
特別展

北海道博物館開館記念特別展

夷酋列像　蝦夷地イメージをめぐる人･物･世界

期間 9月5日（土）〜11月8日（日） 会場 2F特別展示室

極彩色の衣装に身を包み立ち並ぶ、12人のアイヌの首長たち。松前藩家老をつ
とめた画人、蠣崎波響が寛政2年（1790）に描いた「夷酋列像」は、時の天皇や、
諸藩の大名たちの賞賛を受け、多くの模写を生みました。蠣崎波響筆のブザ
ンソン美術考古博物館所蔵本と国内各地の諸本が、はじめて一堂に会します。
絵をめぐって接する人、交叉する物、そして日本の内に胎動し始めた外の「世
界」。18世紀から現在に続く、蝦夷地＝北海道イメージを見渡します。

行事あんない
後期

2015.09〜 2016.03

2015（平成27）年度

写真展

クローズアップ展示
ふだんの総合展示だけでは十分に紹介しきれない話題
や、北海道博物館が所蔵する資料などを、テーマを決め
て定期的に入れ替えて紹介する展示コーナーです。

【会場】総合展示室内。ぜんぶで7か所あります。
※観覧には総合展示室のチケットが必要です。
クローズアップ展示1
江差・桧山の人びと −『江差桧山屏風』を読む−
期間 6月30日（火） 〜 9月27日（日）
アイヌ民族の一年 −『蝦夷風俗十二ヶ月屏風』を読む−
期間 9月29日（火） 〜 2016年1月8日（金）
北のシルクロード−サンタン交易をさぐる−
期間 1月9日（土） 〜 4月22日（金）
クローズアップ展示2
アイヌ民族を描いた絵師　早坂文嶺
期間 9月1日（火） 〜 11月1日（日）
北海道の雑誌あれこれ
期間 11月3日（火・祝） 〜 11月29日（日）
北海道のお酒とジュースのラベルあれこれ
期間 12月1日（火） 〜 2016年1月29日（金）
北海道へ移住した武士が伝えた古文書
期間 1月30日（土） 〜 4月3日（日）
クローズアップ展示3
アイヌ文化　イナウ
期間 4月18日（土）〜10月18日（日）
サハリン（樺太）の衣文化
期間 10月20日（火）〜2016年4月上旬
クローズアップ展示4
アイヌ史　1920〜30年代の札幌
期間 4月18日（土）〜2016年1月31日（日）
サハリン（樺太）アイヌの近現代史
期間 2月2日（火）〜
クローズアップ展示5
岩手県から北海道へ渡った神楽
期間 4月18日（土）〜2016年3月13日（日）
北海道の〈やきもの〉
期間 3月15日（火）〜
クローズアップ展示6
たくぎん（北海道拓殖銀行）のいろいろ
期間 7月28日（火）〜11月29日（日）
懐かしのおもちゃ
期間 12月1日（火）〜2016年3月27日（日）
クローズアップ展示7
北海道の生物多様性
期間 4月18日（土）〜10月18日（日）
海からの〈おくりもの〉
期間 10月20日（火）〜2016年4月中旬

石川直樹写真展　Across Borders（仮題）

期間 11月28日（土）〜2016年1月17日（日） 会場 2F特別展示室
探検家・写真家・作家など領域を越えて活躍している石川直樹氏が、カナダ・
アルバータ州と北海道で撮影した写真を展示します。

（北海道・アルバータ州姉妹提携35周年記念事業）

企画テーマ展

第3回企画テーマ展　北海道のアンモナイトとその魅力
期間 11月28日（土）〜2016年1月17日（日） 会場 2F特別展示室
長年に渡り人びとの心を魅了し続け、北海道を代表する化石と言えるアンモ
ナイト。この展示会では、当館所蔵のアンモナイト化石をはじめ、アンモナ
イト愛好家のさまざまな秘蔵品も展示します。

