロノミーパブの常連の勝

手掲示板「アスメン (AStronomy pub MEMber)」のことであ

る。最初は各種イベント情報共有用の掲示板だったが、アス

トロノミーパブや掲示板に集う人たちが個人個人で「この指

とまれ」形式で一緒に講演会にいったり観望会をひらくよう

になった。「アスメン」は組織ではないので大きなことは出

来ない。現在も個人個人で出来る範囲で活動している。

小生もそのひとりだったが、縁あって星と風のサロンの

企画をするようになり、特に開始直後は三鷹近郊のアスメン

仲間に企画の知恵を出していただいたり、ゲストスピーカー

になったりしてもらった。現在でも “ 参加者 ” として来てい

ただき、サロン後の二次会で忌憚ない意見交換をさせていた

だいている。感謝の念に堪えない。

　

皆の学びの場に
コーディネーター　佐々義子

星と風のサロンで「バイオテクノロジーとくらし」の切

り口にしたカフェを担当していました。私の担当するバイオ

カフェはいつも人の集まりが悪くて、試食を用意したり、ケ

ーキを焼いて差し入れたり苦労しました。けれど、スピーカ

ーから「学会以外で話したのは初めてだったので、家庭的な

雰囲気に助けられた」というようなことを言われるようにな

り、サイエンスカフェの経験が余りない研究者や、学生・院

生を誘うことにしました。今では、スピーカー探しに困るこ

とはなくなりました。こうして、語ることを楽しいと思う研

究者を増やすこともサイエンスコミュニケーションの充実に

つながると思っています。

また、サイエンスカフェをしようとすると、会場探しも

大変ですが、駅から近くていい雰囲気の会場が毎週使えたこ

とも、感謝でした。これからは、実験教室もとりいれて「星

と風のサロン」を続けて行きたいと思います。

コーディネーター

つながりひろがり

コーディネーター　中川律子

「星と風のサロン」には、参加者・実習生・ちーちーまま（?）・

コーディネーターとして、深く関わってきました。

最近は、ゲストや参加者の皆様とのつながりから、各地

のサイエンスカフェについて情報交換する機会も増えてきま

した。サロンについてはおおむね評価が高いと客観的に感じ

られ、誇らしく思います。褒められることが多いのは「毎週

開催」「参加しやすい」「ゲストが多彩」「気軽に語り合いを

楽しめる」「ちょうどいい広さ」「福祉とのコラボ」などです。

小規模ではあっても、このような双方向性のあるコミュ

ニケーションの「場」の創出といった地道な活動が、科学と

社会・生活・人、そして福祉をつなぐきっかけとなってきた

ことは、大変意義深いです。関係者の皆様に深く感謝し、こ

れまでに学んできたことを活かして、サイエンスカフェの持

続的な開催と、さらなる内容の充実と広がりを支える活動を、

楽しみながら続けていきたいです。

星と風のサロンの参加者から
コーデイネーターへ

コーディネーター　坂内雅恵

２００８年１１月に星と風のサロンのサイエンスカフェ

が始まって以来、参加者として、仕事の帰りにかなりの回数

足を運んでいました。

その時は、宇宙の遠いかなたの研究の話を聞ける日常を

離れた自由な雰囲気の癒しの場所でありました。

それが２０１１年１０月より２０１２年３月迄、縁あっ

てゲストスピーカーのコーデイネーターする機会を頂きまし

た。

関係者となれば、星と風のサロンの意義を重視しなけれ

ばなりません。星と風のカフェは、三鷹市の福祉施設作業所

で作られた品物のアンテナショップです。そこで私のできる

最大のことは、集客力の高いゲストをお呼びし、この星と風

のカフェをまず知って頂き、そしてチケットの半券５００円

で、作業所で作られた物品を一人でも多くの方に購入して頂
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き、物品の回転をよくする事です。

航空宇宙に携わるゲストの方々は、即答で快くお引き受

け頂けましたし、携わった回数は少ないのですが、これまで

２回１回目と１３名回目で２０名と集客の点で貢献できてい

るのではないかと思います。

 　

