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平成 30 年度ミュージアムマネージメント研修会を開催	

 
前日より台風の直撃を受け、開催地倶知安町

では風速 42ｍを記録する中の開催となり、公共
交通機関の運行中止や遅延などの影響もあって

欠席連絡等が続いたことから、当初 13:20 開会
予定であったものを 14:00 とし、ワークショッ
プの内容「北海道のミュージアム連携ドリーム

プラン」の記入用紙を配布して対応した。 
基調講演では、講師を務めていただいた渡邉

氏（乃村工藝社）の実務経験にもとづく事例が

多数紹介され、事業や実務的な連携だけでない

情報・イメージの連携について考える機会とな

った。また、Facebook、Instagram、Pinterest
といった SNS サービスを利用し学芸員が情報
発信することで館園のイメージアップや、興味

関心の喚起につながるとの示唆もいただき、情

報とミュージアムマネージメントについて学び

の多い時間であった。 
	 事例報告として、小川原脩記念美術館館長の

柴勤氏より後志管内 5 つの美術館・文学館で毎
年共同展の開催テーマを決定し、各々の所蔵作

品を貸借しあって同期間に行う「しりべしミュ

ージアムロード」の企画のメリットと可能性を、

各館の特性紹介とともに報告いただき、続いて

北海道大学総合博物館資料部研究員の菊田融氏

より、「CISE ネットワーク」の事例として札幌
近郊でのネットワークの有効性と、ネットワー

クから生まれた教材等について紹介いただいた

ほか、図書館資料としてキットの貸借を行う（メ

ンテナンスは製作側）という形が注目を集めて

いた。また、事業継続に向けた課題として、事

務局の不安定さや資金力の弱さが紹介された。 
会場を移して開催した情報交流会では、研修

会において質疑対応の余裕が無かったため、講

師及び報告者には参加者からの質問に応答する

場としても対応いただき活発な交流の場となっ

た。なお、参加者より提出いただいた「北海道

のミュージアム連携ドリームプラン」を読み上

げ情報共有を図った。(内容は次のとおり) 
 

	

	

・他館学芸員を招いての講座・勉強会	

・地域に根ざして地域に必要とされる役割を担っ

ていかないと地場企業等の力は借りられない

かも。知恵と経営力が必要かも。	

・地域のスポーツチームとの連携	

・地域出身者と館を関連付けたイベント	

・職員の交換（期限付）ができるシステム	

・外に出せる資料（複製可）・学芸員の顔（pho）

を出し合うことで新しいことできるのでは？	

・○○な博物館の Pinterest 欲しいです。北海道

の学芸員さんたちの視点がかなりユニークな

ので、独自の思いをぶつけて欲しい。	

・トランク増産＋運用維持のためのコンソーシア

ム｛資金集め含め｝	

・文化財としての歴史的建造物の活用について、

改修の際の制限について、困難である事例及び

対処方法は？	

・全国トランクミュージアムの共通 DB	

・全道版ミュージアムパスポート導入	

・トランクキット面白いです！私は民間企業です

が、新たなメセナ活動を探しています。ぜひこ

ういったものを使ってみたいです。	

	

	

	 翌日は倶知安町及び周辺をバスで回る巡検を

予定していたが、午前 3 時 8 分に発生した胆振

東部地震の影響から催行不能と判断し中止した。	

研修会の様子	

	



 

 
2 

道博協ニュース	 第 124 号（2019.3.31）	

	 なお、北海道全域で停電が発生しているとの

情報から公共の交通機関利用は困難と判断し、

帰路を確認して車に分乗し安全第一を相互確認

して解散した。思いがけず、抜き打ちミュージ	

アムリスクマネージメントの研修を伴った 2 日

間となった。 
 

（道央地区博物館等連絡協議会事務局	 	 	 	  
細川健裕） 

 
 
 
 

道央地区博物館等連絡協議会 NEWS	

プロジェクトＭ：	

	 	 「石狩遺産」を見つけ出せ！	

 
最初は、“石狩エコミュージアム（EM）”の

構築を企んでいました。 
プロジェクトＭ（PJM）は、５年前に市民有

志を募って始めたワークショップです。M は

“まちの、みりょくを、みつけだせ”の頭文字。

もちろん本心は Museum の M です。メンバー
は十数人。毎月の“作戦会議”では、まず市内

各地の自然遺産や文化遺産をリストアップして

みました。神社から動植物、近所の喫茶店まで、

150 件が挙がりました。それらを巡るコースの
計画や、現地見学などをしていくうちに、ワー

クショップから市民主体の活動へと発展してい

ったのです。 
しかし、そのうち PJM 内から「EM って言

葉わかりづらいよね」「金がないから施設もサイ

ンも建てられないし」という議論が持ち上がっ

てきました。そして軌道修正した新たなゴール

が「石狩遺産」。後の日本遺産のように、１件１

件の文化的資源をあるテーマに基づき１つのス

トーリーとして構成していく、という考え方で

す。例えば石狩遺産第６号「石狩の油田」は、

かつての油田構造物の痕跡、今も湧いている石

油だまり、油田を生んだ地層などにより構成さ

れています。でも結局これって、エコミュージ

アムだよな…。 
この中で大事にしたのは、お役所が上から押

し付ける「遺産」や活動ではなく、市民自身が、

楽しみながら、思い入れもたっぷりに、自分た

 
作戦会議は毎回が“熱すぎる”闘い 

 
ちの石狩遺産を見つけること。なので石狩遺産

のコンセプトは、これです。“市民が推薦し、市

民が紹介し、市民が認定する”。 
石狩遺産の推薦は市民から募っています。毎

年開催の「石狩遺産シンポジウム」では、聴き

に来た市民を相手に推薦者自身が遺産候補をプ

レゼンし、聴衆や PJM と推薦者のディスカッ

ションの末に、新たな石狩遺産として認定され

るのです。シンポジウムはこれまで３回開催し、

石狩遺産は現在８件になりました。詳しくは

web で！（「石狩遺産」で検索！） 
——って、まるで順調な市民活動のように書

いていますが、実は事務局として PJM をまと

めるのに大苦労しています。クセの強い（？）

人が多く、好みややり方はもうバラバラ。会議

は好き勝手な発言続出、脱線が止まらない。そ

れでも、石狩の良さを伝えたい同じ気持ちはひ

しひしと感じます。石狩遺産を増やし、広め、

愛することを共通のゴールとして、今日も作戦

会議を闘っています。 
 
（いしかり砂丘の風資料館	 志賀健司） 
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道南ブロック博物館施設等連絡協議会 NEWS	

郷土学講座を開催しました	

 
	 平成30年10月6日、知内町中央公民館で郷土学
講座を行いました。年に1度道南の学芸員が結集
して開催しているもので、今回で9回目となりま
す。北海道命名150年ということもあり、今回の
テーマは「松浦武四郎がみた江戸時代の道南」で

