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銀河連邦

銀河連邦は1987（昭和62）年に宇宙航空研究開発
機構（JAXA）の研究施設が縁で交流をはじめた
自治体からなる組織。現在、５市２町が宇宙への
夢とロマンを育むために、子どもたちの留学交流
をはじめ、スポーツ交流や経済交流など「宇宙」を
テーマに様々な交流事業を行い、友好を深めてます。
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A コスモハウス
展示室内は実物大の各種人工衛星の模型やロケットエンジン
の実物が展示されているほか、スクリーンや写真パネルに
よって宇宙の説明・解説を行っています。
①宇宙の広がり、②宇宙をさぐる、③宇宙を飛ぶ、
④未来をひらく、の４つのテーマ空間から構成され、
さながら小宇宙を演出します。

B スペースタワー
高さ44.9m、展望室には眺望案内板、望遠鏡が設置
され、市街地はもちろん蔵王連峰まで眺望できます。

C H-Ⅱロケット実物大模型
２トン級の静止衛星打ち上げ能力を
実現させた日本初の純国産ロケット
の実物大模型で、全長49m、直径
４mあります。

【カクダ共和国】（宮城県角田市）
　カクダ共和国は、宮城県の南部にあり、中央を南北
に鉄道が走り、阿武隈川が流れる盆地に位置して
います。産業は主に製造業と農業が盛んで、県南
随一の穀倉地帯です。米や大豆のほか、梅、野菜、
果樹などの栽培と、酪農や畜産のまちです。
　市北西部に、JAXA角田宇宙センターがあること
から、宇宙をテーマとして「明日の宇宙を拓くまち
づくり事業」を展開し、平成２年から台山公園を拠点
に宇宙関連施設として３つの施設を整備しました。

A

B C

月4

市役所さくら通りを主会場に、市民の手づくりに
よる催し物や市民パレード、銀河連邦物産展など
盛りだくさんの内容でみなさんをお迎えします！

「子供たちに感動を！」のコンセプトのもと開催
されます。佐久の青空を一斉に舞い上がる
バルーンは鮮やかで、夜のナイトイリュージョン
は幻想的で感動します。ほかにも、バルーン
係留体験搭乗やバイクトライアル、ステージ
イベントなどを楽しめます。

ペットボトルロケット打ち上げ体験やニジマス
つかみ取りなど、楽しいイベントが盛りだく
さん。スペースタワー・コスモハウスへの入場
が無料。

２日、３日

３～５日

月5

月9

月8

小惑星探査機「はやぶさ２」
地球スイングバイに成功！

　小惑星探査機「はやぶさ２」は、2014年12月３日
に種子島宇宙センターから打ち上げられ、2015年12月
３日に地球の重力と公転を利用して加速する地球スイン
グバイを実施しました。現在、小惑星「Ryugu」を目指
して、目標としていた軌道上を順調に航行しており、
2018 年に小惑星に
到達し、東京オリン
ピック・パラリンピック
が開催される2020年
の地球帰還を目指して
います。

金星探査機「あかつき」
金星周回軌道への投入成功！
　星の大きさや太陽からの距離が地球に近く、地球の兄弟
星と呼ばれる金星。その金星の大気の謎を解明し、地球
の誕生や気候変動を解明するため、2010年５月20日に
打ち上げられた金星探査機「あかつき」が2015年12月
７日に金星周回軌道に
投入することに成功し
ました。今後、さまざま
な科学観測機器を用い
て金星の観測を行って
いきます。

X線天文衛星「ひとみ」
（ASTRO-H）打ち上げ成功！
　X線天文衛星「すざく」の後継機となる「ひとみ」の
打ち上げが2016年２月17日に成功しました。大規模な
国際協力で開発された４種類の新型観測システムが搭載
された「ひとみ」は、ブラックホール、超新星残骸、銀河
団など、X線やガンマ線
で観測される高温・高
エネルギーの天体の研究
を通じて、宇宙の構造と
その進化の解明を行う
予定です。