第4回企画テーマ展
神様おねがい！ －地域と人をむすぶ祈りのかたち－
期間 2月27日（土）〜4月10日（日） 会場 2F特別展示室
北海道におけるさまざまな信仰のかたちについて、近世の松前からつづく伊
勢とのむすびつきやその移り変わり、日本海を介した信仰と旅のようす、神
へ願いを伝える儀式や道具といった項目に分けて明らかにします。

行事の申し込みはお電話で！ 011-898-0500（9:30〜17:00）
　　　北海道博物館　〒004-0006　札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
　　　TEL：011-898-0466（ハローダイヤル）／FAX：011-898-2657詳しくはウェブで　北海道博物館　　　検索http://www.hm.pref.hokkaido.lg

.jp
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蠣崎波響筆《夷酋列像》、寛政２年（1790）、フランス・ブザンソン美術考古博物館所蔵
※左から４番目のみ小島雪山青筆《夷酋列像模写》、天保14年（1843）、個人所蔵
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ちゃれんがワークショップ

イベント開催一覧

9月 13日 講演会
解像の創造力－夷酋列像を結ぶ二重焦点－

20日 講演会
夷酋列像とアイヌ文化

26日 ちゃれんがワークショップ
自然観察会④　ひっつき虫をくっつけよう
赤れんが講座③
館長×学芸員トーク　「夷酋列像」展のみどころ

10月 3日 ちゃれんがワークショップ
アイヌ語“解読”講座

4日 講演会
武士・画人・詩人　波響

11日 シンポジウム
夷酋列像は何をうつすか

24日 ちゃれんがワークショップ
自然観察会⑤　冬越しする生き物をさがそう

11月 3日 ミュージアムフェスティバル
秋のちゃれんがフェスタ
文化の日講演会
歴史展示と画像資料の利用

12月 6日 ちゃれんがワークショップ
手漉き和紙でオリジナル年賀状をつくろう！

12日 ちゃれんが子どもクラブ
アンモナイトを解剖しよう！

13日 ちゃれんがワークショップ
アンモナイト折り紙で学ぶ　生物の「かたち」の不思議

19日 ちゃれんが講座
アンモナイトとアオイガイ

20日 ちゃれんがワークショップ
博物館で新年祈願!?　日本の画材で絵馬づくり

1月 9日 ちゃれんが子どもクラブ
いのりのしるし？　絵馬づくりに挑戦！
赤れんが講座④
館長×学芸員トーク　「北海道のアンモナイトとその魅力」展のみどころ

16日 ちゃれんが子どもクラブ
アイヌ語であそぼう！

17日 ちゃれんがワークショップ
古文書講座①　はじめての古文書（第1回）

30日 ちゃれんがリレー講座（第1回）
樺太アイヌの『罠』を徹底的に解剖しよう

31日 ちゃれんがワークショップ
古文書講座①　はじめての古文書（第2回）

2月 13日 ちゃれんがリレー講座（第2回）
サハリン・アムール地域の自然と先住民の植物利用

14日 ちゃれんがワークショップ
古文書講座①　はじめての古文書（第3回）

21日 ちゃれんがワークショップ
古文書講座②　古文書に親しもう（第1回）

27日 ちゃれんがワークショップ
自然観察会⑥　動物の足あとをさがそう
ちゃれんがリレー講座（第3回）
北海道の〈らしさ〉を考える

3月 5日 ちゃれんがリレー講座（第4回）
オホーツク文化の自然とくらし

6日 ちゃれんがワークショップ
古文書講座②　古文書に親しもう（第2回）

13日 ちゃれんが講座
北海道の川下信仰について

19日 ちゃれんがリレー講座（第5回）
アイヌの人々と住まいの移り変わり

20日 ちゃれんがワークショップ
古文書講座②　古文書に親しもう（第3回）

自然観察会④　ひっつき虫をくっつけよう
日時 9月26日（土） 10:00〜12:00 申込 8月27日(木)から
会場 野幌森林公園内（自然ふれあい交流館集合） 対象 こども〜大人

