行事あんない
2018年

４月〜９月
北海道150年事業・松浦武四郎生誕200年記念

第11回企画テーマ展

有料

第４回特別展
幕末維新を生きた旅の巨人

道立自然公園指定50周年

無料

野幌森林公園いきもの図鑑

松浦武四郎

―見る、集める、伝える―

4/27 金 →6/3 日

6/30 土 →8/26 日

〈北 海 道 の 名 付 け 親 〉 と 呼
ば れ る 松 浦 武 四 郎（1818～
1888）
。伊勢国（現三重県松
阪市）で生まれ、幕末期にロ
シアとの国境問題で揺れた北
海道を６回踏査し、アイヌ民
族の生活状況などを克明に記
録したことはよく知られてい
ます。彼はまた、幕末の志士
や政治家、学者、文人との幅
広い交流の中で〈情報通〉や
〈蒐集家〉としても有名だっ
たことなど、これまであまり

道立自然公園に指定されて50年を迎える野幌森林公園。大都市近郊にまと
まった面積の森林が残る、世界的にも貴重なエリアです。また、動植物の種
類が豊富なことでも知られています。この森に生きる植物や野鳥、昆虫など
の数々を、北海道博物館所蔵標本を中心に紹介します。

知られていない顔も持ってい
ます。強い好奇心と情熱のも

武四郎がかけている
大首飾り（静嘉堂所蔵）
北海道初公開！

第12回企画テーマ展

と、旅に生き、幕末維新とい
う激動の時代の諸相を集め

りんご農家の道具
9/21 金 →11/25 日

て、伝えようとした、その希
代の生涯をたどります。

写真：松浦武四郎記念館所蔵

クローズアップ展示

介！

特別な資料を期間限定で紹

4/7(土)〜5/25(金)

総合展示室
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5/26(土)〜7/13(金)

巻物を読む
蝦夷国魚場風俗図巻／蝦夷風俗絵巻
新選組の元幹部隊士
永倉新八

新選組永倉新八の養父
松前藩医杉村介庵

山田秀三とアイヌ語地名を歩く ─旭川─
文書や絵画に見るアイヌの芸能

無料

＊観覧には総合展示のチケットが必要です

7/14(土)〜9/14(金)

9/15(土)〜12/12(水)

古文書を読む
新着資料 フラーシェム家の古文書
「北海道の名付け親」
松浦武四郎の語られ方 ※

北海道の双六あれこれ ※

人と歴史と ─川村カ子トと旭川─ ※
仕事とくらしのうつりかわり １
毒矢の禁止、そこからの歩み ※

岩手県から北海道へ渡った神楽

集治監と囚人労働 ※

懐かしのレコード

「北海道百年」※

「歩く宝石」オサムシ

「生き物たちの北海道」の150年 ※
※ 北海道150年事業関連
〒004-0006 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
T E L 011-898-0466（総合案内） FAX 011-897-1865

4月

行事番号

エゾアカガエルのラブコールを聴こう

1

6月

行事番号

ゆとり古文書講座（全3回）第3回

10

雪どけの時期にしか聴けないエゾアカガエルの歌声に耳をかたむけ、早春の花たち
を観察しよう。※1

古文書を学びはじめた方を対象に、当館所蔵の古文書などをテキストとして、くず
し字の読み方を解説する連続講座の最終回です。

講師：堀繁久・水島未記・表渓太、自然ふれあい交流館スタッフ
日時：4/14（土）10:00〜12:00
会場：野幌森林公園内
対象・定員：どなたでも、40名（先着）
（自然ふれあい交流館集合）
申込：事前申込、3月15日（木）から電話受付開始
道民カレッジ：ジュ１

講師：東俊佑
日時：6/16（土）13:30〜15:30（第1回：4/21、第2回：5/19） 会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、3月22日（木）から電話受付開始
道民カレッジ：教2/ジュ1

ゆとり古文書講座（全3回）第1回

2

アイヌの子守歌・諸民族の子守歌

11

古文書を学びはじめた方を対象に、当館所蔵の古文書などをテキストとして、くず
し字の読み方を解説する連続講座の初回です。

地域や民族によってさまざまな子守歌。アイヌの子守歌を中心に、いろいろ聴きく
らべてみましょう。

講師：東俊佑
日時：4/21（土）13:30〜15:30（第2回：5/19、第3回：6/16） 会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、3月22日（木）から電話受付開始
道民カレッジ：教2/ジュ1