サロンの与えてくれるもの
ヒトと地球を救うサロン
コーディネーター　石井仁志

サイエンスカフェの隆盛に比べて、他の文化領域のサロ

ン活動などは停滞したままで、特に 3.11 以降日本は不安定

期だ。けれども、この時期だからこそ自然科学を下支えする

思想や理念の構築のため、幅広い文化活動の充実が必要だろ

う。そもそも、わたくしが企画したサロンの題材として取り

上げた、陶磁器や写真や絵画や音楽、文学さえも科学と無関

係には存在しない。ましてや、ネット社会の利便性、スピー

ド重視、グローバル化のさなかで、人と人が顔をつき合わせ

て話を聴き、意見を述べ合うサロンは、ますます重要なもの

になると思う。それは、人類が人間が文明に流されることな

く、機械に使われることなく、その尊厳を守り、ラディカル

に地球の未来を創造していく大いなる糧だからだ。

経済や政治で解決できぬ問題も、ヒトとヒトの連携によ

る視座の変換によって、独創的なビジョンによって解ける日

が必ず来ると思う。未来志向でヒトと地球を救うサロンを構

築したい。

年月を経ても変わらぬ
星々と伝統文化の強さ

コーディネーター　岡崎昌史

星と風のサロンでは、２０１０年３月１８日から１２回

コーディネーターを務めました。企画の立案から講師の選定

まで、時には「星のソムリエみたか」として、自分自身が星

空についての解説などの話をしました。サイエンスカフェで

はありますが、できるだけ文学や音楽など他分野との融合が

できないかということに配慮しました。お客さんの人数が多

くなくとも、満足して星空や科学に少しでも関心を持ってい

ただけたら、という思いで企画しました。思い出に残ってい

るのは、東日本大震災でサイエンスカフェが２ヶ月程度開催

を取りやめた後の再開第一弾「源平星の話と平家琵琶の夕べ」

です。春の夜空に輝く源平星のいわれと平家琵琶の伴奏で平

家物語の一部を語っていただきました。長い年月を経ても変

わらぬ星々と伝統文化の強さを実感しました。

市民とともに
コーディネーター　　　北原和夫

コーディネーター補佐　曽根朋子

星と風のサロンで隔月第１木曜日を担当していました。

　　　　　　　　　