す。 
	 松浦武四郎は6度にわたって蝦夷地探索を行い、
こと細かに記録を残しています。その間松前や江

差、箱館などでの滞在も多かったことから、道南

各地に武四郎の記したエピソードが残っていま

す。 
	 講座では道南ブロック協議会加盟館のうち、松

前町教委前田正憲氏、江差町教委宮原浩氏、そし

て知内町教委竹田の3名の学芸員が、それぞれ資
料や画像などを使って発表を行いました。 
	 はじめに「知内をあるいた人々の記録」として、

武四郎の足取りや知内に関して書かれた記述に

ついての話を行いました。また、菅江真澄や伊能

忠敬ら公私様々な立場や時代で書かれた記録と

合わせて、会場でもある知内の当時の様子を紹介

しました。 
	 続いて宮原氏が「松浦武四郎が記した江差の風

俗」として、武四郎の日誌の記述や街並みの図か

ら当時の江差の人々の日常を紹介しました。また、 

講座中の様子 
 
江差追分の歌詞や三平汁についての記述を紹介

しながら女性たちの姿を紐解きました。 

	 最後に前田氏が「秘女於久辺志
ひ め お く べ し

の松前」と題し

て、松前奉行所内の配置図と、武四郎が「秘女於

久辺志」の中で記した図を映しながら比較しまし

た。「秘めおくべし」との名前通り、後に松前藩

から命を狙われるほど藩内の様子を徹底的かつ

正確に記したことがうかがえました。 
	 当日はあいにくの悪天候でしたが、町内外から

約35名の方が来場し、地域の学芸員ならではの身
近な郷土の歴史に耳を傾けていました。 
 

（知内町郷土資料館	 竹田	 聡） 
 
 
 
 
 
 

日胆地区博物館等連絡協議会 NEWS	

平成 30 年度日胆地区博物館等連絡協議

会総会・研修会「研修・展示発見カード

をつくろう」を開催	

 
平成 30 年度日胆地区博物館等連絡協議会総

会・研修会が、10 月 16 日（火）～17 日（水）
に豊浦町で開催されました。開会式と 1 日目の
研修は豊浦町旧礼文華中学校にて研修「展示発

見カードをつくろう」が開催され、2 日目には
豊浦町教育委員会渡邊つづり学芸員案内のもと

国指定名勝ピリカノカ「カムイチャシ」、インデ

ィアン水車視察研修を行いました。 
1 日目の研修は博物館ネットワークによる未

 
作成者がそれぞれ作成した展示カードと展示物を説

明している様子 
 
来へのレガシー継承・発信事業の一環として国

立科学博物館、北海道博物館協会と共催で、結
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creation 北村美香氏を講師に迎え、研修「展示
発見カードをつくろう」を行いました。このプ

ログラムの手順は①用意された語彙「存在感、

ロマン、裏側、へなちょこ、めんこい、イラン

カラプテ、その他」の中から言葉を一つ選び、

②旧礼文華中学校の展示や資料の中から、選ん

だ言葉のイメージと合う、モノを選び、写真を

撮影し、③言葉と写真を使ってシートを作成し、 
④作成したシートを参加者で共有する流れとな

ります。ねらいは、①言葉と展示を写真を通し

て関連付け、可視化することで他者視点を知る

こと。②発見や気づきから、新たな魅力を発見

すること。③既存の展示を利用者の視点で評価 

し、ブラッシュアップすることにあります。研

修を通して新たな視点から展示見直し、外部の

人々へのアピールツール、新しいガイドブック、

展示を通したコミュニケーション、ワークショ

ップ型展示評価活動、地域博物館関係者の資質

向上につながり、大変有意義な研修となりまし

た。 
研修を終え、さっそく中学生向けの職業体験

や博物館実習で活用した館もありました。すぐ

に応用できる研修であり、実りある研修となり

ました。 
 
（アポイ岳ジオパークビジターセンター 

	 加藤聡美） 
 
	

	

	

道北地区博物館等連絡協議会 NEWS	

町の収蔵庫問題と	

	 	 	 	 	 	 	 資料調査について	

 
	 下川町教育委員会では、平成 29 年度から町
内 3か所の収蔵庫に保管している郷土資料全点
の資料調査を実施しています。 
	 なぜ今、全点の資料調査を実施するのか？ 
それは町の議会や文化財保護審議会から収蔵

している廃校学校（旧菱光小学校）が老朽化し

ていること、また資料の保管状況も悪いことが

指摘され、将来的に老朽化した収蔵庫は除却す

る必要があり、破損している資料や複数保管し

ている資料について、今後も保存する必要のあ

る資料を選んで保管してはどうかという意見を

出されたことによります。 
	 このような意見が出ることは、自分が日頃か

ら施設の維持管理や資料の保管・収集整理が十

分できていないことと深く反省しているところ

です。そして資料を選択して保管すること、保

管しない資料は廃棄や譲渡すること、これは学

芸員として、とても辛いことでもあります。	  
	 他の施設や新設収蔵庫への資料の引越しは、

中々できない状況であり、そこで数年の時間と 

予算をいただき、まずは郷土資料の現状確認と

文献等からの調査を行うことにしました。 
	 実際、調査を始めると台帳情報の少なさや自

分自身が資料のことを知らないことが多々あり、

長く町で学芸員として働いていたが最も基本的

な仕事がいい加減であったことわかりました。 
さらに調査を進めると、それまで気付かなか

った資料情報の発見や寄贈当時のことが思い出

されるなど、これは自分にとっての「回想法」

なのかと感じることもありました。そして重複

する資料をかなり集めていたこともわかりまし

た。 
まだ「何を残すか」、「残せない資料の情報を

どうするか」など課題は解決していません。3
年目は保存のことばかりでなく、資料調査で得

た情報をもとに展示や体験会などでの活用、さ

らに、今後の郷土資料収集についても検討し、

できることから実践していきたいです。 
	 近年、収蔵庫問題はどこも厳しい状況にあり、

鳥取県北栄町では譲渡・廃棄を目的とした「お

別れ展示」が行われるなど、同じ悩みをもつ博

物館は沢山あることから、今後は他館の情報も

集めて、今後の郷土資料の扱いについて検討し

ていきたいです。 
 

（下川町教育委員会	 今井真司） 
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網走管内博物館連絡協議会 NEWS	

平成 30 年度網走管内	

	 博物館連絡協議会研修会を開催	

	

	 ９月 20 日（木）、遠軽町福祉センターにおい
て、管内博物館職員を対象として研修会を開催

しました。これは埋蔵文化財センター第２回企

画展「松浦武四郎『由宇辺都誌』を辿る旅」の

関連事業として開催した記念シンポジウム「郷

土史の保存と歴史観光への活用に向けて」の共

催により実施したものです。 
	 今回の企画展は北海道 150 年を記念し、町内
における松浦武四郎の足跡と、武四郎研究に多

大な功績を残した秋葉實氏や郷土の開拓に尽力

した３名（信太寿之、留岡幸助、植芝盛平）の

紹介という内容で構成しました。併せて、町内

各地に点在する文化財や自然景観を観光や地域

振興に活用するため、本町出身の漫画家である

安彦良和氏に企画展のイメージイラストを依頼

し、サブカルチャーと融合した周遊型の謎解き

ゲームも同時に実施しています。 
	 本研修会では、文化財の継続的な活用をテー

マに、各地域に適用可能なモデルケースの構築

を考える機会として設定しました。 
	 基調講演では「武道家の谷・湧別谷」と題し

て企画展での作画を担当する漫画家の安彦良和 
 

 
研修会の様子 

 
氏にご講演いただきました。「武道」という視点

による新たな活用法など地域に即した方策が提

示され、貴重なご意見を聞くことができました。 
	 さらに「松浦武四郎から学ぶこと‐郷土史の視

点」と題して北海道博物館学芸員の三浦泰之氏

や十勝管内博物館学芸職員等協議会会長の北沢

実氏から「郷土史料の活用について」講演いた

だき、郷土の歴史を保存する必要性と、その魅

力を伝える難しさを再確認しました。最後に、

会場に訪れた参加者からも郷土の歴史や文化に

対する意見が寄せられ、地域における博物館の

果たすべき役割の重要性を改めて実感する研修

会となりました。 
 

（遠軽町埋蔵文化財センター	 松村愉文） 
 
 
 