講師：甲地利恵
日時：6/17（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、5月18日（金）から電話受付開始

5月

行事番号

鳥を呼ぶバードコールをつくろう！

3

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

7月

行事番号

武四郎の道は未来へと続く

12

自分でつくったバードコールで小鳥の鳴き声をまねてみよう。もしかしたら、小鳥
たちがよってくるかも！ ※1

生誕から200年を迎えた松浦武四郎が、今の私たちに残してくれた大切なココロに
ついて語っていただきます。※2、3

講師：表渓太・水島未記
日時：5/6（日）13:30〜15:00
会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、40名（先着）
申込：事前申込、4月7日（土）から電話受付開始

講師：山本命氏（松浦武四郎記念館）
日時：7/1（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、6月2日（土）から電話受付開始

道民カレッジ：ジュ1/ほ1

のっぽろの森の生き物たち

4

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

のこぎりでネームプレートをつくろう

13

北海道博物館による調査の成果を紹介しながら、野幌森林公園にくらす動物や植物
についてお話しします。※1

のこぎりで丸太を切って、ネームプレートをつくってみましょう。昔のお～おきな
のこぎりにも挑戦！※3

講師：堀繁久・水島未記
日時：5/13（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、4月14日（土）から電話受付開始

講師：青柳かつら・山際秀紀・池田貴夫
日時：7/7（土）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：どなたでも、20名（先着）
申込：事前申込、6月8日（金）から電話受付開始

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

落ち葉の下のカタツムリをさがそう

5

森の落ち葉の下には、ちっちゃなカタツムリがいるよ♪
してみよう。※1

色々なカタツムリをさが

講師：堀繁久・水島未記・表渓太、自然ふれあい交流館スタッフ
日時：5/19（土）10:00〜12:00
会場：野幌森林公園内
対象・定員：どなたでも、40名（先着） （自然ふれあい交流館集合）
申込：事前申込、4月20日（金）から電話受付開始
道民カレッジ：ジュ1

道民カレッジ：教2/ジュ1

石器をつくる

14

旧石器文化から使われている白滝産の黒曜石を材料に石器をつくり、現代の道具と
比較してみましょう。※2、3
講師：本吉春雄氏（湧別川流域史研究会会長）、右代啓視・鈴木琢也
日時：7/8（日）10:30〜15:30
会場：北海道博物館正面入口の西側広場
対象・定員：どなたでも、40名（先着） （雨天の場合正面入口付近あるいは講堂）
申込：事前申込、6月9日（土）から電話受付開始
道民カレッジ：教4/ジュ1

ゆとり古文書講座（全3回）第2回

6

特別展

ここが見どころ！

15

古文書を学びはじめた方を対象に、当館所蔵の古文書などをテキストとして、くず
し字の読み方を解説する連続講座の2回目です。

特別展で展示されている武四郎ゆかりの資料をじっくりと読み解きながら、特別展
の見どころについて紹介します。※2、3

講師：東俊佑
日時：5/19（土）13:30〜15:30（第1回：4/21、第3回：6/16） 会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、3月22日（木）から電話受付開始
道民カレッジ：教2/ジュ1

講師：三浦泰之
日時：7/14（土）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、6月15日（金）から電話受付開始

民具の変化からみる近現代のアイヌ文化−荷縄

7

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

北海道ジオパークまつり2018

漠然と「伝統的」だと思われがちなアイヌ民族の民具。今回は荷縄を取りあげ、素
材などの変化を紹介します。

道内ジオパークの関係者が一堂に集まり各地の魅力を PR します。楽しいワーク
ショップがいっぱい！※3

講師：大坂拓
日時：5/20（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、4月21日（土）から電話受付開始

講師：道内ジオパーク関係者
日時：7/15（日）10:00〜16:30
会場：講堂
対象・定員：どなたでも
申込：事前申込不要、直接会場へお越しください。

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

6月

武四郎リレー講座
行事番号

縄文土器をつくる（全2回）

8

縄文文化の土器のつくり方を学び、それを「野焼き」して完成するまでを体験し
ます。
講師：右代啓視・鈴木琢也
日時：第1回つくる：6/３（日） 第2回焼く：6/24（日）10:30〜15:30
会場：第1回：講堂、第2回：江別市セラミックアートセンター
対象・定員：どなたでも、40名（先着）
申込：事前申込、5月4日（金・祝）から電話受付開始 道民カレッジ：教8/ジュ2