サイエンスを分かりやすく市民の方々へ伝えること、サ

ロンに足を運んでくださった方々に、「星と風のカフェ」の

魅力を伝える小さな架け橋のひとつとなるようにと、毎回自

分達なりに取り組んできました。例えば「シャボン玉を凍ら

せる」はイラン・チャバイ氏（ヨーテボリ大学 スウェーデ

ン）にドライアイスを使った実験を参加者の目の前で行なっ

てもらうことによって、科学の面白さ、不思議さを伝えるだ

けでなく、科学が研究者や技術者のものだけでなく、市民の

身近にあるもの、大切なものであることを科学教育の第一人

者であるチャバイ氏が伝えることによって、より重みを感じ

てもらえたことと思っております。また言葉の壁を越えてサ

イエンスの楽しさは伝わるものだ、という経験も共有できた

と思います。今後もさらに変化を続けていくであろうこの世

の中において、私達市民はその変化に備えなければならない

と感じています。その変化を克服し、将来にわたって人類と

地球が共存するために、サイエンスの知識と科学的な思考力

は、人々が心と生活を豊かに過ごすために大切な一つの事柄

だと、改めて感じています。そして三鷹市が発信となって、

他の地域にもこのような取組みが広がっていくことを願って

おります。
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星と風のサロンに関わった人たちの言葉

主催者の特典

ガリレオ工房　代表　滝川洋二

　　　　　　　　　　原口るみ

星と風のサロンをガリレオ工房が担当した回は、科学の

実験、科学の本を楽しむ理科読、科学で地域作りを工夫して

いる方のノウハウなど、ガリレオ工房が取り組んでいること

をベースに、講師の方の生き生きとした工夫を聞ければと思

って実施してきました。自分が学びたいことを企画して、経

験豊富な方に教えてもらえるというのは、運営する側の特典

です。たぶん一番楽しんでいたのが僕自身でした。サロンが

終わってからも、食事をしながら、サロンの続きもほぼ毎回

ありました。

「星と風のサロン」についての所感

毎日新聞科学環境部　元村有希子

「元村さん、相談があるんだけど ･･･」

あれはロンドンに留学中の 2008 年春。出張してきた縣

さんと再会を喜んだ後、パブでビールを飲みながら見せられ

た図面が、このカフェとの出会いでした。

縣さんの頭の中にはしっかりとしたアイデアがありまし

た。福祉作業所のアンテナショップを有効活用して、誰もが

科学に親しめるサイエンスカフェをやること。毎週決まった

曜日、決まった時間に続けることで、三鷹の街にも科学が文

化として定着するという期待。そこに集まる人たちにアンテ

ナショップの商品をＰＲできれば、障害がある人たちの励み

にもなること。相談というのは、カフェの定例化にあたって、

進行役を引き受けてほしいというものでした。

実際には仕事との兼ね合いで、あまり貢献できませんで

したが、同じ興味・関心を持つ人たちでの小さな会合は、「科

学を学ぶ」という目的を超えた楽しさ、居心地の良さがあり、

参加していてとても楽しいものでした。このカフェを発信源

にして新たなネットワークが生まれ、科学が三鷹の街に息づ

いたのではないでしょうか。改めて、運営にかかわった人た

ちの尽力に敬意を表します。

余談ですが、私の大学での卒業論文のテーマは、自分探

しをしている人たちが集まる「たまり場」の社会的意義に関

するものでした。こうしたたまり場の参加者や主催者にイン

タビューし、そこで何が起き、何が彼らを引きつけるのかを

探りました。多くの人が「決まった日、決まった時間にそこ

に行けば、何かの出会いがあるという期待感と安心感」を口

にし、キーパーソンは「そういう場を提供する」ことに強い

使命感を感じていました。

「星と風のサロン」に参加した人たちの目的意識はもう少

し明確でしょうが、科学を媒介として人と人が絆を結ぶ、そ

んな役割もカフェにはあったと思います。

hoshi to kaze no salon
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サロンスタッフ