担当 濱本真琴・扇谷真知子（自然ふれあい
交流館）、堀繁久・水島未記・表渓太 定員 40名（先着）

秋は木の実や草の実がいっぱい！　森を歩くと服にくっついてくる
「ひっつき虫」などであそぼう！ 【ジュニア1】

アイヌ語“解読”講座
日時 10月3日（土）10:00〜12:00 申込 9月4日（金）から
会場 講堂 対象 大人
担当 田村雅史・大谷洋一 定員 100名（先着）
アイヌの遊び歌「オンネパㇱクㇽ（老いたカラス）」について、実際に音
声を聞いてアイヌの物語を学びましょう。 【ほっかいどう学2】
自然観察会⑤　冬越しする生き物をさがそう
日時 10月24日（土） 10:00〜12:00 申込 9月25日(金)から
会場 野幌森林公園内（自然ふれあい交流館集合） 対象 こども〜大人

担当 濱本真琴・扇谷真知子（自然ふれあい
交流館）、堀繁久・水島未記・表渓太 定員 40名（先着）

寒くて雪が積もる冬にむけて、昆虫や植物はどんな準備をしているのか
な？　そのヒミツをさぐってみよう！ 【ジュニア1】
手漉き和紙でオリジナル年賀状をつくろう！
日時 12月6日(日) 10:00〜12:00 申込 11月7日（土）から
会場 講堂 対象 こども〜大人
担当 杉山智昭 定員 40名（先着）
もうすぐお正月。本物の「コウゾ」を使った手漉き和紙で本格的な年賀
状をつくります！ 【教養2／ジュニア1】
アンモナイト折り紙で学ぶ　生物の「かたち」の不思議
日時 12月13日（日） 10:00〜12:00 申込 11月14日（土）から
会場 講堂 対象 こども〜大人
担当 水島未記・栗原憲一 定員 40名（先着）
アンモナイトの殻を正確に再現した折り紙を折って、生物の形の秘密を
学びます。（折り鶴が折れる方対象）
 【ほっかいどう学2／ジュニア1】
博物館で新年祈願!?　日本の画材で絵馬づくり
日時 12月20日(日) 10:00〜12:00 申込 11月21日（土）から
会場 講堂 対象 こども〜大人
担当 水島未記・三浦泰之・春木晶子 定員 30名（先着）
絵馬の歴史をひもときながら、日本画の画材で絵馬を描きましょう。
 【教養2／ジュニア1】
古文書講座①　はじめての古文書（全3回）
日時 第1回：1月17日（日)、第2回：1月31日(日)、

第3回：2月14日（日）、各回10:00〜12:00 申込 12月19日（土）から

会場 講堂 対象 大人
担当 東俊佑 定員 100名（先着）
古文書が全く読めない！という方にオススメ。用例や練習問題を解いて、
くずし字を基礎から学びましょう。
※古文書講座②にも合わせて申し込むことができます。
 【ほっかいどう学6】
古文書講座②　古文書に親しもう（全3回）
日時 第1回：2月21日（日）、第2回：3月6日（日）、

第3回：3月20日(日・祝)、各回10:00〜12:00 申込 12月19日（土）から

会場 講堂 対象 大人
担当 三浦泰之 定員 100名（先着）
江戸時代の古文書などをテキストとして、古文書の読み方や内容をわか
りやすく解説します。 【ほっかいどう学6】
自然観察会⑥　動物の足あとをさがそう
日時 2月27日（土） 10:00〜12:00 申込 1月28日(木)から
会場 野幌森林公園内（自然ふれあい交流館集合） 対象 こども〜大人