	

道東 3 管内博物館施設等連絡協議会 NEWS	

交流推進会議と展示製作研修会	

	 	 	 	 （レガシー事業）を開催	

 
	 2018 年 10 月 25 日・26 日の 2 日間、「道東
過疎地の文化財保護の現状と課題—特に近代建

築を中心に—」をテーマに道東 3 管内交流推進
会議（研修会）を浦幌町で開催しました。1 日
目は浦幌町立博物館で公開シンポジウムとして

開催、文化財サポート代表の田才雅彦氏の基調

講演「近代建築の文化財指定と活用の課題」に

続いて、帯広市の帯広双葉幼稚園、別海町の奥

行臼駅逓、標茶町の釧路集治監事務所の事例が

報告されました。翌日はエクスカーションで、

浦幌町厚内の旧斉藤牧場事務所、音別町郷土資 

 
交流推進会議エクスカーション（尺別駅） 

 
料展示室などをバスで見学したあと、尺別駅（3
月 16 日のダイヤ改正で廃止）から普通列車に
乗り、浦幌駅に戻りました。 
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洪先生の展示製作ノートを見る参加者 

 

	 2019 年 2 月 20 日・21 日には、展示製作に関
する研修会を釧路市立博物館で開催しました。

講師に東京大学総合研究博物館の洪 恒夫特任 
教授をお招きし、展示製作のエピソードや留意

していることなどについて伺いました。また、

九州産業大学の緒方  泉教授からもご助言をい
ただきながら、グループに分かれて常設展示の 
リニューアルしたコーナーを中心に「展示の検

証」を行い、意見を出し合いました。協議会加

盟館園以外からも展示業務に携わる職員が参加

し、幅広い交流の場にもなりました。 
 

（釧路市立博物館	 加藤ゆき恵） 
 
 
	

	

日本動物園水族館協会北海道ブロック NEWS	

トドのショー	

 
	 おたる水族館は1963年に日本で初めてトドの
ショーを行い、豪快なダイビングや水中から垂直

に飛び上がるジャンプなどを披露し、生態や能力

を紹介し続けています。一般的にショーと聞くと

曲芸を連想するかもしれませんが、決して芸を無

理やり仕込むようなことではありません。トレー

ニングによってショーを行うことが出来ますが、

実は動物たちの健康診断や、適度な運動機会は生

活の質を向上させる事が本来の目的なのです。ま

た、ショーで行う演目は動物本来の行動などを実

施すべきだと考えています。例えばトドへ首輪を

つけてお客様の前まで連れて行き、ふれあいや記

念写真に応じる事も可能です。それがお客様に受

けが良く喜ばれたとしてもトド本来の姿ではな

いため、おたる水族館では行うことはありません。

現在行っている種目の一つ、秋限定の「サケは飲

み物」では、お客様のすぐ目の前で重さ7㎏もあ
るサケを1匹丸ごと豪快に飲み込む姿をご覧頂け
ます。この様子から自然界での捕食の様子が容易

に連想できます。また、数十年ぶりに再開した「ト

ドの岩登りダイビング」は、切り立った天然の断

崖を強靭な前脚の力で登り、豪快に飛び込む様子

は自然界で行っている行動そのものです。このよ

うにショーを通して動物本来の姿を伝える事が

出来るのです。私は今年の1月、おたる水族館の
トドショーを2年がかりで国内最初に完成させた 

トド	

 
初代飼育員の方とお話する機会がありました。大

先輩に対して、「何を見せたくてトドのショーを

始められたのですか？」と伺ったところ、その方

は目を輝かせて言いました。ある日、乗船し小樽

沖を北上していた時に断崖絶壁から一斉に飛び

込む野生のトドの群れを見て「トド本来のこの姿

を見せたい！」と思ったそうです。私は気づきま

した。私達が日々動物と向き合う基本的な姿勢は

この時に生れ、今日までおたる水族館の理念とし

て受け継がれてきたものなのだと。この信念を忘

れず、今後もショーや展示を通してたくさんの方

へ動物本来の姿を伝える飼育係であり続けたい

と思います。 
 

（おたる水族館	 川本	 守） 
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学芸職員部会 NEWS	

調査研究助成事業と学芸職員の研

究環境	

 
	 学芸職員部会では 2011 年から助成金制度を
設け、部会員の調査・研究・普及・保存活動の

支援を行ってきた。競争的資金獲得機会の少な

い小規模館の学芸員にこそ恩恵のある制度と自

負してきたが、応募者が少なく 2017 年をもっ
て事業休止とした。助成事業が不調に終わった

原因を究明するためにアンケート調査を実施し

た。そのアンケート結果を元に分析した内容を

報告する。 
	 まず、仮説として、学芸員活動に対する職場

の理解が少ないことや調査研究活動に割く時間

がないことなどが応募少数の要因と推測した。

しかし、アンケート結果は必ずしも左記の仮説

を支持するものではなかった。 
	 印象に残ったグラフを一つ掲示する（図 1）。
調査研究活動の時間と応募行動には明確な関わ

りがみられない。業務時間の多くを行政事務等

に追われている者が必ずしも応募行動をとって

いないわけではないのである。学芸員の調査研

究活動は職場環境よりも本人の意欲が左右する

という結論になってしまうのだろうか。だとす

れば、いささか悲しい結論である。 
	 一方、本アンケート調査の致命的な問題とし

て、助成事業に関心のある学芸員の回答率が高

いと考えられる点があげられる。調査研究事業

の応募実績がある者や応募を検討した者の比率

が高く、回答者が助成事業に前向きな者に偏っ

ている危険性が高い。そのため、本アンケート

結果を学芸員全体の傾向とすることは難しいと

判断している。 

 
図 1．一ヶ月の業務時間の内、学芸職員としての業

務(調査研究等の博物館業務)に関われる時間	

 
	 アンケートを通して感じた問題点をもう一つ

指摘しておく。本アンケートは Googleの提供
するウェブサービスを利用して行ったが、回答

率が 20%を下回った。アンケートそのものに興
味を持たない者も多いのだろうが、もう一つの

原因に自治体の「システム強靭化」の影響が考

えられる。インターネット回線の分離や過剰な

セキュリティ強化により、Googleからのメール
を受信できないことや、Web サービスを利用で
きないことが原因でアンケートに回答できなか

った部会員も多いと考えられる。学芸職員部会

の連絡や情報提供の多くがウェブサービスを利

用して行われていることを考えると、部会の存

在意義にかかわる危機的な状況である。事務局

からは部会員のウェブ環境を確認するすべはな

い。「最近、部会からのメールが来ない」（週に

1 度もメールが来ない）という会員は大谷事務
局長（八雲町郷土資料館内 0137-63-3131）まで
一報をいただければ幸いである。 
 

（学芸職員部会	 石井淳平） 
 
 
 
 

