
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 マルハナバチと外来種問題 (講演会)  石井 博（富山大学） 6/6 ㈯ 16:00-17:30 不要 50名

自然 マルハナバチと外来種問題 (観察会)  石井 博（富山大学） 6/7 ㈰ 9:30-12:00 要 25名

歴史 粘土をこねて土器を作ろう①（体験型講座）  八重柏 誠（美幌博物館） 6/13 ㈯ 9:30-12:00 要 16名

歴史 粘土をこねて土器を作ろう②（体験型講座）  八重柏 誠（美幌博物館） 7/4 ㈯ 9:30-14:00

芸術 美幌の土で絵の具を作ってみよう（体験型講座）  福田 春美（美幌博物館） 7/11 ㈯ 9:30-12:00 要 16名

自然
身近な自然からの贈り物〜不思議と感動に満ち
た昆虫の世界〜 (講演会・特別展見学会)

 大場 信義（大場蛍研究所） 8/9 ㈰ 9:30-12:00 要 50名

歴史 黒曜石の産地を見に行こう (観察会)  瀬下 直人
（遠軽町埋蔵文化財センター） 8/29 ㈯ 9:00-16:00 要 18名

自然 知れば知るほど奥の深いキノコ（講演会）  枝澤 則行
（ふるさと美幌の自然と語る会） 9/26 ㈯ 16:00-17:30 不要 50名

自然 知れば知るほど奥の深いキノコ（観察会）
 枝澤 則行
（ふるさと美幌の自然と語る会） 9/27 ㈰ 9:00-12:30 要 25名

自然 身近な場所にいる不思議なトンボ（観察会）  鬼丸 和幸（美幌博物館） 10/3 ㈯ 9:00-12:00 要 25名

芸術 対話による美術鑑賞（体験型講座）  福田 春美（美幌博物館） 10/24 ㈯ 9:30-12:00 要 16名

自然 身近な友達 寄生虫（講演会）  片平 浩孝（北海道大学） 11/14 ㈯ 16:00-17:30 不要 50名

自然 身近な友達 寄生虫（観察会）  片平 浩孝（北海道大学） 11/15 ㈰ 9:00-12:30 要 25名

自然 エゾシカが教えてくれる人と自然の関係（講演会）  宇野 裕之（北海道立総合研究機構） 1/23 ㈯ 16:00-17:30 不要 50名

自然 エゾシカが教えてくれる人と自然の関係（観察会）  宇野 裕之（北海道立総合研究機構） 1/24 ㈰ 9:00-12:30 要 25名

芸術 ふるさとの作家たち（講演会）  福田 春美（美幌博物館） 2/6 ㈯ 10:00-12:00 不要 50名

自然 アイヌ文化と自然（講演会）  内田 祐一（文化庁） 2/20 ㈯ 10:00-12:00 不要 50名

自然 美幌周辺の自然情報（講演会）
 学芸員, 学芸協力員
（美幌博物館） ほか

3/19 ㈯ 9:30-12:00 不要 50名

Bihoro Museum 

網走郡美幌町字みどり253-4
Tel 0152-72-2160
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/museum/

2015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。
• 開催（集合）場所は美幌博物館です。
• 上記の講座は、全て「道民カレッジ連携講座」です。
• タイトルに、①・②とあるものは、連続講座です。続けてご参加下さい。
• 詳細は、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。



2015年度 美幌博物館 モノ作り講座
タイトル 月日 時　　間 定員

紙すきをしよう 5/9 ㈯
(午前の部)  10:00-12:00     
(午後の部) 14:00-16:00 各16名

紙すきをしよう 5/10 ㈰
(午前の部)  10:00-12:00     
(午後の部) 14:00-16:00 各16名

ガラス玉をつくろ
う（初級）※★ 6/27 ㈯ 

(午前の部) 10:00-12:00     
(午後の部) 14:00-16:00 各8名

ガラス玉をつくろ
う（初級）※★ 6/28 ㈰

(午前の部) 10:00-12:00     
(午後の部) 14:00-16:00 各8名

液体万華鏡をつく
ろう （小・中学生対象）

7/25 ㈯
(午前の部) 10:00-12:00     
(午後の部) 14:00-16:00 各16名

ビー玉迷路をつく
ろう （小・中学生対象）

8/7 ㈮ 9:30-12:00     16名

ビー玉迷路をつく
ろう （小・中学生対象）

8/8 ㈯ 9:30-12:00 16名

小さな森をつく
ろう 9/18 ㈮ 10:00-12:00 8名

小さな森をつく
ろう 9/19 ㈯ 10:00-12:00 8名

麦わらで虫かごづ
くり ★

10/16
㈮ 9:30-12:00 10名

タイトル 月日 時　　間 定員

麦わらで虫かごづ
くり ★

10/17  
㈯ 9:30-12:00 10名

森の散歩とたから
箱づくり 11/7 ㈯ 10:00-12:00 12名

まつぼっくり
ツリーとどんぐり
サンタ

12/18 
㈮ 10:00-12:00 16名

まつぼっくり
ツリーとどんぐり
サンタ

12/19 
㈯ 10:00-12:00 16名

ジェルキャンドル 1/8 ㈮  10:00-11:00 16名

ジェルキャンドル 1/9 ㈯ 10:00-11:00 16名

和紙で折りびなを
つくろう ※★ 2/27 ㈯ 10:00-15:00 16名

鳥型たこづくり 3/30 ㈬ 10:00-11:30 8名

鳥型たこづくり 3/31 ㈭ 10:00-11:30 8名

　　　　　　で つくる ▶ 楽しむ !

毎週第❷・❸木曜日は プチ工房

4月 モダンテクニックで
あそぼう！ 10月 木の実を使った工作

5月 動かせる！人形づくり 11月 落ち葉でお絵描き

6月 マーブリングと折り染め 12月 香る！モザイクキャンドル

7月 星のプラバンブローチ 1月 ハートのストラップ

8月  モザイクタイルの
  コースター 2月 羊毛のペーパーウェイト

9月 意外とかんたん草木染め 3月 バスボムづくり

第1・2木曜日開催。

♫ お申込みは不要です。美幌博物館1F 講座室に、直接おこし下さい。
    材料費がかかります。

 ♪ 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。講座によっては、保険料もかかる場合がございます。ご了承下さい。

 ♪ 全ての講座で、小学３年生以下は保護者の同伴が必要です。※は小学４〜６年生も保護者の同伴が必要です。また、★は

　　　 難易度が高いため、小学３年生以上の参加に限ります。

（10:00〜12:00, 14:00〜16:00）