桜まつり

佐久バルーンフェスティバル2016

かくだ宇宙っ子まつり５日

JAXAの先生方による「宇宙科学セミナー」や、
ロケット発射音響体験など、「宇宙」を身近に
感じられる２日間。今年は水ロケット競技会
も予定しています。

３日、４日 のしろ銀河フェスティバル2016

約900年の伝統を誇り、中学2年生の男子が
射手を務める高山流鏑馬。これにあわせて様々
なイベントが催される「高山やぶさめ祭」が
開催されます。

月10
16日 高山やぶさめ祭

樹齢100年を超える柏の巨木が林立する柏林
公園において、農産・畜産・水産といった大樹町
ならではの味覚を満喫できる秋の産業まつりです。

18日 柏林公園まつり

真夏の夜を照らす花火大会のほか、市民道中
踊りや海上七夕船巡航など見どころ満載です。

5日、6日（予定）三陸・大船渡夏まつり
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子ども留学交流 IN ノシロ共和国
　銀河連邦で毎年実施している子ども留学交流事業。
2015年は７月31日から８月２日まで、ノシロ共和国
で開催され、銀河連邦６共和国の子どもたち65名が
集まりました。今回の交流では、モデルロケット
づくりから始まり、能代市子ども館でのプラネタリ
ウム鑑賞、秋田杉をふんだんに使用した旧料亭金勇、
能代ロケット実験場見学などを通じ、宇宙やノシロ
共和国への関心をさらに深めていました。また、
８月１日には、子どもたちも製作したモデルロケット
1066機が能代の大空へ打ち上げられ、見事、日本
記録を樹立しました。能代の夏を存分に楽しみ、充実
した３日間となりました。

銀河連邦フォーラム2015開催
再生可能エネルギー講演会実施
　「銀河連邦フォーラム2015」が、2015年10月
16日～ 17日にノシロ共和国で開催され、共和国
間の交流を深めました。フォーラムでは経済交流
を主眼に「地域密着型再生可能エネルギー事業の
紹介」と題し、能代市で進めている風力発電を
中心としたエネルギー事業に関する講演が行われ
ました。各共和国からも近況報告があり、活発な
意見交換が行われました。

銀河連邦お国自慢

ロケットづくり 名刺交換会
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ハッピを着た各国首脳
が勢揃い

　銀河連邦フォーラム２日目は、二ツ井
地域で開催された「きみまちの里フェス
ティバル」会場に移動し、壇上で、各国代表
がそれぞれの市町の法被を着用、幟旗を
掲げ「お国じまん」を行い、来場者に「銀河
連邦」をアピールしました。
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銀河連邦各共和国からのお便り

　2015年４月29日、航空宇宙関連
の展示施設「大樹町宇宙交流セン
ターSORA」の開館１周年を記念し、
風船宇宙写真家の岩谷圭介さんを
講師に迎えて「宇宙ワークショップ」

を開催しました。町内外から小学生らが約60名集まり、岩谷
さんから宇宙のお話を聞いた後、パラシュートの製作に取り
組みました。パラシュートは建物の３階ベランダから放球
され、無事に開き、ゆっくり落ちてくると子どもたちは歓声
を上げて大喜びでした。

republic
 

Taiki

大樹町宇宙交流センターSORA
の開館１周年！

　1955年８月６日午後
２時18分、日本で初めて
のペンシルロケット斜め
発射実験が、秋田県で
行われました。その60年
後の昨年８月１日同時刻に
新たな日本記録が生まれ
ました。のしろ銀河フェ
スティバルと同時開催

されたイベントでは、全国から製作を募り、また、銀河連邦
子ども留学交流の子どもたちも製作参加したモデルロケットが
一斉に発射され、大歓声の中、新記録が樹立されました。

republic
 

No
shiro

モデルロケット1066機同時打ち上げ成功！
日本新記録樹立！
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 に    ほん    しん    き　  ろく   じゅ   りつ

　小惑星探査機「はやぶさ」が
幾多の困難を乗り越えて地球
に帰還してから５年が経過し
たことを記念し、JAXA宇宙
科学研究所から12月６日に元
「はやぶさ」プロジェクトマ
ネージャの川口淳一郎教授、
12月13日に「はやぶさ２」プ
ロジェクトマネージャの津田
雄一准教授に桜美林大学プラ
ネット淵野辺キャンパスにお

越しいただき、ご講演をいただきました。
　両日合わせて690人の方にご参加いただき、子どもから
大人まで、胸を躍らせて講演に聞き入っていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ねん　　　 がつ　　 　にち　　   こう くう　う ちゅう かん  れん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  てん　 じ　  し　 せつ　　 たい　 き ちょう  う  ちゅう こう りゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ　　ら　　　　　   かい  かん　　 しゅうねん　　　 き   ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふう  せん　う  ちゅう しゃ  しん　か　　　　いわ　や　けい  すけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   こう　し　　　 むか　　　　　　　 う  ちゅう

　　  かい  さい　　　　　　　　　　　　ちょう ない がい　　　　　しょうがく せい　　　　　  やく　　　  めい  あつ　　　　　　　   いわ  や

　　　　　　　　　　  う ちゅう　　　　  はなし　　　き　　　　　　あと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せい  さく　　　 と