リラックスできる雰囲気づくり

サロンスタッフ　山口珠美

2011 年の 5 月から運営スタッフとして私は星と風のサ

ロンに関わり始めました。

アットホームなこのサロンには、常連の方から初参加の

方までいろいろな方が訪れます。運営スタッフとして私は初

参加の方もリラックスできるように、またゲストスピーカー

に多くの方が質問しやすいようにと雰囲気作りに力を入れま

した。他のスタッフとともにサロンのよりよい運営について

相談を重ね工夫をしたことも、私にはよい経験になりました。

開催場所の星と風のカフェでは、福祉事業所の製品を手

にとり購入することができます。今後ますます多くの人が福

祉分野に目を向け、様々な立場の方が住みやすい社会作りを

目指すことが必要だと私は考えています。科学等について気

軽に語り合う場を提供することを通し、科学という立場から

福祉分野への架け橋をするこのサロンの活動をこれからも私

は続けていきたいです。そして三鷹から他の地域にもこのよ

うな取り組みが広がることを期待しています。

サロンの与えてくれるもの
サロンスタッフ　横山哲也

サロンスタッフとして一歩下がった目線でイベントを観

ているとサロンは毎回特色があって様々な学びが得られる空

間であり、そして多様な人達と出会え、交流が始まるすばら

しい場であると感じます。　 この人がつながり、楽しみな

がら得られた学びが広がっていくイベントの社会的価値は高

いと参加者やゲストスピーカーの満足度から 感じることが

多く、このサロンが日本全国へ広がるような学びと福祉の 

社会的事業の良いモデルとして育ってほしいと願います。 

　サロンスタッフとして、毎回のサロンイベントでは仕

事をする立場として、そして教養を学ぶ者として得るものが

たくさんあり、そういう意味では星と風のサロンは人を育て

る場でもあり、私自身とても感謝しております。

「星と風のサロン」との関わりをふりかえって

サロンスタッフ　髙口真由美

「星と風のサロン」を知ったのは自宅近所の国立天文台科

学文化形成ユニットの科学プロデューサ養成コースを受講し

たことがきっかけだった。その後、ボランティア先のむさし

のみたか市民テレビ局で「星と風のカフェ」の番組制作、市

民ライターとして「多摩ら・び」にこの辺りの科学文化に

ついてサロンスタッフの横山とともに執筆した。それと前

後してサロンのちーちーママ代理を行う機会が 2 度程あり、

2011 年 5 月より 3 名がサロンスタッフとなった。　フルタ

イムの仕事が相模原市であるため、サロンスタッフ担当日は

職場を早退して三鷹に戻り作業を行った。1 年弱という短い

期間であったがサロンスタッフの山口さん、横山、サロンの

場であるカフェの店長郷さんと情報共有、意見交換できたこ

とに感謝している。全国でも珍しい福祉作業所のアンテナシ

ョップでサイエンスカフェを行う意味、関係者それぞれの役

割、責任、立ち位置など多角的にイベント運営を考え、組織

や人を学ぶ機会となった。　サロンのトピックにより遠方か

らわざわざ訪れる参加者がいることは担当のコーディネータ

ーにとって励みになり、関係者にとっても喜ばしいことだっ

た。その一方で毎日犬の散歩や通勤通学でカフェの前を通過

している周辺の住民には知られていない現実が課題の 1 つ

にあげられる。福祉とサイエンスカフェのコラボレーション

という稀で粋な試みの今後の発展に期待する。
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星と風のサロンに関わった人たちの言葉

星と風の街づくり

NPO 法人三鷹はなの会　副理事長・事務局長

松﨑伸一

星と風のカフェは 2008 年 7 月 7 日にオープンしました。

この店は、ぴゅあネット事業 ( 障がい者施設等自主製品開発・

販売ネットワーク事業 ) として、NPO 法人三鷹はなの会が

三鷹市からの委託事業として運営しているカフェです。三鷹

市内の障がい者施設で作られた自主製品の共同開発・販売を

通して、施設・作業所で働く障がい者の工賃をアップさせる

ことが目的のアンテナショップです。

このカフェを始めるにあたっては、地域に根差した、地

域づくりの拠点となることをコンセプトとしました。コラボ

レーションする地域の資源はないかと検討した結果、そこに

国立天文台がありました。

そして、この天文（星）と福祉（風）のコラボの一つと

して誕生した星と風のサロン、この 3 年間で福祉への貢献

は実に大きいものがあったと考えています。何よりこんな取

組の福祉ショップは全国でもここだけです。三鷹市から運営

を任せられた福祉サイドの責任者として、星と風のサロンに

関わっていただきましたすべての皆様に心より御礼申し上げ

ます。福祉は特別な話ではなく、地域の中に常に当たり前に

存在しています。これからも「星と風」の名のもと、皆さん

と住みやすい街、地域を一緒に創り語り合えればと期待して

います。

星と風のカフェ・三鷹はなの会

福祉に新しい風を

星と風のカフェ

郷智子

毎週木曜日に開催されてきた『星と風のサロン』の開催

回数が、100 回を超えました。始まりは、福祉のアンテナ

ショップ『星と風のカフェ』に新しい『風』を呼び込むため

お願いした国立天文台とのコラボレーションからでした。福

祉に馴染みのない人にも、参加することで障がい者の存在を

知るきっかけとなり、店内の商品を購入していただくことで

福祉への支援に繋がるサイエンスカフェ。福祉と天文・科学

や、人と人との出逢いの場だけでなく、さらに一歩進んだ “ 支

援の輪 “ が拡がっていきました。開催回数以上のストーリー

が生まれ、そのひとつひとつが星風の財産です。ここまで支

えてくださり、いっしょに歩んできました、天文台の関係者、

スピーカーやコーディネーター、サロンスタッフの方々、そ

してサロンに参加されたすべてのみなさまに、今、この場を

借りまして心から感謝申し上げます。

私たち福祉に携わる者としてたくさんの支援をいただき

ましたが、また、会場を提供することで、福祉のお店がサイ

エンスカフェをひろめる役割を果たせたこと、うれしく思い

ます。今後も、この三鷹の地から、福祉と天文・科学を結び、

常に出逢いの風を呼び込むことができるよう、続けていきた

いと思っております。

hoshi to kaze no salon
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hoshi to kaze no salon
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紹介された星と風のサロン

星と風のサロンの活動は、新聞、タウン誌等で紹介された。私たちの活動が外部で認められ、報道されたことは参加者層を広げる

ことにつながり、関係者の励みになった。

媒体名 掲載号 タイトル

毎日新聞・都内版 2008

11.12

星と風のサロン：

三鷹のカフェで秋の夜長、科学や芸術を語り合おう

リビング武蔵野 2009

6.20

『地域をつなぐ福祉ショップ』ー三鷹・星と風のカフェー

市内 20 施設のアンテナショップカフェ×天文のコラボレーション

東京人 2009

8

臨時増刊号

気軽な科学の語り部「星と風のサロン」

多摩らび 2010

10

『市民レポート』

三鷹で科学が文化に！国立天文台をめぐる三鷹天体図

朝日新聞 2011

6.9

木曜サロン好評　三鷹「星と風のカフェ」

むさしのエフエム・

みたかくちこみテレフォン

2011

7.21

 

