2020（令和２）年 9月号
●道立釧路芸術館

●こども遊学館

幸町4-1-5 M23-2381
【休館日】毎週月曜日
(21㈪は除く)、23㈬

幸町10-2 M32-0122
【休館日】月曜日
(21㈪は除く)、23㈬

●中央図書館

19

●湿原の風アリーナ釧路

●西部地区図書館
鳥取北8-3-10 M53-3499
北大通10-2-1 M64-1740
●東部地区図書館
【休館日】月曜日(21㈪を除く)、25㈮
益浦1-20-20 M91-0604
【各地区図書館休館日】
月曜日、25㈮
●中部地区図書館
愛国191-5511M38-5499

広里18 M38-9800
【休館日】16㈬

●鳥取温水プール

鳥取南4-4-21 M53-5333
【休館日】14㈪、28㈪

道立釧路芸術館
〜27㈰

9:30〜17:00

大漁旗展

つたえる、いろどる
13㈰14:00 大漁旗展ギャラリーツアー

〜10/11㈰

9:30〜17:00

記憶を結び、共生の未来をイメージする。
も づな き こう
没後20年 毛綱毅曠の建築脳R
12㈯、19㈯、21㈪・22㈫14:00 毛綱毅曠の建築脳展ギャラリーツアーR

毛綱毅曠氏(1941〜2001)は釧路生まれの建築家。「記憶」
をキーワードに、時に奇想とも思える個性的な建築を残
し、ポスト・モダンの時代を、最前衛としてかけぬけまし
た。没後20年を前に、スケールの大きなそのイメージ世界
と活動の軌跡を振り返ります。

アートホール
27㈰

14:00

29㈫

①10:00 ②14:00

大塚ピアノ教室

山手ピアノ教室発表会

アートシネマ館「ニーゼと光のアトリエ」(2016年/ブラジル/109分)

こども遊学館
１㈫〜30㈬

9:30〜17:00

４㈮

9:30〜12:00

５㈯、13㈰、27㈰

①11:00 ②14:30

パネル展「こちら『はやぶさ２』運用室」R

９月は宇宙月間。今年末に地球に帰還予定の
「はやぶさ２」を紹介します。

宇宙旅行deハイ！ポーズ！R
遊学館ボランティア説明会 DI
おはなし会

宇宙を旅行している気分で写真を撮ることがで
きるフォトコーナーが館内各所に登場！

おはなしのせかいを楽しもう♪E各８組 R

６㈰

10:00〜12:00

実験教室 燃焼・爆発・ロケット発射！D小学校４年生以上
E８人RIWEB受付中

９㈬

10:30〜11:20

親子遊び「元気いっぱい☆親子体操」D２歳〜未就学児の親子E10組 RI受付中

①10:00 ②11:00

13㈰

プログラミング・ワークショップ D小学生以上E各回４人R

ロケットを宇宙まで飛ばす力ってなに？燃焼の
実験をしながら、エキサイティングな実験に挑
戦しよう。
体育指導員による楽しい親子体操です。みんな
で体を動かしましょう！

10:30〜11:30

太陽観測会「太陽の素顔を探れ！」B遊学館前庭※雨天･曇天中止

19㈯〜22㈫

10:00〜16:00

遊びんピック2020 いこう！あそぼう！スターツアー☆〜ハロット星で大満喫♪〜
RI8/29㈯から日時指定WEB予約

タブレットアプリでロボットを動かしてみよう！

26㈯

16:00〜16:45

プラネタリウム 大人のための星空さんぽ E120人RGプラネタリウム観覧料

27㈰

10:00〜11:00

工作教室「ギャラクシーキーホルダーづくり☆」D小学生以上E12人RI15㈫〜

30㈬

11:00〜11:30

おはなしタイム

開館して15年間の感謝の気持ちを込めて、ハロ
ットがみんなをハロット星にご招待！宇宙の観
光名所ハロット星を巡って宇宙土産をゲットし
よう！（1日4回の時間差スタート）