　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たて  もの　　　　　  かい　　　　　　　　　　　　　　　　  ほうきゅう

　　　　　　　　  ぶ　 じ　　　　ひら 　　　　　　　　　　　　　　  　お　　　　　　　　　　　 　　  こ　　　　　　       　　　　   かん  せい　

　　　 あ　　　　　　おおよろこ　

　東日本大震災以降、多大な支援を
いただいている銀河連邦の活動を
市民に周知するため、市役所本庁
の１階に銀河連邦紹介コーナーを
設けています。展示コーナーには、
各共和国の東日本大震災に関する

さまざまな支援活動の写真のほか、昭和46年から平成19年
まで、当共和国にあった三陸大気球観測所の資料や小惑星
探査機「はやぶさ」の模型を展示しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひがし  に  ほん  だい しん  さい　い   こう　　　 た   だい　　　  し　えん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぎん　が　 れん　ぽう　　　 かつ どう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  し　みん　　　しゅう　ち　　　　　　　　　　　　　　 し　 やく しょ  ほん ちょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい　　 　ぎん　が　 れん  ぽうしょう かい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もう　　　　　　　　　　　　　　　　てん　じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かくきょう　わ　こく　　　ひがし  に　ほん　だい  しん  さい　　　かん

　　　　　　　　　　　　　  し　えん　かつ どう　　　しゃ  しん　　　　　　　　　　 しょう わ　　　　 ねん　　　　     へい  せい　　　  ねん

　　　　　　　とう きょう  わ    こく　　　　　　　　　　　さん  りく  たい　き　きゅう かん そく  じょ　　　　し  りょう　　しょう わく  せい

 たん　さ　  き　　　　　　　　　　　　　　　　　　も  けい　　　 てん　じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　　　  がつ　   むいか　    ご　　ご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　ふん　　　 に　 ほん　　　 はじ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はっ    しゃ  じっ   けん　　　　　　  あき　 た     けん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　　　さく  ねん　　  がつ　ついたち どう   じ   こく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あら　　　　　    に　ほん    き   ろく　　　　う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぎん   が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  どう    じ    かい   さい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぜん こく　　　　　  せい  さく　　  つの　　　　　　　　　　　　   ぎん   が   れん  ぽう

　こ　　　　　りゅうがくこうりゅう　　　 こ　　　　　　　　　　　　  せい さく  さん   か

 いっ せい　　　はっ しゃ　　　　　　　　だい かん せい　　　なか　　　しん　き　ろく　　   じゅ りつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうわく せい  たん   さ     き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いく  た　　　　こん なん　　　　の　　　　こ　　　　　　  ち  きゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き   かん　　　　　　　　　　　　　  ねん　　　けい   か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   き　 ねん　　　　　　　じゃくさ　 う  ちゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　がく  けんきゅうじょ　　　　　　　　  がつ　 むいか　　　　もと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわ  ぐちじゅん いち  ろう きょう じゅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　  にち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ゆう いち じゅんきょうじゅ　　  おう   び   りん  だい  がく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふち　の　  べ

　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう  えん

　　 りょう じつ　 あ　　　　　　　　　　　　　　にん　　　かた　　　　　   さん　　か　　　　　　　　　　　　　  　こ

　おとな　　　　　　　　  むね　　　おど　　　　　　　  こう  えん　　　 き　　　  い

2 3

republic
 

Sa

nrik
u Ofunato

銀河連邦パネルコーナーを設置!!

　平成26年度から整備が始まった、
内之浦宇宙空間観測所の射場を望む宮原
ロケット見学場で、平成27年５月23日、
「合併10周年・整備記念植樹式」が開催さ

れました。式には、自治会の役員や日本宇宙少年団内之浦
分団の子どもたちが参加し、けやき・かしわ・秋田杉・
まつ・イチイ等の銀河連邦を代表する樹木やロケット打ち
上げに縁起の良い樹木10種を植樹しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へい  せい　　    　ねん　ど　    　　　　　せい　 び　　　   はじ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  うち　の　うら　う  ちゅうくう かん かん  そく じょ　　　しゃじょう　　　のぞ          みや ばる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        けん  がく じょう　　　　   へい  せい　　　　ねん　　   がつ　　　  にち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がっ  ぺい　　　しゅうねん　　　せい   び    き   ねん しょくじゅ しき　　　　  かい  さい

　　　　　　　　　           しき                      　じ　  ち   かい　　　やく  いん　　　  に　ほん　う  ちゅうしょうねん だん  うち　の　 うら

 ぶん  だん　　　　こ 　                                         さん    か　　　　　                                                      　          　あき   た    すぎ　

 　　　　　　　　　　　　　　　 など          ぎん　が　 れん ぽう　　   だいひょう　               じゅ もく　　　　　　　　　　　　　    う  

   あ          　　　えん  ぎ　　　　よ　　　 じゅ もく           しゅ　   　しょくじゅ

republic
 

Uc
hino

ura Kimotsuki

町合併10周年を記念し、
宮原ロケット見学場で植樹式!!