担当 濱本真琴・扇谷真知子（自然ふれあい
交流館）、堀繁久・水島未記・表渓太 定員 40名（先着）

雪の上に残されたメッセージをさがそう！　足あとから冬の森の動物た
ちの動きや気持ちを感じてみませんか。 【ジュニア1】

モノづくりをしたり、モノをじっくり見たり、森のなかで動植物や昆虫の観察を
したり、古文書の解読に挑戦したりする、体験型のプログラムです。

行事の申し込みはお電話で！ 011-898-0500（9:30〜17:00）

【ほっかいどう学○】【教養○】【必修○】【ジュニア○】は、公益財団法人北海道生涯学習協会が主催する道民カレッジ連携講座のコースと単位数をあらわしています。
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ちゃれんがリレー講座講座・講演会

講演会　解像の創造力－夷酋列像を結ぶ二重焦点－
日時 9月13日(日) 13:30〜15:30 申込 8月14日（金）から
会場 講堂 対象 大人
担当 春木晶子 定員 100名（先着）
時の天皇や諸大名の称賛を得た「夷酋列像」。この絵が多くの人を惹き
つける理由を紐解きます。 【ほっかいどう学2／必修1】
講演会　夷酋列像とアイヌ文化
日時 9月20日（日） 13:30〜15:30 申込 8月21日（金）から
会場 講堂 対象 大人

講師 佐々木利和氏（北海道大学アイヌ・
先住民研究センター） 定員 100名（先着）

長年にわたりアイヌ文化研究に携わってきた講師が、アイヌ文化と「夷
酋列像」の関わりをお話しします。 【ほっかいどう学2／必修1】
講演会　武士・画人・詩人　波響
日時 10月4日(日) 13:30〜15:30 申込 9月5日（土）から
会場 講堂 対象 大人
講師 井上研一郎氏（宮城学院女子大学） 定員 100名（先着）
長年にわたり蠣崎波響研究に携わってきた講師が、蠣崎波響の生涯や作
品をご紹介します。 【ほっかいどう学2／必修1】
シンポジウム　夷酋列像は何をうつすか
日時 10月11日(日) 13:00〜16:00 申込 9月12日（土）から
会場 講堂 対象 大人

講師 五十嵐聡美氏（北海道立帯広美術館）、川上淳氏（札幌大学）、津田命
子氏（北海道大学アイヌ・先住民研究センター）、春木晶子

司会 右代啓視 定員 100名（先着）
美術史、北海道史、アイヌ文化、さまざまな分野から、夷酋列像をひも
ときます。 【ほっかいどう学3／必修1】
文化の日講演会　歴史展示と画像資料の利用
日時 11月3日（火・祝） 13:30〜15:30 申込 10月4日（日）から
会場 講堂 対象 大人
講師 久留島浩氏（国立歴史民俗博物館） 定員 100名（先着）
久留島館長がこれまで取り組んできた江戸時代の画像資料を利用した歴
史展示の実践についてお話しします。 【教養2】
ちゃれんが講座　アンモナイトとアオイガイ
日時 12月19日(土) 13:30〜15:30 申込 11月20日（金）から
会場 講堂 対象 こども〜大人
担当 栗原憲一・圓谷昂史 定員 100名（先着）
姿形が似ているアンモナイトとアオイガイ。その生態の不思議や近年の
新発見についてお話しします。 【ほっかいどう学2／必修1／ジュニア1】
ちゃれんが講座　北海道の川下信仰について
日時 3月13日(日) 13:30〜15:30 申込 2月14日（日）から
会場 講堂 対象 大人
担当 舟山直治 定員 100名（先着）
17世紀以降に北海道で流行した川下神について、積丹半島の祭礼を中
心に道内の伝承過程をご紹介いたします。 【ほっかいどう学2／必修1】

