広報くしろ
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2020（令和２）年 ３月号

3月

ガ イ ド

春湖台1-7 M41-5809

春湖台1-7 M43-0739
【休館日】月曜日、20㈮

ハーバリウム霧多布・特別展
「あなたの知らないスゲの世界 in 釧路」

8㈰

13:30〜15:30

学芸員トーク「道東のアイヌ衣服文化」
「釧路の信仰〜人々の心のよりどころ〜」

14㈯

13:30〜16:30

釧路叢書「太平洋炭砿」発刊記念講演・報告会

市立博物館

14㈯〜５/17㈰

市立美術館

15㈰

13:30〜15:30

22㈰

10:00〜15:00

〜29㈰

10:00〜17:00

前半は、当館所蔵資料を中心に、道東の多様なアイヌ衣服を
紹介します。後半は、市内の寺社や霊場など、信仰に関わる
事柄を紹介します。
道東を代表する２つの大河川、阿寒川と釧路川。流域に点
在する湿原と多くの湖沼群。そこにすむ国内最大の淡水魚
イトウをはじめ、渓流魚たちの生態を最新の知見を交えて
紹介します。水中カメラマン関勝則氏撮影の美しい映像や
写真も見どころです。

学芸員トーク
「博物館に寄贈されたオサムシ標本コレクション」
「カラスが人にもたらすもの」
アイヌ木彫体験講座「糸巻づくり」D小学校４年生以上E10人Q
I６㈮までに博物館ホームページから、またはファクス(O42-6000)、

前半は、オサムシ標本の寄贈受け入れの過程で考えた、標本
の果たす役割について紹介します。後半は、夏季に行ったカ
ラス展を通して得た事例から、私たちとカラスのこれからに
ついて考えます。

プチ・コレ

季節を彩る花にまつわる所蔵作品を紹介します。

郵送(当日消印有効)で

花の季節 R

●第67回 釧路郷土作家展

釧路で活躍する作家の最新作が集まる展覧会。３部門で約
140人の作家の作品を一度に楽しめます。

［美術］
〜１㈰
10:00〜17:00（１㈰は16:00まで）
［書・写真］ 14㈯〜22㈰ 10:00〜17:00（22㈰は16:00まで）

10:00〜12:00

21㈯

①10:00 ②13:00

体力づくりから基礎学習・文化・芸
術など、さまざまな講座があります。

市民交流料理教室「親子でわくわくパン作り」
D市内在住の小学生の親子E各９組 G700円（材料費含む）I３㈫8:50〜

親子でパン作りに挑戦しよう！

19（令和元）年度くしろ市民大学「市長特別講演〜令和２年度市政運営について〜」
D市内在住の方E80人I受付中（27㈮まで）

10:00〜11:00

５㈭〜８㈰ ９:00

きりん春の社交ダンスフェアー

釧路ダンススポーツ協会
３月ダンスパーティーG

ニュー薔薇の会
紅バラダンスパーティーG

19(令和元)年度
北海道教育大学釧路校
書道研究室卒業・修了書作展

㈲ソシアルブティックきりん
M011-241-3093

釧路ダンススポーツ協会
工藤 M22-7822

ニュー薔薇の会 紅バラ
大橋 M090-5954-7460

北海道教育大学釧路校書道研究室
波平 M090-9083-9201

鬼太鼓座五十周年記念北海道公演
実行委員会 冨田 M090-7196-1898

中西音楽教室 第43回コンサート

コール・カンパニーレ
春のあしおとコンサートⅤG

第43回釧路自衛隊
ミュージックフェス※要整理券

コール・カンパニーレ事務局 中野 M36-7466

陸上自衛隊釧路駐屯地広報班
M40-2011(内線205)