北海道青少年科学館連絡協議会 NEWS	

平成３０年度全国科学館連携協議

会北海道ブロック会議（兼北海道

青少年科学館連絡協議会第２回館

長会議）を開催	

 

平成 30 年 10 月 18 日（木）、19 日（金）の
二日間、旭川市において平成 30 年度全国科学
館連携協議会北海道ブロック会議（兼北海道青

少年科学館連絡協議会第２回館長会議）を開催

しました。 
１日目は、冒頭に開催地として旭川市教育委

員会の大鷹社会教育部長、続いて京谷代表幹事、

最後に全国科学館連携協議会（科学未来館）冨

田知宏氏から御挨拶いただいた後、代表幹事の

進行で平成 30 年度（４月～８月）の各館の運
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視察の様子（男山酒造り資料館） 

 
営状況及び情報提供、平成 30 年度全国科学館
連携協議会理事会・総会、平成 30 年度北海道
博物館協会役員会、それぞれの報告がなされま

した。 
	 夜には旭川市内の居酒屋に場所を変え、日中 

より真剣？に情報交換が行われました。各施設

なりの悩みを抱えている実情が窺える貴重な時

間となりました。 
	 2 日目は、「男山酒造り資料館」と「旭川市博
物館」の 2 施設を視察見学しました。 
	 「男山酒造り資料館」では、旭川の米、水、

寒さを活かした酒造りについて説明を受けた後、

館内を自由見学しました。なかには館内売店に

多くの時間を費やして熱心に視察する姿も見受

けられました。 
	 「旭川市博物館」では、杉山一彦館長に普段

は立ち入れないバックヤードを案内していただ

いた後、博物館が注力するアイヌ関連資料など

の展示コンセプトについて説明を受けながら常

設展示室を巡りました。 
	 今回の会議は、それぞれの施設の現状と課題

を知り、また、これからの科学館のあり方を考

えるいい機会となりました。 
 

（旭川市科学館	 中田健裕） 
 
 
 
 

北海道美術館学芸員研究協議会 NEWS	

小樽芸術村に新設	

ルイス・コンフォート・ティファニー	

ステンドグラスギャラリー	

 
小樽芸術村は、2017年９月１日にグランドオー

プンした、株式会社ニトリが運営する美術館です。

小樽が最も繁栄した20世紀前半に建造された建
物を活用した「ステンドグラス美術館」（旧高橋

倉庫）、「旧三井銀行小樽支店」、「似鳥美術館」（旧

北海道拓殖銀行小樽支店）の３館からなり、同時

代を彩った美術品・工芸品を所蔵・展示していま

す。 
2018年11月、似鳥美術館１階に「ルイス・C・

ティファニー ステンドグラスギャラリー」が完
成しました。かつて銀行の営業室だった吹き抜け

の空間に、20世紀末までアメリカの教会を飾って
いた32組のステンドグラスを展示。自然光ではな
くLEDランプで照らすことで、常時壮麗な光の芸
術をご覧いただくことができます。 
ルイス・C・ティファニー（1848-1933）は、

高級宝飾店ティファニー社創業者の息子で、最初

画家を志し、やがて装飾芸術全般を手がけるよう

になりました。中でも、膨大な資産と時間をつぎ

込んで多様なガラスを開発・製造し、まずはステ

ンドグラスで成功を収めます。その技法は革新的

で、伝統的なステンドグラスでは絵付けによって

 
ルイス・C・ティファニー	ステンドグラスギャラリー

内観 
 
表現する衣服や天使の羽を、波打つようなドレパ

リーガラスや、杉綾のように細かい波を寄せたへ

リンボンガラスなど、立体的なガラスそのもので

表現しています。また、ガラスを何層にも重ねる
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ことによって、光を通したときに複雑な色彩を得

たり、風景に奥行きを創り出したりしています。 
一方、2016年に開館した「ステンドグラス美術

館」では、伝統的な絵付け技法により制作された

英国のステンドグラスを展示しています。「ルイ 

ス・C・ティファニー ステンドグラスギャラリー」
の開設により、同じ敷地内で、異なる表現のステ

ンドグラスそれぞれの魅力を比較してご覧いた

だけるようになりました。ぜひ、お越しください。 
 

（小樽芸術村	 磯崎亜矢子）	
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イベント情報	
会員館園の主な企画展と普及行事等					2019 年 4 月〜2019 年 9 月	

詳細は各館園にお問い合わせください	

 
石狩	

北海道博物館(011-898-0456)	

期間	 タイトル	

4/7	 ミュージアムカレッジ「北蝦夷地ウショロ場所物語」	

4/13	 自然観察会「エゾアカガエルのラブコールを聴こう」	

4/13	 子どもワークショップ「アイヌ音楽	 うたおう・おどろう・ならそう・ひこう」	

4/14,5/12,6/9	 古文書講座「はじめての古文書講座(全 3 回)」【入門編】	

4/21,5/19,6/30	 古文書講座「古文書に親しむ(全 3 回)」【実践編】	

4/27～5/14	 ニュージーランドマオリ美術工芸学校日本巡回展「TUKU	IHO	受け継がれるレガシー」	

4/27～6/9	 企画テーマ展「北の手仕事」	

5/11	 子どもワークショップ「博物館を建てる「モノ」のオリジナル図鑑をつくろう！」	

5/18	 自然観察会「アイヌの人びとが利用した植物」	

5/25	 講演会「アイヌの手仕事～衣文化をさぐる～」	

6/2	 ミュージアムカレッジ「100 年前の北海道と朝鮮半島」	

6/15,6/30	 ちゃれんがワークショップ「縄文土器をつくる(全 2 回)」	

6/16	 特別イベント「海野和男の生きもの写真のススメ」	

6/23	 ミュージアムカレッジ「アイヌ語由来の標語・愛称を再考する」	

6/29	 ちゃれんがワークショップ「のこぎりでネームプレートをつくろう」	

7/6～9/23	 特別展「アイヌ語地名と北海道」	

7/6	 講演会	 連続講座「アイヌ語地名と北海道」：「アイヌ語地名」とはなにか	

7/7	 講演会	 連続講座「アイヌ語地名と北海道」：今井八九郎―人と業績―	

7/13	 講演会	 連続講座「アイヌ語地名と北海道」：菅江真澄がみた北海道・東北の地名	

7/14	 特別イベント「北海道ジオパークまつり 2019」	

7/17	 特別フォーラム「ふるさとの〈地名〉をみつめて」	

7/20	 講演会	 連続講座「アイヌ語地名と北海道」：蝦夷通詞とアイヌ語地名	

7/21	 ちゃれんがワークショップ「石器をつくる」	

7/27,8/3	 子どもワークショップ「地図を楽しもう！」(※同内容で 2 回実施)	

8/4	 講演会	 連続講座「アイヌ語地名と北海道」：伊能忠敬と間宮林蔵の蝦夷地測量	

8/10	 特別展関連イベント「北海道地名クイズ王決定戦」	

8/17	 子どもワークショップ「草原の主・トノサマバッタをさがそう」	

8/18	 子どもワークショップ「ドライアイスであそぼう！」	

8/25	 講演会	 連続講座「アイヌ語地名と北海道」	

アイヌ語研究からみた「アイヌ語地名」その 1	

9/1	 講演会	 連続講座「アイヌ語地名と北海道」	

アイヌ語研究からみた「アイヌ語地名」その 2	

9/8	 講演会	 連続講座「アイヌ語地名と北海道」	

アイヌ語研究からみた「アイヌ語地名」その 3	

9/14	 子どもワークショップ「アンモナイトを解剖しよう」	

9/15	 講演会	 連続講座「アイヌ語地名と北海道」：古地図と歩く	

9/29	 ちゃれんがワークショップ	 大人のための「アイヌの楽器	 まったく初めての体験」	
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北海道開拓の村(011-898-2692)	

