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わたしたちの生活に深い関わりのある
『海・空・港』にかんする研究所の一般公開をおこないます。

子どもも大人も楽しく体験学習ができるよ。
みんなで遊びにきてね！
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入場無料（雨天実施）

2009年8月1日㈯
１０時～１６時まで（１５時３０分受付終了）
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●津波をおこす実験は受付で整理券を配布します。
　配布時間は10時、12時、14時です。
●駐車場は台数に限りがあるので、事前申込とします。

巨大津波を体験
しよう

干潟にいる生き
物に手でふれて

みよう

はたらく水中ロボット

ジャンボジェットのタイヤを見よう

津波ってなんだろう？橋のうらにかかる波の力？

8月1日は京急久里浜駅発
千代ヶ崎行（大人170円）の
    京浜急行バスが増便に
    なります。
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外畠バス停
京急久里浜駅前より
「久9、久19」バス乗車8分、
下車徒歩1分

開国橋バス停
京急久里浜駅前より
「久8」バス乗車7分、
下車徒歩5分

至 浦賀

文文文

国土交通省国土技術政策総合研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所
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京急久里浜駅

交通のご案内
●「東京駅」からJR横須賀線「久里浜駅」下車
●「品川駅」から京浜急行線「京急久里浜駅」下車
●京急久里浜駅前から　「野比海岸」行き（久8）　「開国橋」バス停下車徒歩５分 
 千代ヶ崎行き（久9）または千代ヶ崎経由浦賀駅行き（久19） 
 「外畠」バス停下車徒歩1分 
●徒歩25分

駐車場の申込みについて（お体の不自由な方を優先します）
●台数に限りがあるため、事前申込とします。 
ご住所、ＦＡＸでお申し込みの方はＦＡＸ番号、お名前（代表者）、ご希望の時間帯（１０～１２
時、１２～１４時、１４～１６時）、お体の不自由な方のご来場の有無をご記入のうえ、往復は
がき、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌにて以下の宛先へお送りください。 
　〒２３９－０８２６ 横須賀市長瀬３－１－１　港湾空港技術研究所　企画課　一般公開事務局
　ＦＡＸ：０４６－８４４－５０72、Ｅ－ｍａｉｌ：kikaku@ipc.pari.go.jp 
●締切：７月２４日（金）１７時必着。応募者多数の場合は抽選を行います。 
●なお、個人情報については、駐車場の事前申込に関すること以外には使用しません。 

ご来場のみなさまへ
●見学には約2時間かかりますので、時間に余裕をもってご来場ください。
●所内において急病および負傷の場合に応急処置はいたしますが、その後の
責任は負いかねますので十分ご注意ください。
●スタッフの指示に従い、立ち入り禁止区域には立ち入らないでください。
●一般公開で撮影した写真・映像・音声等は当研究所のHPおよび広報等で使
用する場合がございますのであらかじめご了承ください。
●食事については、数に限りがありますが、１２時～１３時に『国土技術政策総
合研究所　本館１階』で弁当の販売を行っております。

2009年夏の一般公開イベント紹介

環境インテリジェント水槽
（波をおこす実験） ◆津波ってなんだろう？

◆橋のうらにかかる波の力？

干潟実験施設
（小型水槽に入った生き物）

◆干潟にいる生き物に手で触れてみよう！
（先着 200名様に海藻飼育キットをプレゼント）

◆海藻を育てよう
（顕微鏡で観察） ◆キクイムシを観察しよう！

国土技術政策総合研究所　本館３階
（展示） ◆海辺の自然再生の現状を知っていますか

◆沿岸の様々な魅力を知ろう！そして出かけませんか？
◆沿岸域災害に備えて
◆空港の地図を見よう
◆暮らしを支える港～横須賀港～
◆こうして運ばれるコンテナ

港湾空港技術研究所　本館１階
（展示） ◆海博士になれるかな？

◆地盤改良ってなんだろう？
◆砂はどのようにして液状化しているのか。
◆飛行機がとんだりおりたりする道はどんなもの？

（ガリレオ温度計による体験実験）
◆浮力って何？

大型構造実験施設
（コンクリートの作成）

◆コンクリートを体験しよう

三次元水中振動台
（小型振動台による実験） ◆地盤の揺れ方の違いを見てみよう

関西国際空港実験棟３階
（展示） ◆どうやって空港島をつくったの？／これからどうなるの？

海底流動実験水槽
（海底を再現した水槽） ◆海の底をのぞいてみよう！

油回収実海域再現水槽
（展示） ◆流出油汚染から海を守る技術のいろいろ

水中作業環境再現水槽
（ロボットの展示とリモートコントロールの実演）

◆はたらく水中ロボット
◆超音波ってすごいね

航空機荷重載荷実験施設
◆ジャンボジェットのタイヤを見よう！

大型土圧実験場
（鋼管杭の実物・模型・パネル展示） ◆縁の下の力持ち

■一般公開に伴う京浜急行バス増便時刻表   （太字は増発便です）
行き
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00  36
10   40 
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京急久里浜駅発 帰り
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   41
 17   51
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01  20 35 55
01 10 25 40 55
03    51

外畠発
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こく   ど    ぎ じゅつせいさく そう ごう けんきゅうじょ　   ほんかん  3   かい

こう わんくう こう  ぎじゅつけんきゅうじょ　    ほんかん 1  かい

おおがた こうぞう じっ けん  し  せつ
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ひ  がた じっ けん  し  せつ

大規模波動地盤総合水路
（津波をおこす実験） ◆巨大津波を体感しよう
受付で整理券を配布します。配布時間は10時（第1～4回）、
12時（第 5～8回）、14時（第 9～11回）です。
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