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この公開レクチャーを通じて、市民の皆さんに天文学に関する興味と理解を深め

ていただければ幸いです。
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 ■主催：広島大学宇宙科学センター

 ■共催：国立天文台、広島大学、広島市こども文化科学館

  ■広島市こども文化科学館プラネタリウムリニューアル記念事業
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島大学 公開レクチャー」

広島県内での

これは、11 月

回すばる望遠鏡国際会議

気鋭の天文学者が、天文学の最前線をご紹介します。銀河はいかにして生まれ進

化したのか、宇宙に満ちあふれる正体不明のダークマター•ダークエネルギー

何なのか。すばる望遠鏡が明らかにした宇宙の新しい姿をお楽しみください。

会場ではすばる望遠鏡の模型など

ンダーをプレゼント

会場は、広島県を代表する科学館の一つである、広島市こども文化科学館です。

この公開レクチャーを通じて、市民の皆さんに天文学に関する興味と理解を深め

ていただければ幸いです。

日時: 2016

会場: 広島市こども文化科学館

     http://www.pyonta.city.hiroshima.jp/

     会場には駐車場はありません、付近の駐車場（有料）をご利用下さい。
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  ■申し込み方法： 

往復はがきの往信裏面に、 

    実施日、本イベント名、代表者の氏名、 

      住所、電話番号、参加人数（最大 5 人まで）を記入、 

      返信表面に、 

代表者の郵便番号・住所・氏名 

  の項目を記入いただき、 

   〒730-0011 広島市中区基町 5-83  

                    広島市こども文化科学館 

までお申し込み下さい（多数の場合は抽選）。 

※お申込いただきました個人情報は、当事業のみに使用し、それ以外の目的に 

使用したり、第三者に提供することはありません。 

■申込締切：11 月 13 日(日) 当日消印有効 

 

※ 第 6 回 すばる望遠鏡国際会議 「進化する宇宙のパノラマ」ホームページ 

      http://hasc.hiroshima-u.ac.jp/subaruconf16/ 

 

【お問い合わせ先】 

  すばる望遠鏡×広島大学 公開レクチャー実行委員会 

  〒739−8526 東広島市鏡山 1−3−1 

    広島大学宇宙科学センター内 

    電話：082-424-7362  メール： sbrconf16loc@ml.hiroshima-u.ac.jp 

 発信枚数：A4 3 枚（本票含む） 

 

 