期間	 タイトル	

4/21	 講座	 学芸員とむらの建物探訪①「植物と人	 春編」	

5/19	 講座	 学芸員とむらの建物探訪②「カマドめぐり」	

6/16	 講座	 学芸員とむらの建物探訪③「植物と人	 初夏編」	

7/21	 講座	 学芸員とむらの建物探訪④「繊維と開拓者」	

8/18	 講座	 学芸員とむらの建物探訪⑤「ナガシめぐり」	

9/15	 講座	 学芸員とむらの建物探訪⑥「玄関めぐり」	

10/12～2020.1/19	 特別展「北海道と米	 ～米・稲・飯ものがたり～」	

	

北海道立文学館(011-511-7655)	

期間	 タイトル	

4/13～5/31	 特別展「よみがえれ！とこしえの加清純子～『阿寒に果つ』ヒロインの未完の青春～」	

4/13	 記念講演会	特別展関連講演会「姉・加清純子の思い出」	

4/20～6/23	 常設展	アーカイブ「三浦清弘展」	

5/5,6/2,7/7,8/4,	

8/6,8/12,9/1	
普及行事「わくわくこどもランド」	

5/9,6/13,7/11,	

8/8,9/12	
朗読会	月例朗読会「北の響	 名作を声にのせて」	

5/26	 映画鑑賞「愛と死をみつめて」	

6/8～8/18	 特別展「弥次さん喜多さんとたどる歌川広重展	 二つの東海道五拾三次」	

6/23	 記念講演会	特別展関連講演会「江戸っ子たちの旅事情」	

7/9～9/23	 常設展	アーカイブ「原田康子～『挽歌』のころ」	

7/28	 映画鑑賞「真夜中の弥次さん喜多さん」	

8/31～11/7	 特別展「ノンフィクション作家・保阪正康の仕事」	

8/31	 文芸講演会	特別展関連講演会「私の仕事の流儀」	

9/15	 映画鑑賞「日本のいちばん長い日」	

	

北海道大学総合博物館（011-706-3607）	

期間	 タイトル	

各月第 1 土曜日	

(予定)	
セミナー「バイオミメティクス市民セミナー」	

各月第 2 土曜日	

(予定)	
セミナー「土曜市民セミナー」	

4 月下旬～6 月中旬	 企画展「地質の日記念展示」	

7/5～9/1(予定)	 企画展「K39：考古学からみた北大キャンパスの 5 千年(仮)」	

7/19	 イベント「カルチャーナイト」	

	

小原道城書道美術館(011-552-2100	 日本書道評論社内)	

期間	 タイトル	

4/5～7/31	 企画展「賴山陽と一族の書	 展」	

4/13	 ギャラリートーク(講師：国際書道協会会長	 小原道城先生)	

6/8		 ギャラリートーク(講師：小原道城書道美術館副館長	 宮田成生先生)	

7/6	 ギャラリートーク(講師：日本詩吟学院札幌岳風会常任理事	 佐藤岳邦先生)	

	

北広島市エコミュージアムセンター知新の駅(011－373－0188)	

期間	 タイトル	

4/27～6/30	 展覧会「北広島の自然を楽しむ～音江別川流域を歩く編～」	
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4/28～11/3	 史跡旧島松駅逓所の開館	

7/20～7/28		 イベント「史跡旧島松駅逓所ライトアップ」	

7/27～9/16	 展覧会「（仮）北広島のむし・ムシ・虫・	展」	

	

	

空知	

三笠市立博物館(01267-6-7545)	

期間	 タイトル	

4/27～4/29	 体験学習「化石博士になろう！2019GW(前期日程)」		

5/3～5/6	 体験学習「化石博士になろう！2019GW(後期日程)」	

7/14～10/14	 特別展「マリタイム！海の爬虫類と哺乳類たち」	

	

滝川市美術自然史館	(0125-23-0502)	

期間	 タイトル	

6/15～8/25	 企画展「道産子の魂～アトリエの英遠」	

	

	

後志	

小樽市総合博物館(0134-33-2523)	

期間	 タイトル	

3/13～6/10	 プラネタリウム「春の番組」	

4 月の土・日曜日	 講座	 チャレンジラボ「プラバンでバッジ作り」	

4/2～6/27	 トピック展「星コレクション	 ―北鉄路の記憶・平成編―」	

4/13	 自然観察会「早春の山中海岸を歩く」	

4/14	 活動報告と新年度の募集説明	

「博物館ボランティア	 平成 30 年度活動報告会・平成 31 年度募集説明会」	

4/14	 ミュージアムラウンジ「北海道の平成鉄道史を振り返る」	

4/20,4/21	 体験「屋外展示車両シートはずし体験」	

4/20～6/23	 企画展「石のまち小樽の軌跡	 ―石造建築物が語る軟石の文化」	

4/21	 科学技術週間協賛イベント「家庭でできるブラックアウト対策」	

4/27～10/20	 体験「アイアンホース号運行」(運休日あり,	詳細は要問合せ)	

4/28,4/29	 走行会・展示会「鉄道模型公開運転会」	

5 月～2020 年 3 月

(各月 1 回程度)	
講座「平成 31 年度ジュニア科学講座受講の募集」	

	

西村計雄記念美術館(0135-71-2525)	

期間	 タイトル	

2/22～7/7	 展覧会	 春から夏の展覧会「Playful―あそび心―」	

2/22～7/7	 展覧会	 おやこで楽しむ展覧会「お顔拝見！」	

4/20	 講座「美術館探検会」	

4/27～6/30	 展覧会「開館 20 周年記念	 展覧会ポスター展」	

5/11～6/30	 イベント「展示作品人気アンケート」	

5/18	 講座「トライアート＆カフェフルール」	

6/15	 講座「トライアート」	

6/29	 記念事業「開館 20 周年記念事業」	

7/12～9/23	 展覧会	 夏から秋の展覧会「展示作品人気アンケート展」	

7/12～9/23	 展覧会「しりべしミュージアムロード共同展」	
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7/27	 講座「トライアート＆カフェフルール」	

	

岩内町郷土館(0135-62-8020)	

期間	 タイトル	

4/16～6/2	 第 1 回企画展「郷土館お宝・珍品展」	

5/12	 第 1 回歴史講座「『岩内地理読本』に見る昭和初期の岩内」	

6/8～8/4	 第 2 回企画展「にしん場展」	

6/9	 第 2 回歴史講座「『にしんつぶし』実演」	

6/23	 第 1 回日帰りツアー「後志にしん場めぐり」	

7/26～7/27	 視察・研修旅行「函館野外劇・函館奉行所・青函連絡船記念館摩周丸」	

8/10～9/29	 第 3 回企画展	 岩内大火 65 周年記念展パート 1「岩内大火と洞爺丸遭難そして飢餓海峡」	

8/25	 第 3 回歴史講座「報道新聞にみる岩内大火と洞爺丸遭難事故」	

9/26	 DVD 上映会	 岩内市民劇場第 4 回公演「焦土を越えて」	

9/29	 第 4 回歴史講座	 映画「飢餓海峡」上映会	

10/5～11/24	 第 4 回企画展	 岩内大火 65 周年記念展パート 2「復興の足跡と飢餓海峡」	

	