昆虫写真家 海野和男の生きもの写真のススメ

9

海野和男氏（昆虫写真家）に生きもの写真の魅力や撮影のコツを語っていただきま
す。
講師：海野和男氏（生きもの写真リトルリーグ実行委員長）
日時：6/10（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、40名（先着）
申込：事前申込、5月11日（金）から電話受付開始
道民カレッジ：ジュ1/教2

❶動物と植物のお話

16

武四郎が残したさまざまなスケッチなどを枕に、当館の学芸員が自らの専門分野に
ついての話題を語ります。※2、3
講師：表渓太・水島未記
日時：7/22（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、6月23日（土）から電話受付開始

めざせ！武四郎

消しゴムでオリジナルはんこをつくろう！

消しゴムで自分だけのオリジナルはんこをつくろう！
松浦武四郎のようになれるかな？※2、3
講師：三浦泰之・水島未記
日時：7/28（土）13:30〜15:00
会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、30名（先着）
申込：事前申込、6月29日（金）から電話受付開始

・道民カレッジ：
「ジュ」→ジュニア、
「ほ」→ほっかいどう学、
「教」→教養

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

17

はんこづくりが上手だった

道民カレッジ：ジュ1/ほ1

・小学生以下の年齢の方は、保護者の同伴をお願いいたします。

7月

行事番号

めざせ！武四郎

自分の作品で巻物をつくろう！

18

身近にある材料で、自分の大切な絵や作文をきれいな巻物にしてみよう！
の自由研究にもおすすめ！※2、3

夏休み

講師：佐々木利和（当館非常勤研究職員）・櫻井万里子
日時：7/29（日）13:30〜15:00
会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、30名（先着）
申込：事前申込、6月30日（土）から電話受付開始
道民カレッジ：ジュ1/ほ1

行事番号

アイヌ音楽 うたおう・おどろう・ならそう・ひこう

行事番号

ヤマアラシの針でアクセサリーをつくろう！

19

カナダ先住民が工芸につかったヤマアラシの針でアクセサリーをつくろう。トゲト
ゲの針の秘密も紹介します。※3
講師：表渓太・池田貴夫・村上孝一
日時：8/4（土）13:30〜15:00
会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、40名（先着）
申込：事前申込、7月5日（木）から電話受付開始

講師：甲地利恵
日時：9/8（土）13:30〜15:00
会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、30名（先着）
申込：事前申込、8月9日（木）から電話受付開始

道民カレッジ：ジュ1/ほ1

武四郎リレー講座

❷漁業と考古遺物のお話

20

武四郎が残したさまざまなスケッチなどを枕に、当館の学芸員が自らの専門分野に
ついての話題を語ります。※2、3
講師：会田理人・鈴木琢也
日時：8/5（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、7月6日（金）から電話受付開始

21

松浦武四郎関係資料と深く関わってきた講師が、武四郎とアイヌ民族について語り
ます。※2、3
講師：佐々木利和（当館非常勤研究職員）
日時：8/12（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、7月13日（金）から電話受付開始

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

草原の主・トノサマバッタをさがそう
夏といえばバッタにキリギリス！
タ、つかまえられるかな？ ※3

22

パタパタと音を立てて飛ぶ巨大なトノサマバッ

講師：堀繁久・水島未記・表渓太、自然ふれあい交流館スタッフ
日時：8/18（土）10:00〜12:00
会場：野幌森林公園内（自然ふれあい交流館集合）
対象・定員：小学生・中学生、40名（先着）
申込：事前申込、7月19日（木）から電話受付開始
道民カレッジ：ジュ１

めざせ！武四郎

夏の思い出絵日記スゴロクをつくろう！

昔のすごろくの枠にあわせて絵を書いて、オリジナルすごろくを作ろう！
の自由研究にもピッタリ！※2、3
講師：栗原憲一・遠藤志保
日時：8/18（土）13:30〜15:00
会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、30名（先着）
申込：事前申込、7月19日（木）から電話受付開始

武四郎リレー講座

23
夏休み

地図を楽しもう！

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

29

ホンモノの化石などをじっくりしらべて、アンモナイトがどんな生き物だったのか
を考えてみよう。
講師：栗原憲一・圓谷昂史
日時：9/15（土）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、30名（先着）
申込：事前申込、8月16日（木）から電話受付開始