まち　がっ　ぺい　　　　　 しゅう  ねん　　　　 き　　ねん

みや    ばる　　　　　　　　　　　　　けん    がく  じょう　　　しょく  じゅ  しき

republic
 

Sa

gamihara

　2015年10月22日、国
際宇宙ステーション（ISS）
に滞在中の油井亀美也・
宇宙飛行士（長野県出身・
サク共和国内の野沢北高
校出身）とのアマチュア

無線を使った交信が佐久市子ども未来館で開催されました。
　米航空宇宙局（NASA）の教育プログラムの一環で、県内の
アマチュア無線愛好家が協力し、交信はISSが日本上空を通る
約10分間で行われました。佐久地域などの小学生10人が
油井さんに質問し、油井さんは宇宙から「頑張れば道が
開ける」と励まし、子どもたちを感動させました。

republic
 

Saku

油井亀美也宇宙飛行士との
交信実施!!

  ゆ　　い　  き　　 み　　や　　う　ちゅう　ひ　  こう　　し

こう   しん   じっ     し

小惑星探査機「はやぶさ」帰還５周年記念講演会
～「はやぶさ」の偉業とこれから～を実施！！

しょうわくせいたんさき　　　　　　　　　　　　  き  かん　 しゅうねんきねん こうえんかい

　　　　　　　　　　　　　       いぎょう　　　　　　　　　　　　　じっ し

ぎん　 が　  れん　ぽう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せっ　  ち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　   ねん　　　  がつ　　　   にち　　　こく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい   う  ちゅう　　　　　　　　　　　　　　　あいえすえす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい ざい  ちゅう　　　　ゆ　  い　  き　　み　 や

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う ちゅう  ひ    こう    し　　　なが   の   けんしゅっしん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう  わ   こく  ない　　　  の   ざわ  きた   こう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう しゅっしん

  む   せん    　   つか　　　　　  こう  しん　　　  さ　 く     し　   こ　　　　　　　み    らい かん　　   かい  さい

　　 あめりかこうくううちゅうきょく　　　 な　　さ　　　　　 きょう いく　　　　　　　　　　　　　　    いっ かん　　　　　 けん ない

　　　　　　　　　　　　　 む   せん  あい こう　か　　　きょうりょく　　　　 こう  しん　 あいえすえす　  に   ほんじょうくう　　  とお

 やく　　　   ぷん  かん　　　おこな　　　　　　　　　　　　　　　　さ　　く　  ち　 いき　　　　　　　  しょう がく  せい　　　　にん

   ゆ　　い　　　　　　　　　 しつ  もん　　　　　　　ゆ　　い　　　　　　　　　   う  ちゅう　　　　　　　　がん    ば　　　　　　  みち

 ひら　　　　　　　　　  はげ　　　　　　　　 こ　　　　　　　　　　　　   かん  どう

　平成27年12月12日（土）角田市
とJAXAは、角田宇宙センター開設
50周年を記念し、地域の産業振興、
子どもたちの夢を育む教育、情報
発信などで双方が一層の連携強化を

図り、「明日の宇宙を拓くまちかくだ」の地域活性化に寄与
することを目的に、「連携協力に関する協定」を締結しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 へい   せい　　　　ねん　　　 がつ　　　  にち　　　ど　　　かく　 だ　　 し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゃくさ　　　　　　かく　だ　  う  ちゅう　　　　　　　　　　 かい せつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうねん　　　  き   ねん　　　　　　ち　いき　　　さん ぎょうしん こう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　 ゆめ　　   はぐく　　  きょういく　 　 じょうほう 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はっ  しん　　                 そう ほう 　　　いっ そう　　   れん けいきょうか　　　  

 はか                　　あ　　す　　 　　う  ちゅう　　  ひら　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　ち   いき  かっ せい  か　　　　き　  よ

　　　　　　　　　　　    もく  てき　　　　　　  れん けいきょう りょく　     かん　　　　　きょうてい　　　　  てい けつ
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Ka
kuda

連携協力に関する協定を角田市と
JAXAで締結!!

れん   けい きょう りょく　　 　かん　　　　　　  きょう てい　　　   かく     だ  　 し

　　じ ゃ く さ　　　　　　てい   けつ