第1回　樺太アイヌの『罠』を徹底的に解剖しよう
日時 1月30日(土) 13:30〜15:00 申込 1月5日（火）から
会場 講堂 対象 大人
担当 【文化人類学】出利葉浩司 定員 100名（先着）
樺太アイヌが使った丸太のような罠。北東アジア地域の例とも比較しな
がら一つの道具を徹底的に分析します。
第2回　サハリン・アムール地域の自然と先住民の植物利用
日時 2月13日(土) 13:30〜15:00 申込 1月5日（火）から
会場 講堂 対象 大人
担当 【植物生態学】水島未記 定員 100名（先着）
サハリンやアムール川流域の人びとと植物の関わりについて、現地調査
をもとにお話しします。
第3回　北海道の〈らしさ〉を考える
日時 2月27日(土) 13:30〜15:00 申込 1月5日（火）から
会場 講堂 対象 大人
担当 【民俗学】池田貴夫 定員 100名（先着）
北海道の魅力を世界に発信する方法を、自然と文化の関わりという観点
から、皆さんとともに考えます。
第4回　オホーツク文化の自然とくらし
日時 3月5日(土) 13:30〜15:00 申込 1月5日（火）から
会場 講堂 対象 大人
担当 【考古学】右代啓視 定員 100名（先着）
オホーツク文化の成立過程を紹介し、当時の自然環境や人びとのくらし
を参加者とともに考えていきます。
第5回　アイヌの人々と住まいの移り変わり
日時 3月19日(土) 13:30〜15:00 申込 1月5日（火）から
会場 講堂 対象 大人
担当 【建築史・建築修復】小林孝二 定員 100名（先着）
アイヌの人々の住まいの成り立ちと移り変わりについて、北海道島を中
心にお話しします。

ちゃれんがリレー講座は、自然・歴史・文化など、さまざまな専門分野のスタッ
フを抱える北海道博物館の特徴を活かし、ある共通のテーマにもとづき毎回異な
る角度からこのテーマにアプローチして、お話しする講座です。
興味・関心のある回のみの受講も可能です。お申し込みの際に、出席できる回と
回数をお伝えください。� 【ほっかいどう学7／必修5　※分割受講可能】

テーマ：北海道・北東アジアの自然とくらし

北海道博物館のスタッフや、国内外のさまざまな分野の研究者による研究発表、
展示会や所蔵資料に関連する講座・講演会・シンポジウムなどを行います。

赤れんが講座

赤れんが講座③
館長×学芸員トーク　「夷酋列像」展のみどころ
日時 9月26日(土) 13:30〜15:30 申込 不要
会場 北海道庁赤れんが庁舎2階1号会議室 対象 大人
担当 石森秀三・春木晶子 定員 100名（先着）
石森館長と春木学芸員が、特別展「夷酋列像」展のみどころと魅力を対
談形式で語ります。 【ほっかいどう学2／必修1】
赤れんが講座④
館長×学芸員トーク　「北海道のアンモナイトとその魅力」展のみどころ
日時 1月9日(土) 13:30〜15:30 申込 不要
会場 北海道庁赤れんが庁舎2階1号会議室 対象 大人
担当 石森秀三・圓谷昂史・栗原憲一 定員 100名（先着）
北海道博物館で開催する「北海道のアンモナイトとその魅力」展のみど
ころを石森館長と学芸員のおもしろトークで盛り上げ、その魅力を語り
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【ほっかいどう学2／必修1】

北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）において、館長による講座や、館長と学芸員と
の対談形式の講座を行います。

特別イベント

アイヌ音楽ライブ
日時 11月3日（火・祝） 12:00〜13:00 申込 不要
会場 記念ホール 対象 こども〜大人
演者 MAREWREW（マレウレウ） 定員 80名（先着）
アイヌ民族の伝統的な歌・舞踊を忠実に再現・伝承している女性ヴォー
カルグループが、様々な楽曲を演じます。
ミュージアムフェスティバル
秋のちゃれんがフェスタ
日時 11月3日(火・祝)  9:30〜16:30
11月3日の文化の日には、アイヌ音楽のライブや講演会を開催します。
また、総合展示室のなかでは、こども向けのイベントとして、クイズラ
リーや、アイヌ民族の昔の家屋に入ってみる体験講座も行います。

北海道博物館　赤れんがサテライト
北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）2階には、当館の出張展示スペースがあります。
博物館の見どころを、ダイジェストで紹介するほか、道内のさまざまな博物館の
活動を紹介しています。まちなかにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
札幌市中央区北3条西6丁目　�北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）2階
開館時間：8：45～18：00　　休館日：年末年始（12月29日～1月3日）