道民カレッジ：ジュ1/ほ2

30

アイヌ語の日常会話を、とくにリズムやアクセント・イントネーションに注意しな
がら学ぶ連続講座です。どちらか1回だけの参加も可能です。
講師：奥田統己（当館非常勤研究職員）
日時：第１回：9/22（土） 第２回：9/29（土）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、8月23日（木）から電話受付開始
道民カレッジ：ほ4/ジュ2

■自然観察会

■ちゃれんが子どもクラブ

■ちゃれんがワークショップ

■講演会（外部講師による講演） ■ミュージアムカレッジ（当館職員による講義形式の講座）
■古文書講座

■アイヌ語講座

※1 第11回企画テーマ展関連

■特別イベント

※2 特別展関連

※3 北海道150年事業関連

行事の申込方法

電話でのお申し込みは

011-898-0500

（受付時間 9:30 〜 17:00）

道民カレッジ：ジュ1/ほ1

❸貝とアンモナイトのお話

24

武四郎が残したさまざまなスケッチなどを枕に、当館の学芸員が自らの専門分野に
ついての話題を語ります。※2、3
講師：圓谷昂史・栗原憲一
日時：8/19（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、7月20日（金）から電話受付開始

講師：東俊佑
日時：9/9（日）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、8月10日（金）から電話受付開始

日常会話のリズムとイントネーションを中心に（全2回）

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

1818 ―― 生と死

28

1860年代のサハリン西海岸ウショロ場所のアイヌ支配をめぐる日露の争いを、史
料を基にお話しします。

アンモナイトを解剖しよう

道民カレッジ：ジュ1/教1

27

アイヌ音楽の初心者向け体験講座です。お子さんだけでなく大人のかたもどうぞ！

北蝦夷地ウショロ場所物語

8月

道民カレッジ：ほ2/ジュ1

―北海道ってどんなところ？―

25

いろいろな「地図」を使って、私たちが住んでいる北海道について、楽しみながら
知ってみよう！※2、3
講師：栗原憲一・遠藤志保
協力：北海道地図株式会社
日時：8/25（土）13:30〜15:30
会場：講堂
対象・定員：どなたでも、40名（先着）
申込：事前申込、7月26日（木）から電話受付開始

フォーラム

9月

松浦武四郎研究のこれまでとこれから

26

歴史学、考古学、美術史学など、さまざまな角度から、武四郎研究のこれまでとこ
れからについて考えます。※2、3
講師：田端宏氏（松浦武四郎研究会会長）、五十嵐聡美氏（北海道立近代美術館）、
内川隆志氏（國學院大學）、太田光俊氏（三重県総合博物館）、
谷本晃久氏（北海道大学）、三浦泰之
日時：8/26（日）13:30〜16:30
会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、7月27日（金）から電話受付開始
道民カレッジ：ほ3/ジュ1

・所属先を記載していない講師は当館職員です。

○「申込」欄に「事前申込」とあるものは、電話での受け付けに加え、
ご来館時に、はっけん広場で直接お申し込みいただくこともできます。
○ FAX・メールでのお申し込み
・ 電話での申し込み開始日の1週間後から受け付けます。
・電話でのお申し込み（先着）を優先しますので、受付開始時点で募集
を締め切っている場合もございます。予めご了承ください。
・当館から受付が完了したこと等の返信をさせていただきます。1週間
経過しても返信がない場合は、お手数ですが電話にてお問い合わせく
ださいますようお願いいたします。
○ FAX・メールでのお申し込み方法
・宛先
FAX：011-898-0590
メール：m.charenga@pref.hokkaido.lg.jp
・下記の要領で送信してください。
件名：行事番号、行事名、お名前
本文：①行事番号 ②行事名 ③お名前、学年（小・中学生の場合）④保護
者氏名・続柄（2人まで）
（小学生の場合）⑤電話番号（携帯電話な
ど）⑥ FAX 番号、またはメールアドレス

学校教職員対象 ｢博物館教育プログラム研修会｣ を開催します！

博物館での学習方法、見学のしおり作成のポイント、体験型メニューの実演などを内容
とする研修会です。
＊夏休み・冬休みなどの長期休業期間に開催します。
＊開催日時や詳しい研修内容は、当館のウェブサイトをご確認ください。