一般財団法人荒井記念美術館(0135-63-1111)	

期間	 タイトル	

4/23～7/7	 ピカソ版画常設展Ⅰ期「ピカソの目を通して」	

4/23～8/18	 西村計雄常設展Ⅰ期「花を描くよろこび」	

4/23～11/10	 常設展「生まれ出づる悩み」	

7/10～9/8	 ピカソ版画常設展Ⅱ期「巨匠への道」	

8/21～11/10	 西村計雄常設展Ⅱ期「西村計雄の太陽」	

 
 

渡島	

市立函館博物館(0138-23-5480)	

期間	 タイトル	

4/1～6/2	 常設展	 収蔵資料展「昭和・なつかしの暮らし」「描かれたアイヌ」「箱館戦争 150」	

5/25,	8/17	 公開「博物館旧一号館公開」(全 2 回)	

6/12～9/22	 企画展「箱館戦争終結 150」	

7/27	 講座	 夏休み自由研究「日本画でうちわづくり」	

7/28	 講座「函館公園活用講座」	

7/31	 講座	 夏休み自由研究「博物館子供探検隊」	

8/2	 講座	 夏休み自由研究「黒曜石で矢じりを作ろう」	

8/6,	8/13	 講座「箱館戦争資料を見て触れて(1)(2)」(全 2 回)	

8/7	 講座	 夏休み自由研究「大森浜の貝で標本箱を作ろう」	 	

	

函館市縄文文化交流センター(0138-25-2030)	

期間	 タイトル	

5 月中旬,11 月上旬	 縄文体験講座「縄文染め(春・秋)」	

5 月下旬,10 月中旬	 縄文体験講座「自然観察会(春・秋)」	

6 月上旬・中旬	 縄文体験講座「鹿角釣り針づくりと釣り体験」	

7 月上旬	 縄文体験講座「縄文かごづくり体験」	

7 月下旬	 縄文体験講座「竪穴住居のジオラマをつくろう」	

8 月～9 月	 企画展	 目指せ！世界文化遺産登録「北海道・北東北の縄文遺跡群」(仮)	

9 月上旬,10 月中旬	 縄文体験講座「土器づくりと野焼き体験」	
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9 月下旬	 縄文体験講座「石器づくり」	

	

八雲町郷土資料館(0137-63-3131)	

期間	 タイトル	

3/21～4/21	 企画展「小学生が調べた八雲の歴史絵本」	

4/27～8/4	 企画展「俺志化～根本勲と柴崎重行～」	

7/13	 企画展講座「根本と柴崎の交流について」	

	

	

胆振	

室蘭市民俗資料館(0143-59-4922)	

期間	 タイトル	

4/14(予定)	 体験学習会「とんてん館寺子屋教室『しいたけ植菌』体験学習会」	

5/5(予定)	 体験学習会「民俗資料館フェスティバル」	

	

苫小牧市美術博物館(0144-35-2550)	

期間	 タイトル	

4/20～9/16	 中庭展示「vol.12	 半谷学」	

4/27～6/23	 企画展「とまこまい考古コレクション	 ―縄文からトーチカまで―」	

4/27～6/23	 特集展示「植物細事記	 ―身近な木々の一年を辿る―」	

7/13～9/16	 特別展「第一洋食店の 100 年と苫小牧」	

	

	

日高	

沙流川歴史館(01457-2-4085)	

期間	 タイトル	

4/23～5/26	 沙流川歴史館企画展「切手の歴史展」	

	

平取町立二風谷アイヌ文化博物館（01457-2-2892）	

期間	 タイトル	

10/1～12/1	 第 25 回特別展「ブロニスワフ・ピウスツキのみた平取」(仮称)	

 
アポイ岳ジオパークビジターセンター（0146-36-3601）	

期間	 タイトル	

4/20～6/30	 企画展「日高山脈と災害の記録をたどる」	

5/3～5/5	 体験「レプリカ作り、偏光板の世界を体験しよう」	

7/13～9/30	 写真展「様似町近郊の気象現象」	

8/10～8/12	 体験「星や天体、気象現象に親しむワークショップ」	

8/11	 トレッキング	 山の日記念イベント「スタンプ de アポイ登山」	

 
 

上川	

北海道立旭川美術館(0166-25-2577)	

期間	 タイトル	

4/1～4/17	 展覧会「探検!?美術館」	

4/27～6/23	 展覧会「ミュシャ展」	

4/27	 講演会「装飾家としてのミュシャ、画家としてのミュシャ」	
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5/11,	6/9	 解説「30 分でわかる！見どころ解説」	

7/6～9/1	 展覧会「ブリティッシュオートマタ」	

 
 
富良野市博物館(0167-42-2407)	

期間	 タイトル	

4/18	 上映会	 八ミリフィルム上映会「記憶の欠片」	

4/27～6/2	 特別展「富良野アートギャラリー	 COLLECTION	GALLERY2019」	

5/11	 美術ワークショップ「アートを楽しもう！第 1 回」	

5/19	 自然観察会	 富良野の自然に親しむ集い第 1 回「なまこ山の春・花や蝶をめでる」	

6/9	 自然観察会	 富良野の自然に親しむ集い第 2 回「化石観察会」	

7/3	 自然観察会「朝活！キノコ散歩」	

7/26	 自然観察会	 富良野の自然に親しむ集い第 3 回「ヘイケボタル観察会」	

8/3～10/6	 第 37 回特別展「キノコの生態」	

8/13	 自然観察会	 富良野の自然に親しむ集い第 4 回「ペルセウス座流星群観望会」	

8/31	 外来種防除事業「出ベソ花を摘み取ろう」	

9/21	 見学会「魅力再発見！レトロ建築めぐり」	

9/28	 自然観察会	 富良野の自然に親しむ集い第 5 回「菌類の生き様に迫る！キノコ観察会」	

 
剣淵町資料館(0165-26-9025)	

期間	 タイトル	

7/20～8/25(予定)	 特別展「金沢和傘	 松田弘展」	

 
 

網走	

北網圏北見文化センター(0157-23-6742)	

期間	 タイトル	

3/16～5/12	 ミニ企画展	 東京大学常呂実習施設考古資料展「トコロ貝塚：縄文のくらしと文化の変遷」	

4/20～5/19	 企画展「星座展」	

5/3～5/5	 普及行事「GW 楽しい科学実験室」	

5/26	 自然観察会「春のワッカ原生花園を訪ねて」	

6/16	 自然観察会「クリンソウの森を訪ねて」	

6/22	 普及行事「文化財めぐり」	

6/29	 体験教室	 科学技術週間「宇宙パラシュートを作ろう！」	

7/12,7/13	 講演会「中垣哲也オーロラトークライブ 2019」	

7/13～8/25(予定)	 美術企画展「帯広美術館プリントアート展」(仮称)	