東京人（右）、多摩らび（左）
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星と風のサロンの歩みを振り返って

参加者数の集計から

2008 年 8 月 21 日のプレ開催から 2012 年 1 月 19 日に

開催された第 135 回までに、1648 名のお客様が来て下さっ

た。関係者を入れると毎週木曜日に星と風のサロンは 2000

人をこえる人を受け入れたことになる。その方たちの声から、

遠方から、親子で、テーマによって、多くの方がこの星と風

のサロンを愛して下さったことがわかった。

　

• 小学校低学年から 70 代まで幅広い年齢層が参加している

• 常連さんには東京以外から来ている方もいる

• 「天文テーマの回」や「写真テーマの回」に必ず参加する

固定客もいる

• 「仕事を半休して」参加される遠方の方もいる

• 上京の際には必ず立ち寄ってくれる地方の方もいる

• 車椅子利用者やろうあ者 ( 手話通訳付き ) の参加もあった

• 福祉作業所関係者の参加もあった

• 外国人の参加者もあった

• 大学の「科学と社会」のレポート課題として参加した学

生さんの参加もあった

• 科学コミュニケーション講座の課題として参加した方も

いた

• 会社 ( 出版社 ) から参加を命じられて視察に来た方もあっ

た

• 一度参加した方が、「子どもにも聞かせたい」と二度目か

らは親子で参加されていた

• メディア等の業界の方がお忍びで参加したこともある

• 参加者からスタッフやゲストとなった方もいる

• 他のサイエンスカフェ関係者の視察や他のサイエンスカ

フェ関係者との情報交換もあり、ゲストをお互いに紹介

し合うこともあった

• 参加者の Twitter を使った実況で、会場近くにいた方が足

を運んで途中参加されたこともあった

• 初期の頃の地域の常連さん ( シニア ) の足が遠のいている

• 「先着順なので入れないと困るので参加を断念しました」

という方もいる

中川律子　（「星と風のサロン」コーディネーター）

星と風のサロンが達成できたこと
星と風のサロンの３年余の歩みは、多くの人に支えられ
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星と風のサロンの歩みを振り返って

