1月
日

●道立釧路芸術館

●鳥取温水プール

時 間

幸町10-2
32-0122
【休館日】
1㈮〜3㈰、18㈪、25㈪

●市立釧路図書館

幣舞町4-6
42-1411
【休館日】
1㈮〜5㈫、18㈪、25㈪、
29㈮

催物名・内 容

冬のキッズ・アトリエ

9:30〜17:00

〜17㈰

●こども遊学館

幸町4-1-5
23-2381
【休館日】
1㈮〜3㈰、12㈫、18㈪、
28㈭〜2/4㈭

鳥取南4-4-21
53-5333
【休館日】
1㈮〜4㈪、18㈪、25㈪

「私の一枚」日本写真史を飾る101人〜フジフイルム・フォトコレクションによる〜

道立釧路芸術 館

〜27㈬

日本に写真術が伝えられたのは江戸末期のことです。明治期には記録としての実用性が評価されて発展しますが、大正期以降は芸術的な
作品も盛んに制作され、
写真独自の表現が追求されるようになりました。
現在へと至る日本写真140年の軌跡を、
101人の写真家の代表作
を収めた
「フジフイルムフォトコレクション」
によってたどります。

9:30〜17:00

9㈯、16㈯

14:00〜14:30

ギャラリー・トーク「日本の写真〜幕末から現代まで」

20㈬

18:30〜20:00

improvisation(インプロビゼーション）
ワークショップ

23㈯

14:00〜15:00

ギャラリー・レクチャー「自然写真のこの100年の歩み」

22㈮14:00〜17:00 第16回日専連釧路児童版画コンクール入選作品展
23㈯・24㈰10:00〜17:00 ※表彰式は24㈰11:00〜12:00

22㈮〜24㈰

大人の家庭科＆お気軽アート教室｢羊毛フェルトのおひなさまづくり｣

①10:00 ②13:30

27㈬

日

時 間

催物名

19:00〜20:30

improvisation(インプロビゼーション）

ジュニア ドラム コンサート

22㈮

18:00〜20:40

ＭＡＲＩ＆ＡＣＹ ニューイヤー・ライヴ 2016

13:30〜15:45

釧路市民吹奏楽団 ソロとアンサンブルのニューイヤーコンサート２０１６

23㈯

18:00〜20:30

大平まゆみと札響の仲間達「ニューイヤーコンサート」

24㈰

18:30〜20:50

improvisation(インプロビゼーション）ワークショップ

11:30〜20:00

ＨＯＢＯ 音楽発表会

9㈯

16:30〜19:00

20㈬

時 間

21㈭

4㈪

17㈰

アートホール
日

催物名

４㈪〜（２月の講座も同時受け付けします）

（137分）
①10:00 ②14:00 アートシネマ館 「西鶴一代女」 1952年
14:30〜16:00

トーンチャイムやピアノの演奏と小さなオペレッタ「ピノキオ」

● 平成28年度釧路芸術館のアートホール、
フリーアートルームの貸館受付は3月1日㈫9:00〜

新年むかしのあそびをたのしもう！

①10:00 ②14:00

4㈪・5㈫

新年のスタートは干支で楽しもう！工作やク
イズ、
玉入れ大会等、
楽しいイベントが盛りだ
くさん！
！

冬休みイベント｢申≪さる≫よこい！〜新春十二支セレクション〜｣
木のぬくもり十二支展

9:30〜17:00
4㈪〜17㈰

こ ど も 遊 学 館
︵
冬
※休み期間中 〜( ㈰ は)︑
小・中学生の展示室観覧料が無料です︒
17

ペーパーナプキンの模様を貼りつけてオリジ
ナル・デコパージュ石けんを作ろう♪
受
付中 15人
小学生以上

十二支プチぬりえアイランド♪
クイズ！干支セトラ！

①10:00 ②14:00

マイ☆十二支ワークショップ（※10㈰はお休み）

①10:30 ②14:30

十二支ラボ（※10㈰はお休み）

9㈯

10:30〜11:30

工作教室「すてきにデコパージュ♪」

9㈯・10㈰

10:30〜15:30

ジオ・フェスティバル in Kushiro（※9㈯はポスター展示のみ）

9㈯、11㈪

14:30〜15:10

十ニ支対抗！玉入れ大会！

10㈰

11:00〜12:00