・さらに詳しい行事内容を、ウェブサイトでご覧いただけます。

総合展示室のイベント
いつも行うイベント

H

昔のきものを
着たり…

に
モナイト
巨大アン
り
た
さわっ

＊参加するには総合展示のチケットが必要です。

ハイライトツアー
総合展示室をまわりながら、展示のみどころを解説スタッフが、
1時間程度でお話しするツアーガイドです。14:00〜15:00に実施
しています。事前申込不要、どなたでも気軽に参加できます。
定員：20名程度（先着）、総合展示室入口前にお集まりください。

ちゃれんがラリー
簡単な問題に答えながら総合展示を楽しく学ぶことができるクイズ
ラリーです。まずは展示室入口で「たんけんマップ」
（リーフレット）
を手に入れましょう。展示をじっくり見て、準備ができたら、情報
デスクへ行きましょう。クイズに正解したらスタンプがおせます。
＊総合展示室では、スマートフォンを使った展示解説サービスを行っています。
日本語・英語・中国語（中国）
・中国語（台湾）
・韓国語・ロシア語に対応しています。
＊北海道博物館内のほぼ全域で、公衆無線 LAN（無料 Wi-Fi）がご利用になれます。

いつも
できる！

はっけんキット

「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「はっけんキット」が約40種類あり、自由に
使うことができます。
入場
はっけんイベント 期限間定！ 無料

4 →5 月

土 日 祝 振 に開催
開館時間内のいつでも参加できます。
ポップアップカードをつくろう！

春の野幌森林公園

春の野幌森林公園に見られる草・木・花や動物たち。いくつ知ってる？ いきものシールを
貼って、飛びだすパノラマをつくってみよう！ ※1

6 →7 月

土 日 祝 に開催

開館時間内のいつでも参加できます。

ほいホーイ磁針をつくろう！

簡単な材料で方位磁針をつくろう！ 十二支を使ったレトロな表示。作って試して旅へ GO！ ※2

祝日・振替休日に行うイベント

＊会場が総合展示室の場合は、総合展示のチケットが必要です。

ハンズオン

資料にさわったり、何かをやってみたりすること
ができるコーナーが総合展示室内に登場します。
開催時間：10:00〜16:00 事前申込：不要

ミュージアム
トーク

学芸職員が、展示のみどころや、最新の研究な
どについてお話しします。
開催時間：13:00〜13:30 事前申込：不要
定員：約20名
（先着）

学芸員
ハローデスク

学芸職員が、情報デスクに座っています。ふだん
なかなか聞けないお悩みや、調査・研究のご相談
は、この機会にどうぞ。
開催時間：10:00〜16:00

屋上スカイビュー特別開放

展望階にある屋上スカイビューを開放します。札幌のまち、森林公園、百年記
念塔を眺めることができます。開催時間：10:00〜16:00 ＊雨天強風時等は中止

8 月 1 日（水）→8 月 19 日（日）、25 日（土）、26 日（日）
『和とじ』de 自由帳
開館時間内のいつでも参加できます。
針と糸を使う日本の伝統的な本の綴じ方
（和とじ）で小さな自由帳
（ノート）をつくろう！ ※2

9 →11 月

土 日 祝 振 に開催
羊毛で落ち葉っち！

開館時間内のいつでも参加できます。

羊毛をくるくる巻きつけて秋色の葉っぱバッチをつくろう！
シギもわかっちゃうかも？

羊毛のヒミツ、紅葉のフ

※1 第11回企画テーマ展関連

※2 特別展関連
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■休館日

行事開催日

祝日・振替休日

道みんの日

祝日・振替休日の４/29、４/30、５/３～５、７/16、８/11、９/17、９/23～24、および道みんの日の7/17は開館します。それに伴い、５/１、７/18、９/18、９/25は休館します。
■ 開館時間
9:30〜16:30（10 – 4 月） 9:30〜17:00（ 5 – 9 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）、臨時休館（12月13日 ･14日）
■ 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

＊障害のある方は無料（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（年齢のわかるものをご提示ください）
＊7月17日は北海道みんなの日（愛称：道みんの日）です。それに伴い、総合展示室の観覧料は無料となります。

〒004-0006 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
T E L 011-898-0466（総合案内）
FAX 011-897-1865

■ 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」行き乗車、「北海道博物館」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。
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乗車、「厚別東小学校前」下車（バス停から徒歩15分）。
○タクシー 新札幌駅から約10分 ○徒歩 森林公園駅から20〜25分 ○駐車場有（150台・無料）
ウェブサイト

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

ツイッター

＠ Hokkaido_Museum

