
オホーツクの
自然と歴史と芸術を再発見！

タイトル 講　師 月日 時　間 申込 定員

自然 初心者からの草花観察 (観察会)  城坂 結実（美幌博物館） 6/17 ㈯ 9:30-12:30 要 25名

自然 ホタルかごを作って、ホタルを観察しよう  鬼丸 和幸（美幌博物館） 7/23 ㈰ 9:30-12:30 要 25名

自然 ホタルかごを作って、ホタルを観察しよう（観察会）  鬼丸 和幸（美幌博物館） 7/23 ㈰ 18:30-21:00 要 25名

自然 オスがいない！？不思議な魚フナの話（講演会）  三品 達平（京都大学大学院） 8/19 ㈯ 16:00-17:30 不要 50名

自然 オスがいない！？不思議な魚フナの話（観察会）  三品 達平（京都大学大学院） 8/20 ㈰ 9:30-12:30 要 25名

歴史 縄文時代と琥珀玉（講演会）  山田 哲（北見市教育委員会） 9/2 ㈯ 10:00-11:30 不要 50名

歴史 縄文時代と琥珀玉 (見学会)  山田 哲（北見市教育委員会） 9/3 ㈰ 9:00-14:00 要 25名

芸術 現代アートにふれてみよう！（講演会）

 エレナ・トゥタッチコワ
（東京藝術大学大学院）

 金坂 園子（美幌博物館）
9/10 ㈰ 10:00-12:00 不要 50名

歴史 写真でふりかえる 子どもの学び・子どもの遊び（講演会）  大和田 努（帯広百年記念館） 10/7 ㈯ 10:00-12:00 不要 50名

歴史 歩いて発見！ぶら博物館！！（見学会）  八重柏 誠（美幌博物館） 10/14 ㈯ 9:00-12:00 要 25名

自然 町に住むリス、森に住むリス（講演会）  内田 健太（北海道大学大学院） 11/25 ㈯ 16:00-17:30 不要 50名

自然 町に住むリス、森に住むリス（講演会）  内田 健太（北海道大学大学院） 11/26 ㈰ 7:30-10:30 要 25名

歴史 アイヌ文化を体験！トンコリを弾いてみよう（体験会）
 結城 幸司, 福本 昌二
（アイヌアートプロジェクト）

12/10 ㈰ 10:00-12:00 要 8名

芸術 アートを知ろう 〜色とかたちの世界へようこそ〜  金坂 園子（美幌博物館） 2/10 ㈯ 10:00-12:00 不要 50名

総合 私たちのふるさと情報（講演会）
 澤村 寛（足寄動物化石博物館）

 美幌博物館学芸協力員ほか
3/24 ㈯ 9:30-12:00 不要 50名

網走郡美幌町字美禽253- 4
TEL  0152-72-2160
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/bunya/museum/

2017年度  美幌博物館講座

　　　　　　で 体験 ▶ 再発見 !

• 対象は中学生以上です。小学生も参加可能です。小学３年生以下は、
保護者同伴の上ご参加下さい。

• 上記の講座は、全て「道民カレッジ連携講座」です。

• 日程および内容は、講師の都合等により変更する場合があります。

• 詳細は、博物館ホームページ、美幌町広報誌などで、ご確認下さい。

B I H O R O  M U S E U M

講演会
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P. KANAZASHI
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２０１７年８月３日 改訂



2017年度 美幌博物館 モノ作り講座
タ　イ　ト　ル 月　日 時　　間 対　象 定　員

ミニ盆栽をつくろう 5/27 ㈯
(午前の部)    9:30-12:00 
(午後の部) 14:00-16:30  

小学生〜一般
小３以下は保護者同伴

各20名

おしゃれなフォトフレーム 6/10 ㈯
(午前の部) 10:00-12:00
(午後の部) 14:00-16:00  

小学生〜一般
小３以下は保護者同伴

各12名

クワガタムシのちょきんばこ 7/25  ㈬ 10:00-12:00 小学生〜一般
小３以下は保護者同伴

16名

写真を使って絵本をつくろう！ 9/9 ㈯ 9:30-12:30 小学生 ８名

石塑粘土のブローチ 11/18 ㈯
(午前の部) 10:00-12:00 
(午後の部) 14:00-16:00

小学生〜一般
小３以下は保護者同伴

各16名

折り雛をつくろう 2/24 ㈯ 10:00-14:00     小学3年〜一般
小学生は保護者同伴

12名

折り雛をつくろう 2/25 ㈰ 10:00-14:00 小学3年〜一般
小学生は保護者同伴

12名

　　　　　　で つくる ▶ 楽しむ !

毎月2回開催 プチ工房（10:00〜12:00, 14:00〜16:00）

4/12㈬・14㈮ バードコールをつくろう 10/18㈬・20㈮ ひもでつくるコースター

5/10㈬・12㈮ 相生線をつくろう 11/8㈬・10㈮ モザイクタイルの写真立て

6/14㈬・16㈮ 滑石のアクセサリー 12/20㈬・22㈮ フェルトボールのミニリース

7/26㈬・28㈮ バスボムをつくろう 1/10㈬・12㈮ 紙すきを楽しもう

8/9㈬・11㈮ ボタンで器づくり 2/14㈬・16㈮ オーブン粘土のキーホルダー

9/13㈬・15㈮ やってみよう！草木染め 3/14㈬・16㈮ ヘンプのブレスレット

 ♪ ご参加には、お申し込みが必要です。申込み開始日時は、美幌博物館ホームページ、美幌町広報誌などで、ご確認下さい。　

　お申込みは、お電話（☎0152-72-2160）で、お願いいたします。

 ♪ 全ての講座に、材料費がかかります。

 ♪ 都合により、日時や内容が変わる場合があります。ご了承ください。

申込み
不要  ♪ 全ての講座に、材料費がかかります。小学3年生以下は保護者の同伴が必要です。

 ♪ 都合により、日時や内容が変わる場合があります。ご了承ください。

中止

中止

２０１７年８月３日 改訂


