サマー特別プログラム

by

8/25（日）
東京プリンスホテル

（予定）

プロビデンスホール

夏休みの最後の思い出に、

先着
100 名
限定

子ども達はロボットに触れ、プラネタリウムで夢を見て…
そして大人は子どものために学ぶ。
子ども達の未来を創るのは子ども自身と、そして大人です。
夏の最後に、世界で活躍するトップヒーローに是非会いに来てください !

Program
1.

Program 1,2,3

10:00-12:30

古田 貴之 さん

Children are Creative by nature
古田貴之「不可能は、可能になる」

ロボットクリエイター

大平貴之「星空の彼方、宇宙の果てへ」

2.

13:30-14:00

fuRo（千葉工業大学未来ロボット技術研究センター）所長

特別対談
古田貴之 × 大平貴之
「未来と夢を創る思考法」

3.

14:00-14:45

4.

15:00-16:00

Program 1,2,3
大平 貴之 さん

パネルディスカッション

プラネタリウムクリエイター

古田貴之 × 大平貴之 × コーディネーター 狩野みき
「子ども達の考える力を育む」

Program 4

特別講演
〜世界で活躍するトップドクターが語る〜

齋藤真嗣
「子ども達の未来を支える健康スイッチ」

【お問い合わせ】 ヒーローズエデュテイメント株式会社

0120-81-1602
企 画 ・運 営
協賛

心拓塾事務局

齋藤 真嗣 さん
ニューヨーク州医師
腫瘍内科・感染症専門医

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-12-6 ミツリ麹町ビル３F

www.http://shintakujuku.com

HABATAKI PROJECT （

×
協力

）
アゼリーグループ

Program 1 ／ 10:00〜12:30

子どもは生まれながらのクリエーターです。
子ども達の創造性を刺激するロボットを目の前でみて、大空の星で夢を見る楽しさを体験する ...
日本が世界に誇るトップクリエイターと共に未来と夢を語るスペシャルプログラムです。

「不可能は、可能になる」
講師

古田 貴之

さん

ロボットクリエイター
fuRo（千葉工業大学未来ロボット技術研究センター）所長

工学博士。1968 年、東京生まれ。1996 年、青山学院大学大学院理工学研究科機械工学専攻博士後期課程中途退学後、
同大学理工学部機械工学助手。2000 年、博士（工学）取得。同年、（独）科学技術振興機構 ERATO 北野共生システ
ムプロジェクト・ロボットグループ・リーダー。2003 年 6 月より千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長。
2005 年 愛・地球博 ロボットシステム出展。2007 年 日本科学未来館の総監修。変形移動ロボッ「HallucⅡ」、直感
的に操縦できるコクピット「Hall」を開発（無償貸与）。2007 年 国立科学博物館・大ロボット博、企画・総合プロデュース。
2011 年 福島・第一原子力発電所に国産ロボットとして唯一、千葉工業大学 fuRo のロボットが投入。政府、東京電
力と現在、ミッションを継続中（無償貸与）。2012 年 古田の自伝が、2012 年度版 桐原書店 高 2 英語教科書に掲載。

「星空の彼方、宇宙の果てへ」
講師

大平 貴之

さん

プラネタリウムクリエイター

小学生の頃からプラネタリウムの自作に取り組み、大学時代に、アマチュアでは例のないレンズ投影式プラネタリウム「ア
ストロライナー」の開発に成功。就職後も製作を続け、1998 年にこれまでの 100 倍以上にあたる 150 万個の星を
映し出す「MEGASTAR( メガスター )」を IPS（国際プラネタリウム協会）ロンドン大会で発表し、話題に。2004
年には日本科学未来館と共同開発した、投影星数 560 万個の MEGASTAR-II cosmos がギネスワールドレコーズに
認定される。2010 年 10 月にはインド・ニューデリーに海外初常設設置、2011 年 5 月にはエストニア・タルトゥ
に 360 度全天球プラネタリウムを設置するなど、海外での活動もめざましい。2011 年 7 月には富士川楽座に設置し
た MEGASTAR-IIB が新たにギネスワールドレコ―ズの認定を受けた。東京大学特任教員、和歌山大学客員教授。心拓
塾講師。

Lunch ／ 12:30〜13:30

東京プリンスホテルのビュッフェ

Program 2 ／ 13:30〜14:00

「未来と夢を創る思考法」

古田 貴之 さん

大平 貴之 さん

Program 3 ／ 14:00〜14:45

「子ども達の考える力を育む」
考える専門家 3 人が子どもに必要な考える力について、
どうすれば考える力が身に付くのかディスカッションをします。
パネリスト
コーディネーター

古田 貴之
狩野 みき

・大平 貴之 さん

さん
さん

慶應義塾大学講師

狩野みき／慶應義塾大学、聖心女子大学、ビジネス・ブレークスルー大学講師。子どもの「考える力」を伸ばすスクール、Wonderful Kids 主宰。クリティカル・
シンキングに精通し、その理念と教授法を TEDxTokyo Teachers（2012 年 3 月）にて発表、大好評を博す。2 児の母。