7/15	 自然観察会「夏のワッカ原生花園を訪ねて」	

7/28	 体験教室	 夏休み自然体験教室「昆虫観察と採集」	

8/4	 普及行事「文化センターまつり」	

8/9～8/11	 プラネタリウム特別投影「星空とともに／星よりも遠くへ」	

8/10～8/12	 プラネタリウム特別投影「わくわくプラネ」	

8/11	 体験教室	 夏休み自然体験教室「標本作り」	

8/18	 プラネタリウム特別投影「きらきらキッズプラネ試写会」	

8/18	 自然観察会「晩夏の自然観察会」	

8/23	 普及行事「銀河の森天文台へ行こう！バスツアー」	

9/8	 体験教室	 コズミックカレッジ「宇宙飛行士体験と水ロケット作り」	

9/29	 自然観察会「秋のワッカ原生花園を訪ねて」	
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博物館	網走監獄(0152-45-2411)	

期間	 タイトル	

4/27～8/29	 企画展「開発名誉作業班	 北海道復興に果たした役割」	

5/3～5/5	 GW 特別イベント「餅つき体験」「軟石アート体験」「昔の遊び体験」	

5/19	 ワークショップ「農園体験第 1 回」	

6/9	 ワークショップ「農園体験第 2 回」	

6/23	 体験講座「館内にある木で笛を作ろう」	

6/30	 ワークショップ「農園体験第 3 回」	

7/6	 講演会「暮らしの中の木材」	

7/21	 ワークショップ「農園体験第 4 回」	

7/28	 体験講座「漆喰で写真立てを作ろう」	

8/7	 年中行事「七夕」	

8/18	 体験講座「麦わらで虫かごを作ろう」	

8/25	 ワークショップ「農園体験第 5 回」	

9/1～12/31	 企画展「ニポポ人形の誕生」	

9/8	 ワークショップ「農園体験第 6 回」	

9/13	 年中行事「十五夜」	

9/15～9/16	 特別イベント「博物館網走監獄収穫祭」	

	

北海道立北方民族博物館(0152-45-3888)	

期間	 タイトル	

4/20	 はくぶつかんクラブ「カラフルまが玉づくり」	

4/20～5/12	 ロビー展「北の渦巻き文様」	

4/28	 館長講座「異なるコトバが出会うとき：国際先住民言語年に寄せて」	

5/3	 GW イベント「ころころフェルトボールのストラップづくり」	

5/4	 GW イベント「ビーズ付き革のコンパクトミラーづくり」	

5/5	 GW イベント「粘土でつくる北のキーホルダー」	

5/12	 講座「民族文様をめぐって」	

5/18～6/30	 ロビー展「北方海獣園へようこそ～北の人びとと海の動物たち」	

5/19	 講座「北海道博物館紀行	 平取町立二風谷アイヌ文化博物館」	

5/25	 映像上映会「北方民族博物館シアター	 春」	

5/26	 見学会「道立オホーツク公園・北方民族博物館施設見学会」	

6/1	 はくぶつかんクラブ「動物ししゅうのクリアファイル」	

6/9	 講座「捕鯨文化論再考」	

6/15	 はくぶつかんクラブ「フィンランドのアウトドアゲームモルックで遊ぼう」	

6/22	 講習会「白樺樹皮で編むミニマット」	

7/6	 はくぶつかんクラブ「ロシア風ぎょうざペリメニづくり」	

7/13～10/14	 特別展「北欧サミの暮らしと工芸」	

7/14	 解説会「特別展展示解説会」	

7/15	 海の日イベント「バイダルカ試乗体験」	

7/20	 講習会「ローヴィッカヤーンで編むポットホルダー」	

7/21	 講習会「錫糸ブレスレット作り」	

7/27	 はくぶつかんクラブ「サミのひも織り	 腕時計づくり」	

8/3	 はくぶつかんクラブ「北方民族の文様	 ステンドグラス風木箱づくり」	

8/17	 映像上映会「北方民族博物館シアター	 夏」	

8/31	 はくぶつかんクラブ「北欧風パンケーキとジャム＆バターづくり」	

9/7	 映像上映会「北方民族博物館シアター	 秋」	

9/15	 講座「サーミと言語文化復興への取組み」	
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9/21	 講演会「サミの文化と工芸」	

9/22	 講習会「サミの手袋」	

9/28	 はくぶつかんクラブ「インディアンのテント・ティピ型ライトづくり」	

紋別市立博物館(0158-23-4236)	

期間	 タイトル	

5/11	 講座	 番屋講座「紋別公園の山菜と毒草を学ぼう！」		

6/1～6/30	 特別展「哲学者～井上円了の世界～」	

6/8	 講座	 番屋講座「草花あそび」	

7/30	 体験教室	 子ども考古学体験「縄文土器作り体験」	

8/8	 体験教室	 子ども考古学体験「石器作り体験」	

8/31	 体験教室	 子ども考古学体験「火おこし体験」	

9/15	 体験教室「ガラス玉を作ろう！」	

9/21～10/20(予定)	 特別展「アートとの対話」	

	

美幌博物館(0152-72-2160)	

期間	 タイトル	

4/1～10/20	 企画展「絵を描く心	 ～岸本裕躬作品より～」	

4/13～5/14	 ロビー展	 国際博物館の日記念事業「お宝見せます」	

5/18	 講演会	 博物館講座「心を育てる絵画の魅力」	

6/22	 体験会	 博物館講座「オーガニックなえのぐづくり」	

7/13	 観察会	 博物館講座「川原の石で標本を作ろう」	

7/27	 講演会	 博物館講座「縄文土器を作ろう」	

8/3	 講演会	 博物館講座「コツをつかんで、魅力的な絵を描いてみよう」	

8/10	 観察会	 博物館講座「縄文土器を焼いてみよう」	

9/29	 観察会	 博物館講座「菌類湿原〈林〉を見に行こう」	

	

ところ遺跡の森(0152-54-3167)	

期間	 タイトル	

8 月下旬頃	 普及行事「遺跡見学会」	

2020 年 2 月～3 月	 考古学講演会	

	

	

十勝	

ひがし大雪自然館	(01564-4-2323)	

期間	 タイトル	

4 月上旬	

～10 月下旬	
企画展「夏鳥展」	

4/20	 講座	 自然館講座 2019「上士幌の両生類」	

5/6	 体験型事業「自然館まつり」	

5/11	 観察会	 自然観察会「野鳥編	in	糠平」	

5/12	 観察会	 自然観察会「野鳥編	in	十勝三股」	

6/9	 講座	 自然館講座 2019「植物化石」	

7/7	 観察会	 自然観察会「マルハナバチ編」	

7/14	 観察会	 自然観察会「川魚編」	

7/21	 観察会	 親子自然観察会「カブトムシ・クワガタムシ編」	

7/27～7/28	 普及行事「むしむし WEEK」	

8/2～8/4	 普及行事「むしむし WEEK」	
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8/9～8/11	 普及行事「むしむし WEEK」	

9/1	 講座	 自然館講座 2019「糠平周辺のきのこ」	

9/29	 観察会	 自然観察会「エゾライチョウ編」	

	

神田日勝記念美術館(0156-66-1555)	