太陽観測会「太陽の素顔を探れ！」※雨天・曇天は中止

10㈰、16㈯、24㈰

地球を科学する、年に一度のお祭りです！
実験屋台やジオサイエンスショーなど盛り
だくさん！地球科学の楽しさを体験しよ
う！
普段は見ることができないプラネタリウム
の裏側を特別に公開！操作体験もできるよ。
星空を実際に動かしてみよう。 受付中
20人
小学生以上(要年間パスポー
ト)

前庭

おはなし会

①11:00 ②14:30

11㈪

13:00〜16:00

工作教室｢みんなで作ろう！トランジスタ・ラジオ｣

13㈬

14:00〜15:30

ファンクラブ教室「プラネタリウム体験ツアー」

16㈯

19:00〜20:30

星空キャラバン「すばるとオリオン大星雲」※雨天・曇天は中止

17㈰

13:00〜14:30

サイエンス・ラボ「燃焼の科学」

20㈬、27㈬

11:00〜11:30

おはなしタイム

23㈯・24㈰

11:00〜16:00

教育大学・高専のお兄さんお姉さんがサイエンスショーにやってくる！

30㈯

コーチャンフォー釧路店

10:30〜11:30

親子遊び「元気いっぱい！豆まき会」

2/11㈭

19:00〜20:00

プラネタリウム夜間特別投影「ハッピーバレンタイン in プラネタリウム」

毎週土･日曜日

10:00〜16:00

おもちゃの病院〜大切なおもちゃを治しませんか〜

︶

投影スケジュール ※イベント等により、投影時刻、内容が変更になる場合もあります。

土・日曜日､祝日、冬休み

10:00〜

団体投影〈予約制〉
ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検２
〜太陽系のひみつ〜

※会場：３階スターエッグ

各回120人

9:30〜19:30
9:30〜19:30

6㈬

11:30〜

13:30〜

きらきらタイム
「空とぶひつじ」

まじめにふまじめ かいけつゾロリ
宇宙たんけん大さくせん

まじめにふまじめ かいけつゾロリ
宇宙たんけん大さくせん（※）

ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検２
〜太陽系のひみつ〜

福book ※セットがなくなり次第終了
福引 ※クジがなくなり次第終了

11㈪

11:00〜12:00

冬休みみんなのおはなし会

毎週木曜日

14:30〜15:00
11:00〜11:30

日

【１階資料展示】釧路古地図散歩

10:00〜16:00

毎週金・土曜日

16:00〜

アースシンフォニー
〜光と水が奏でる空の物語〜

要プラネタリウム観覧料 （※）
17㈰(11:30〜12:00)は幼児向け「きらきらタイム」です。

おはなし会（読み聞かせ等）

8㈮

1

月映画会

市立釧路図書館

〜2/25㈭

美しい星の輝きと、あなたのリクエスト曲
がコラボレーション☆バレンタイン間近！
大切な人と一緒に、特別なひとときを過ご
しませんか？ 120人 11㈪チケット販
売＆リクエスト受付開始 小学生以上

出張天体観測会
「星空☆宅配便｣

翌々月以降に実施希望の団体を募集

平日

豆まきグッズを作って、
みんなで豆まきしま
しょう！ 19㈫〜 20組
２歳〜未
就学児の親子

遊学館ボランティア説明会

9:30〜12:00

2/3㈬

プラネタリウム

冬の星座や天体が見頃です。有名な星団
「すばる」や
「オリオン大星雲」、
「半月」
をカ
シオペヤ号の大型望遠鏡で見てみよう！

10㈰
11㈪

映画名

時間

10:00〜
13:00〜

15㈮

10:00〜

17㈰

13:00〜

22㈮

10:00〜

24㈰

13:00〜

※会場：視聴覚ホール

カラスの親指（邦画）
祝日上映会 ぶどう酒びんのふしぎな旅（アニメ）
ボーン・アイデンティティー
（洋画）

疎開した40万冊の図書（ドキュメンタリー）
各150人
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