行事の申し込みはお電話で！�011-898-0500（9:30～17:00）

敬称や所属先を記していない担当・講師は、すべて北海道博物館職員（館長、学芸員、研究職員）です。 Twitterやってます(^^)
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ちゃれんが子どもクラブ

アンモナイトを解剖しよう！
日時 12月12日(土) 10:00〜12:00 申込 11月13日（金）から
会場 講堂 対象 こども／親子
担当 圓谷昂史・栗原憲一 定員 20名（先着）
実物の化石やアンモナイトと似た生物を「解剖」して、アンモナイトは
どんな生き物だったのかを考えてみよう。
いのりのしるし？　絵馬づくりに挑戦！
日時 1月9日(土) 10:00〜12:00 申込 12月10日（木）から
会場 講堂 対象 こども／親子
担当 水島未記・三浦泰之・春木晶子 定員 30名（先着）
いろいろな絵馬を見て、自分だけのオリジナル絵馬をつくりましょう。
アイヌ語であそぼう！
日時 1月16日(土) 10:00〜12:00 申込 12月19日（土）から
会場 講堂 対象 こども／親子
担当 田村雅史・大谷洋一 定員 20名（先着）
アイヌ語はどんなことばかな？　「アイヌ語ブロック」で遊びながら、
たのしく学びましょう。

モノづくりや体験ができる楽しいプログラムです。小学生を対象に夏休みと冬休
みを中心に開催します。

【道民カレッジ連携講座】ジュニアコース3単位（各回1単位）

はっけん広場で行うイベント

はっけんイベント①　羊毛ふわふわボールをつくろう！
日時 9月5日（土）〜11月29日（日）の土曜

日・日曜日・祝日開館日 申込 不要

カラフルに染めた羊毛を丸めて形を整え、かわいいふわふわボールをつ
くりましょう。
はっけんイベント②　しめ縄づくり

日時
12月1日（火）〜12月20日（日）の休館日を除く毎日
①午前の部10:30〜　②午後の部13:30〜
※12月7日（月）、14日（月）、17日（木）、18日（金）は休館日

申込 11月3日（火・祝）から（事前予約制） 定員 10名（先着）
自分でつくったしめ縄をお正月に飾りましょう。稲わらを使って、玄関
用の「玉じめ」、神棚用の「ごぼうじめ」などをつくることができます。

【Aコース】玉じめ　【Bコース】ごぼうじめ
申し込みの際に希望のコースをお伝えください。
はっけんイベント③　雪の結晶のしおりをつくろう！
日時 1月9日（土）〜3月21日（月・振休）

の土曜日・日曜日・祝日開館日 申込 不要

雪の結晶のかたちは、寒さや湿り気によってさまざまです。色紙を切り
抜いて自分だけのしおりをつくりましょう。

総合展示室で行うイベント

ハイライトツアー
日時 開館日の14:00〜15:00 申込 不要
会場 総合展示室（集合場所1F展示室入口） 対象 どなたでも
担当 解説員 定員 20名程度
総合展示のみどころを1時間程度で解説するツアーガイドです。申込不
要ですので、お気軽にご参加ください。
情報デスク
日時 開館日の9:30〜16:30 申込 不要

会場 1F情報デスク・2F情報デスク
（総合展示室内） 対象 どなたでも

情報デスクには解説員が座っていて、展示の内容に関する質問などにお
答えします。お気軽におたずねください。
学芸員ハローデスク
日時 祝日開館日の9:30〜16:30 申込 不要