たものであった。その時々で、運営の形、関わる人は変化し、

進化した。毎週開催することは、主催者にとって高いハード

ルであるが、複数のコーディネーターで分担することで、ほ

ぼクリアできた。全 130 回のうち 25 回を担当したコーデ

ィネーターもあった。

その結果、以下のことが達成できたと考える。

• 星と風のサロンと星と風のカフェの名前が広く知られた

• 多分野の人が関わったために多様なテーマが扱われた。

科学といっても、数学、物理、化学、天文、生物などい

ろいろなテーマがあり、これに芸術、行政、経済なども

加味された多様な内容となった。

• 福祉事業に対する理解が生まれた。星と風のサロンに関

わることによって、福祉事業を実態を知り、それぞれの

立場の人が、自分にできるかかわり方を考え実践する機

会となった。

• 参加者からサイエンスコミュニケーターとして活動する

人材が誕生した。

• 小規模であるので、市民と語り合うことに慣れていない

研究者にとって、アウトリーチ活動の貴重なスタートの

機会を提供する事ができた。

• 星と風のカフェの売り上げに貢献できた。

• 毎週開催するというハードルをクリアできた

問題点
• 参加者数にばらつきがあり、全体として参加者をうまく

集めることができなかった。

• コーディネーターの負担が大きかった（スピーカーを見

つけスピーチ依頼をすること、手弁当で活動すること、

集客など）。

• スピーカーに福祉事業であることをご理解いただき、薄

謝また謝金なしでお願いする結果になってしまった。

• 星と風のカフェスタッフの残業

• 参加費で、謝金、スタッフの時給、関係者の交通費をま

かなえるほど、安定して参加者を集め、参加費を集める

ことはできなかった。このために、ＪＳＴの地域ネット

ワーク活動などの支援なしには、継続して開催すること

ができなくなった。

• 福祉事業をよく理解しないスピーカーや参加者が来られ

たことがあった。

• 福祉事業であることをあらかじめよく理解していただく

努力（特にコーディネーター）が足りなかったのではな

いかという意見のあった一方、星と風のカフェに関わっ

たことが、福祉事業への理解を深めるきっかけになるの

でもいいのではないかという意見もあった。

• 福祉事業への理解を広めることと、星と風のカフェの売

り上げをのばすこととどちらが目的だったのか、整理さ

れないまま福祉事業者と天文台とコーディネーターたち

は連携してきてしまった。関係者の中でゴールが一致し

ていなかった。

• 現在、日本で毎月 100 か所ほどのサイエンスカフェが行

われている中で、1,500 円の参加費は参加しやすいもので

はなかった。

以上をふまえてコーディネーター会議において議論を重

ねた。最も厳しい課題は、今後、各コーディネーターが自分

で確保する以外に資金がなくなってしまったこと、安定して

参加者を集めることができないことであった。そこで、毎週

木曜日夜に「星と風のサロン」は開催しないことになった。

そのうえで、次のような計画を相談している。
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星と風のサロンの歩みを振り返って

今後の進めかた

• 星と風のサロンの名前を残して、土曜日の午後に月に 1

回開催する。

• 運営委員会を再編成する。

• 運営委員会では、サロンの進めかた、参加費の処理につ

いてルールを定めて、文書化する。

• 参加費の使い方は、各回のコーディネーターが責任を持

つ。

• 参加費には星と風のカフェの「お買いもの券」を含める。

• ＮＰＯ法人三鷹ネットワーク大学に協力、連携をお願い

してみる（特に広報）。

• 再開時期は 6-7 月をめどに今後話し合っていく。

3 年余り、いろいろな立場の人たちが知恵を出し合い、

個人的には時間的、経済的な負担をものともせず、突っ走っ

てきたが、このような仕切りなおしをするに至った。

これからに向けて
福祉事業とサイエンスコミュニケーションのコラボレー

ションに今後も取り組むならば、福祉事業関係者と広義の科

学に関わる人の間の歩み寄りや発想の転換が必要ではないだ

ろうか。いろいろな課題を乗り越えてきたものの、最後に残

ったのは星と風のカフェにおける作業所の作品の売り上げ向

上と人件費の捻出、個人差はあるもののコーディネーター個

人の大きな負担の 3 点であろう。その背景にあって、資金

の問題が大きかった。しかし、企業の CSR 活動などにみら

れるような、すぐには経済効果をあげないような価値、たと

えばコミュニケーション、ネットワーク、情報などの価値観

を共有し、それを主張する勇気と責任感、支えあう連帯感が、

取り組みの継続と発展には不可欠であると思う。

佐々義子　（NPO 法人　くらしとバイオプラザ２１）

hoshi to kaze no salon
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あとがき

星と風のカフェで異分野の人たちがこの 3 年間、主催者、企画者として関わったり、スピーカーや

参加者として訪れたりした実績の持つ意義は大きい。毎週実施してきたことはインパクトがあったが、

資金不足などにより 2012 年 3 月をもって、毎週開催の形はとれないことになった。けれど、関わっ

た人すべてが、「自分をほめていい」成果が十分にあがったと思う。

これからは、高齢者が増え、障害のある人もない人も、皆で力を合わせて共生できる社会を築いて

いかなくてはならない。そのときに、3 年の間、福祉事業の現場が、サイエンスコミュニケーション

実践の場であり続けた事実は、いろいろな場面にいろいろな人たちに学びをもたらすだろう。

サイエンスコミュニケーションには、市民の科学・技術へのリテラシーを向上させ、市民が生活の

質（Quality of life:QOL）の高い暮らしを選び取っていく助けになる働きと、新しいことを知り、考え

る歓びを与え、楽しく人々が交われるようにする働きがある。いろいろな人々が集えるバリアフリー

な場で、このような機能を持つサイエンスコミュニケーションを行ってきたことは、共生の社会の構

築のひとつのモデル提示ができたと自負している。

星と風のサロンに関わってくださった方々、本報告書作成に協力してくださった方々に心より感謝

申し上げ、この実績がサイエンスコミュニケーションや、福祉事業との連携を展開していくときの学

びに貢献することを願う。

2012 年 1 月 22 日

佐々義子
NPO 法人くらしとバイオプラザ２１
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