
ミッションＸ 2013－国際イベント（ＩＣＥ）
オランダ　2013年7月3日（水） - 6日（土）

欧州宇宙機関(ESA)、米航空宇宙局(NASA)及びオランダ宇宙局(NSO)が主催し、オラン
ダで開催される祭典「ミッションX 2013 – 国際イベント」に皆さんが参加するのを希
望しています。

この特別なイベントは、

・ 子どもたちに、ミッションXの経験を通じて、お互いにその経験を共有し、国際的な
協力に発展させる機会を与えます。

・　宇宙飛行士や宇宙飛行士トレーナーに会い、欧州宇宙機関の研究センターの核であ
るノルドバイクの欧州宇宙技術センター(ESTEC)で新しい運動を試してみる機会を与
えます。

・アムステルダムの科学センターNEMOを訪れ、体験型の展示を試みる機会がありま
す。

・ノルドバイクにあるスペースExpoを訪問し、教育的で楽しい宇宙体験活動ができま
す。

・欧州宇宙機関の宇宙飛行士であり、国際宇宙ステーションで飛行中のルカ・パルミ
ターノ宇宙飛行士との直接交信（予定）に参加する機会があります。

・ヒューストンにあるNASA のセンターで訓練中の欧州宇宙機関の宇宙飛行士とのライ
ブ中継に参加する機会があります。

・「有人宇宙」青年美術コンペでミッションXのために公開される美術品を鑑賞する機
会があります。



開催地での人数が非常に制限されてしまっているので、ミッションXに参加する各国から
の人数については、機会均等の原則に従って決めることにしています。　現在、受け入れ
可能な総数は100人の子どもと50人の大人となっています。

なお、子どもが14未満である場合は、4日のイベント全体にわたって親あるいは引率者の
いずれかが同伴しなければなりませんので、ご注意ください。

では、先ず最初に、登録をしましょう。



Mission X 2013 International Closing Event (ICE)
3 - 6  July 2013, The Netherlands

The European Space Agency (ESA), the National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) and the Netherlands Space Office (NSO) invite participants to join them for a 
special event to celebrate Mission X 2013 in the Netherlands.

This unique event will give:

• young people a chance to share their Mission X experiences with each other and 
form international alliances. 

• an opportunity to meet astronauts and astronaut trainers and to try out new 
activities in the heart of the European Space Agency’s research centre at the 
European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk.

• an opportunity to visit Science Centre NEMO in Amsterdam and engage with 
interactive exhibits.

• a  visit to SpaceExpo Noordwijk museum and to participate in educational and fun 
space hands-on activities.

• a chance to participate in a live in-flight call (tbc) with ESA astronaut Luca 
Parmitano.

• an opportunity to participate in a live web cast with NASA EDGE and ESA 
astronauts in training in Houston.

• an opportunity to view artwork presented for Mission X in the Humans in Space 
Youth Art competition.

As places are very limited, a selection will be made on the basis of equal representation 
from all the MX participating countries who register in time. The total number of places 
available is 100 children and 50 adults. 

Please note as the children are under 14 they MUST be accompanied by either parents or 
teachers throughout the 4 day event. 

What's does it take to participate? Please go to Pre-Registration.

http://congrexprojects.com/13g01/pre-registration
http://congrexprojects.com/13g01/pre-registration