Program 4 ／ 15:00〜16:00
〜世界で活躍するトップドクターが語る〜

「子ども達の未来を支える健康スイッチ」
世界で活躍する癌の専門医でありアンチエイジングのスペシャリストである齋藤先生が、今の子ども達に必要な健康管
理についてお話します。

講師

斎藤 真嗣

さん

ニューヨーク州医師
腫瘍内科・感染症専門医

1972 年生まれ。米国医師免許取得。ニューヨーク州医師。医療法人藤志会理事長、がん相談蕩蕩院院長。専門は腫瘍内科、
感染症。日米欧でアンチエイジング専門医・認定医の資格を持ち、日米を行き来しながらエイジング・マネジメントの普
及に努めている。現在、次世代育成の活動にも取り組み、「心拓塾」の講師として活躍。2009 年に刊行した『体温を上げ
ると健康になる（
』サンマーク出版）が 70 万部を超えるベストセラーとなり、大きな話題を呼ぶ。海外ではドイツ、イタリア、
韓国、タイ、中国、台湾で翻訳版が出版される。NPO 法人次代の創造工房理事。ヒーローズエデュテイメント株式会社所属。

サマー特別プログラム 受講申込書／ FAX：03-3222-1169
フリガナ

年齢：

受講するお子さんのお名前：
フリガナ

才

学年：

年

父親・母親 ( どちらかに○）

参加される保護者の方のお名前：
フ リ ガ ナ

住

所：

自宅電話：

FAX：

携帯電話：

E-mail：

先着
100 名
限定

心拓塾を知ったきっかけや紹介者：
規約への同意・署名( 保護者)：

印

８/25（日）スケジュール

受講のご案内

※内容が一部変更になる場合があります。

時 間

受付

9:30

10:00

プログラム

12:30

〜

12:30
13:30
13:30
〜

特別対談

〜

スペシャル

ランチ

内 容

14:00

14:00

ディスカッション

14:45

〜

パネル

東京プリンスホテル
プロビデンスホール
東京都港区芝公園３−３−１

Children are creative by nature
「不可能は、可能になる」古田貴之 さん（ロボットクリエイター／ fuRo 所長）

〜

15:00
16:00

時 間

10 :00 〜16 :00（予定）（ 受 付 9 :30 〜 ）

持 物

・筆記用具
※終日参加の場合、昼食はホテルの
ビュッフェをご用意しています。

「星空の彼方、宇宙の果てへ」大平貴之 さん（プラネタリウムクリエイター）
東京プリンスホテルのビュッフェ

「未来と夢を創る思考法」
古田貴之 さん（ロボットクリエイター／ fuRo 所長）
大平貴之 さん（プラネタリウムクリエイター）

申 込

古田貴之 さん（ロボットクリエイター／ fuRo 所長）
大平貴之 さん（プラネタリウムクリエイター）
狩野みき さん（慶應義塾大学講師）

〜世界で活躍するトップドクターが語る〜

「子ども達の未来を支える健康スイッチ」
齋藤真嗣 さん（ニューヨーク州医師／腫瘍内科・感染症専門医）

必要事項を記入の上、FAXにて
上記申込書をお送りください。

締 切

８月22 日（木）

料 金

①終日参加：親子とも１人 5,000 円
※５歳以上昼食ビュッフェ付き

②午後から参加 : 大人１人 3,500 円

「子ども達の考える力を育む」

コーディネーター

特別講演

会 場

〜

プログラム

捺印をお願いします

※子どもの分の料金は不要です。

振 込

ヒーローズエデュテイメント株式会社
スクール口座
三井住友銀行 麹町支店
普通預金 8816251
※8/22（木）までにお振込下さい。
※振込手数料はご負担願います。

個人情報の取り扱いについて
弊社は受講生より取得した個人情報（撮影した画像・映像も含む）は以下のとおり取り扱います。
１．【利用目的】１）心拓塾やセミナーの運営に必要な教材・資料の作成のため ２）心拓塾やセミナーのご案内のため
３）心拓塾やセミナーの活動を広める為のコンテンツ販売のため
４）心拓塾やセミナーの広報のため
２．【第三者への提供】弊社は法律で定められている場合を除いて、受講生の個人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。
３．【個人情報の取扱い業務の委託】弊社は事業運営上、業務の一部を外部に委託しており、業務委託先に対して受講生の個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っ
ていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などにより、受講生の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。
4．【個人情報提供の任意性】受講生が弊社に対して個人情報を提供することは任意です。ただし、個人情報を提供されない場合には、弊社からの返信やサービスの提供ができない場合があります
ので、あらかじめご了承ください。
５．【個人情報の開示請求について】受講生には、ご本人の個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除および利用又は提供の拒否権を要求する権利があります。必要な場合には、下記の
窓口まで連絡ください。
個人情報問合せ窓口：ＰＭＳ事務局 [TEL：0120-81-1602（平日 10：00 〜 17：00）／ FAX：03-3222-1169（24 時間受付）／ E-Mail：privacy@heros-edu.co.jp]
個人情報保護管理者：田中繁行