期間	 タイトル	

4/16～6/23	 第 1 期常設展「神田日勝	 ―未完のキャンバス」	

6/26～9/1	 没後 50 年プレ企画Ⅰ	 神田日勝×浅井美紀しずく写真「しずくの中の神田日勝」	

9/4～11/4	 没後 50 年プレ企画Ⅱ	 神田日勝×吉田傑ダンボール・アート「飛び出す！半身の馬」	

10/8～10/15	 展覧会「第 25 回	 馬の絵作品展」	

11/6～2020.4/5	

(予定)	
第 2 期常設展「神田日勝の隠れた名品Ⅰ」	

年 3 回	 ワークショップ	

年 4 回	 アート・キッズ・クラブ	

 
忠類ナウマン象記念館(01558-8-2826	 ※生涯学習係は 01558-8-2201)	

期間	 タイトル	

4 月～2020 年 3 月	 記念事業「忠類ナウマン象化石骨発見 50 周年記念事業」	

10 月上旬	

～11 月上旬	
特別展「忠類ナウマン象化石骨の里帰り」	

10 月下旬	 記念講演「忠類ナウマン象の軌跡」ほか	

10 月下旬	 記念発掘「忠類ナウマン象発掘跡地の発掘調査」	

 
帯広百年記念館(0155-24-5352)	

期間	 タイトル	

4/13～5/6	 ロビー展「五月人形展」	

4/20	 博物館講座「史料から見る依田勉三・晩成社 4」	

4/20,4/27,6/15,	

6/22,9/7,9/14	
連続講座「ウツベツ川の生きもの全部録る！」	

4/26～5/12	 企画展「高橋幸男	北・光・大地」	

5/25	 博物館講座「千島アイヌに関する近年調査した資料について」	

5/26,6/22,7/20,	

9/14、10/12,11/16	
連続講座「十勝のジオツアー」	

6/8	 郷土学習見学会「十勝海岸の遺跡と自然をめぐる」	

6/8	 博物館講座「レコードと音の文化史 31」	

7/2～7/28	 ロビー展「荘田喜與志コレクション 14	昭和からの伝言」	

7/6	 博物館講座「爬虫類の宝庫をさぐる！」	

7/20	 博物館講座「考古学から見たアイヌ文化の成立」	

8/3	 体験教室「縄文人になってみる！」	

8/10～9/23	 特別展「十勝開拓日記-資料が語る近代-」	

8/12	 体験教室「昔の日記帳をつくる」	

8/17	 博物館講座「なぜ十勝でビート栽培が始まったのか」	

8/24	 郷土学習見学会「十勝平野の生い立ちを探る」	

9/14	 博物館講座「大正期の十勝農業―井上壽「十勝農業史」稿紹介―」	

9/29,10/13,10/27	

11/10	
連続講座「十勝の古文書を読む」	
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釧路	

釧路市立博物館(0154-41-5809)	

期間	 タイトル	

4/6,5/11,6/1,7/6	

8/3,9/7	
観察会・標本作成「ハーバリウム霧多布」(霧多布湿原センター)	

4/13～6/23	 企画展「すてきな昆虫たち」	

4/20,4/21	 展示解説「ようこそ釧路へ」	

4/21,5/19,6/16	

7/21,8/18,9/15	
自然観察会「春採湖畔探鳥会」	

4/28	 体験講座「竪穴住居で屋根ふき体験(北斗遺跡)」	

5/1	 体験講座「すてきな蛍かごづくり」	

5/5	 体験講座「博物館で遊ぼう」	

5/18,6/15,7/20	

8/17,9/21	
自然観察会「春採湖畔草花ウォッチング」	

5/26	 自然観察会「初夏の探鳥会(釧路町森林公園)」	

6/2,8/25	 探訪会	 歴史探訪会「まちなみ散歩」	

6/8,7/13,8/10	

9/14	
自然観察会「しらべてみよう春採湖の昆虫」	

6/29～9/29	 企画展「あなたとカラスのおつきあい」	

7/19～8/29	 まちなか企画展「考古資料展示(釧路市内各施設)」	

7/21	 探訪会「国史跡探訪会」	

7/27	 体験講座「夏休み親子土器作り教室」	

8/11	 探訪会「山の日にお供え山にのぼろう」	

8/24	 講演会「カラス展関連講演会」	

9/1	 自然観察会「海鳥の観察会(釧路市星が浦海岸)」	

9/15	 体験講座「竪穴まつり(北斗遺跡展示館)」	

9 月下旬	 体験講座「第 30 回博物館まつり」	

9 月(日程未定)	 体験講座「現場で学ぶ『石炭基礎講座』」	

	

北海道立釧路芸術館(0154-23-2381)	

期間	 タイトル	

4/12～6/19	 （共催）展覧会「江戸の遊び絵づくし」	

4/12～6/19	 （主催）展覧会「新収蔵展示	 米坂ヒデノリのオーケストラ」	

4/13,4/30,5/18,	

6/1,6/15,6/16	
（主催）江戸の遊び絵づくし関連事業「ギャラリーツアー」	

4/27	 （主催）江戸の遊び絵づくし記念上映	 アートシネマ館「三匹の侍」	

4/28	 （主催）江戸の遊び絵づくし関連事業「木版多色摺にトライ！」	

5/25	 （主催）アートシネマ館「最強のふたり」	

6/15	 （主催）アートシネマ館「四月の永い夢」	

6/28～8/29	 （主催）展覧会「タグチ・アートコレクション	 球体のパレット」	

7/25～8/18	 （主催）夏のキッズアトリエ	

7/27	 （主催）アートシネマ館「天才スピヴェット」	

7 月(予定)	 （主催）大人の家庭科＆お気軽アート教室	 ※テーマ別の 3 講座	

8/17	 （主催）アートシネマ館「英国王のスピーチ」	

9/13～10/6	 （主催）展覧会「北海道遺産選定記念	 鶴居村簡易軌道資料展示」	

9/13～11/7	 （主催）展覧会「宇宙象	 嶋崎誠展	 古代技法によるガラス彫刻群」	

9/14	 （主催）パフォーミングシアター2019「ポケットサーカス」	
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9/28	 （主催）アートシネマ館「私の中のあなた」	

	

釧路市こども遊学館(0154-32-0122)	

期間	 タイトル	

3/23～4/4	 企画展	 春休みイベント「発見!?遊学館の七不思議」	

4/27～5/6	 企画展	 GW イベント「木のおもちゃであそぼう！」	

5/11	 天体観測会「星空キャラバン」	

6/16	 太陽観測会「太陽の素顔を探れ！」	

7/25～8/18	 企画展「夏休みイベント」	

7/27～7/28	 ワークショップ「七夕スペシャル」	

	

弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民俗資料館	(015-482-2948)	

期間	 タイトル	

4/27～10/31	 体験「アイヌ民族衣装試着体験」	

4/27～10/31	 体験「アイヌ文様刺繍体験(本のしおり、コースター)」	

	

	

	

	

事務局からのお知らせ	

■会費納入のお願い	

	 当協会の活動は会員の皆様の負担金（会費）で運営されています。年会費は、団体会員 15,000 円、
賛助会員 20,000 円、個人会員 3,000 円です。以下の口座までお願いいたします（振込手数料はご負担
くださいますようお願い致します）。 
 
【銀行口座：北洋銀行厚別中央支店	 （普）0287000	 北海道博物館協会会長	 石森秀三】 
【郵便振込口座：02770-2-29419	 北海道博物館協会】	

■北海道博物館協会ホームページ	 http://www.hkma.jp/	

■学芸職員部会ホームページ「集まれ！北海道の学芸員」	 http://www.hk-curators.jp/ 
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