20㈮ 15:00

きくちピアノ教室 菊池

21㈯ 13:00

浅井典子ピアノ教室
スプリングコンサート

M090-5221-6484

浅井典子ピアノ教室

29㈰ 13:30

M37-4042

ＫＥＰＣピアノ発表会

●プラハ・チェロ・カルテット
A7/4㈯開演16:00G3,500円(当日4,000円)全席指定Bまなぼっと幣舞

M53-2628

大ホール

小ホール

展

ＫＥＰＣ

小

M41-8624

14㈯ 17:00

大

中西音楽教室

８㈰ 14:30

大

チ ケ ット 販 売 中！

28㈯ 14:00

M41-4401

小

M25-0489

M090-6443-9798

北陽高等学校 澤野

会主・樋口希納美（きのよし）
M090-7643-5344

ありおか・きくちピアノ教室発表会

小

小

志賀・塚田音楽教室門下生
ピアノ発表会

釧路子ども劇場 本間

第13回 北陽高等学校
文化系部活動合同展

小

15㈰ 13:30

20㈮10:30・21㈯９:00

創作新民舞踊
樋口希納美会発表会G

小

M37-3417

22㈰ 14:00

塚田音楽教室

M23-4471

釧路子ども劇場 フリーマーケット

第40回歌謡祭G

釧路歌謡連合会

㈱エルム楽器釧路支店

展

小

15㈰ 10:00

ヤマハジュニア
フェスティバ ル2020※要整理券

M41-8181

大

M42-0359

29㈰ 12:00

草月流北海道支部釧路会
M42-4533

１㈰14:30

生涯学習センター

ニュー薔薇の会 野ばら
吉田 M21-3677

小

スターダスト歌謡連合

「春」草月いけばな展

大

小

コーチャンフォー釧路文化ホール ︵市民文化会館︶

第30回スターダスト
歌謡連合発表会G

27㈮〜29㈰ 10:00

第15回
くしろふるさとカルタ大会
※観戦無料

展

湖陵高等学校合唱部
髙坂・市川 M43-3131

ライフ・ガーデン事務局
内海 M090-4879-8490

８㈰ ９:30

大

鬼太鼓座 創立五十周年記念
北海道巡礼 2020 釧路公演
ＤＲＡＭＡ 開天闢地 G

20㈮ 13:00

ニュー薔薇の会
野ばらダンスパーティーG

展

大

大

24㈫ 19:00

第37回 湖陵高等学校合唱部
定期演奏会G

１㈰ ９:45

ライフ・ガーデン vol.22

釧根平和運動フォーラム
M24-8585

M65-8388

21㈯ 18:00

19㈭ 10:00

多

さよなら原発 in 釧路集会G

展

15㈰ 14:00

2020 釧路美術協会春季展

釧路美術協会事務局

多

展

11㈬〜15㈰ 10:00

多

１㈰ 17:30

展

１㈰ 13:30

多

多

展

１㈰ 13:30

ホール

生涯学習センター︵ まなぼっと幣舞 ︶

講座

くしろ子ども未来塾 G300円 ※フラワーアレンジメントと華道は材料費別途

１㈰

29㈰

（市民文化会館）
治水町12-10 M24-5005
【休館日】
月曜日

幣舞町4-28 M42-6116
【休館日】月曜日

企画展「釧路のイトウと淡水魚｣

9:30〜17:00

●コーチャンフォー
釧路文化ホール

●市立美術館

※特に記載のないものは、参加無料、
当日直接会場へ行く催しです。※都合により開催時間等が変更になる場合があります。

9:30〜17:00

幣舞町4-28 M 41-8181
【休館日】月曜日

●埋蔵文化財調査センター

A…日時 B…場所・会場 C…集合場所 D…対象限定 E…定員締切 Q … 多数時抽選 R… 要入館料
G… 要料金 I… 要事前申込 J… 問合先 S… 詳細を各施設へお問い合わせいただく必要があるもの

〜８㈰

●生涯学習センター

●市立博物館

展示ホール

Jコーチャンフォー釧路文化ホールM24-5005