会場 1F情報デスク・2F情報デスク
（総合展示室内） 対象 どなたでも

祝日開館日には、情報デスクに学芸員が座っています。ふだんなかなか
聞けないお悩みや、調査・研究に関するご相談がある方は、この機会に
専門の学芸員に聞いてみましょう。
※当日デスクに座る職員の名前・専門・時間帯等につきましては、当館ウェブサ
イトでご確認ください。
ちゃれんがラリー
日時 11月3日(火・祝) 〜 申込 不要
会場 総合展示室内 対象 どなたでも
展示をじっくり見て、スタッフが出すクイズに答えてスタンプを集めま
しょう。
特別体験イベント　アイヌ民族の昔の家屋に入ってみよう
日時 11月3日(火・祝) 10:00〜11:00 定員 5人ずつ
会場 総合展示室第2テーマ 対象 こども
総合展示第２テーマに展示してあるアイヌ民族の昔の家屋の中に入り、
来客を迎える伝統的なしきたりを体験してみましょう。専門の学芸職員
がわかりやすく解説します。

「じっくり観察する」「ホンモノにふ
れる」「道具を使う」「何かをつくる」
などの体験ができる部屋です。部屋
には、「はっけんキット」が約40種
類あり、自由に取り出して使うこと
ができます。自然の不思議や昔の人
の知恵など、それまで知らなかった
何かを「発見」してみましょう。

行事の申し込みはお電話で！ 011-898-0500（9:30〜17:00）

住　所／〒004-0006　札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
電　話／011-898-0466（ハローダイヤル）　  FAX ／011-897-1865
設置者／北海道（環境生活部くらし安全局）　指定管理者／一般財団法人北海道歴史文化財団

■交通案内
　●バス
　　新札幌駅から　バスターミナル・のりば⑩（北レーン）
　　　 ジェイ・アール北海道バス　新22「開拓の村」行きに

乗車し、「北海道博物館」で下車
　　森林公園駅から　東口のりば
　　　新札幌駅からの上記のバスが森林公園駅に寄ります
　　　※北海道博物館まで徒歩20〜25分かかります
　　大麻・江別方面から
　　　 ジェイ・アール北海道バス・夕鉄バス新札幌方面行きに

乗車し、「厚別東小学校前」で下車（バス停から徒歩15分）
　●タクシー
　　　新札幌駅から約10分

■開館時間
 　9:30〜17:00 （ 5  – 9月）
 　9:30〜16:30 （10 – 4月）
　 ※閉館時間の30分前までにお入りください。

■休館日
 　毎週月曜日（祝日・振替休日の場合は直後の平日）
 　年末年始（12月29日〜1月3日）
 　　このほか臨時休館もあります。くわしくはウェブサイトでご確認ください。

■料金（総合展示室）
 　一般600 (500)円、大学生・高校生300 (200)円
 　※（　）内は10名以上の団体料金
 　※特別展は別料金がかかります。
 　※ 障害のある方は無料。入館の際に障害者手帳などをご提示

ください。
 　※ 中学生以下、65歳以上の方は無料。入館の際に年齢のわか

るもの（生徒手帳、健康保険証、運転免許証など）をご提
示ください。

MBF（中地階）にあるはっけん広場では、毎週土曜日・日曜日・祝日開館日
（「しめ縄づくり」は期間中の休館日を除く毎日）に、ものづくり体験ができる簡
単なイベントを行っています。無料で気軽に参加できますので、はっけん広場に
お越しの際はぜひトライしてみてくださいね(^_^) ！

総合展示室のなかでは、展示解説ツアーやお悩み相談、クイズラリーなどのイベ
ントを行っています。来館の際にお気軽にご参加ください。
※総合展示室に入るためには、チケットを購入する必要があります。

http://www.hm.pref.hokkaido.lg
.jp

Twitterもやってます(^^)

はっけんキット（例）
・毛皮にさわろう
・ホネにさわろう
・北海道の砂を観察する
・アンモナイト化石を観察する
・ムックリを鳴らす
・アイヌ語カルタに挑戦！
・縄文人のおしゃれ
・土器文様のいろいろ
・なつかしいおもちゃで遊ぼう
・ヒツジの毛にふれる

詳しくはウェブで　北海道博物館　　　検索
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