毎週土･日曜日

10:00〜15:00

おもちゃの病院 〜大切なおもちゃを治しませんか〜G

翌々月以降に実施希望の団体を募集

赤ちゃんと楽しむおはなしの世界 R

レジンを使って、自分だけの宇宙柄キーホルダ
ーを作りましょう！色や模様は君次第♪

出張天体観測会「星空☆宅配便」IS

●天文指導員（天文ボランティア）養成講座 A〇10/4㈰、11/29㈰14:00〜16:00 〇10/10〜11/14の毎週土曜日18:30〜20:30 D18歳以上E8人I4㈮〜27㈰にWEBで
プラネタリウム 投影スケジュール
平日

※11㈮は番組入替のため休演

きらきらタイム
〜お月さまのひみつ〜

団体投影〈予約制〉
10:00

土・日曜日、祝日

○ちびまる子ちゃん
それでも地球はまわっている
★
【新番組】
星の王子さま

※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。

11:30

13:30

Feel the Earth
（※1）
〜Music by 葉加瀬太郎〜

○ちびまる子ちゃん
それでも地球はまわっている
★Feel the Earth
〜Music by 葉加瀬太郎〜
○ちびまる子ちゃん
それでも地球はまわっている
★
【新番組】
星の王子さま

○Feel the Earth
〜Music by 葉加瀬太郎〜
★
【新番組】
星の王子さま
16:00

Feel the Earth
（※2）
〜Music by 葉加瀬太郎〜

B３階スターエッグE各回120人RG要プラネタリウム観覧料○10㈭まで。★12㈯から。(※１)20㈰11:30〜12:00は幼児向け「きらきらタイム」です。(※2)26㈯16：00〜16：45は｢大人のための星空さんぽ｣です。

スポーツ

中央図書館
12㈯

11:00〜11:30

みんなで紙芝居を見ようB中部地区図書館

●おはなし会（読み聞かせ等）※各30分程度
毎週木曜日14:30、毎週金・土曜日11:00
[西部地区図書館] 毎週水曜日 15:00
[中部地区図書館] 毎週木曜日 11:00
[東部地区図書館] 13㈰、27㈰ 11:00

●新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、7階多目的ホールの
収容可能人数は50人となっています。
釧路文学館
〜10/25㈰

9:30〜19:30

企画展「炭鉱で生まれた文学」

マンスリー朗読会
(釧路リーディングサークルVEGA)
<市立博物館共催>トークイベント
20㈰
13:30〜15:00
「炭鉱の文化、炭鉱の文学」B７階多目的ホール
B７階多目的ホール E各40人
９月映画上映会
５㈯
ローマ法王の休日(洋画、105分)
13㈰

13:00〜13:30

11㈮・12㈯

13:00

コンカッション（洋画、122分）

18㈮

祝日上映会

ブラウン神父の事件簿Vol.4 (洋画、93分)

21㈪

22㈫

アポロ13(洋画、140分)

13:00

プロフェッショナル仕事の流儀11
〜チームの力がヒットを生む〜

（ドキュメンタリー、
43分）

※申し込みは各開催日前日まで。定員になり次第締め切ります。

DEGIJ ス ポ ー ツ 振 興 財 団 ( M 31-1230)

湿原の風アリーナ釧路など
２㈬

17:30

JFAなでしこひろば in 湿原の風アリーナ釧路
D４歳以上の女性I当日受け付け

２㈬、９㈬

10:00

男性の健康づくり
D50歳以上の男性

７㈪〜(月曜日全３回)

13:30

ミニテニス

７㈪、28㈪

19:00

夜間ミニテニス

11㈮

10:00

健康ウオーキング＆ストレッチB鶴ケ岱武道館

24㈭

19:00

クライミング体験会I１㈫〜

10/12㈪〜14㈬

19:00

やってみようバドミントンI29㈫〜

ステップ台で有酸素運動！手軽
に出来る運動で健康づくりをは
じめましょう！

エクストリーム55好評開催中！
詳細はお問い合わせください。 J湿原の風アリーナ釧路（ M 38-9800）
鳥取温水プール

毎週火曜日
毎週水曜日
毎週木曜日

毎週金曜日

11:20

DEGIJ(M53-5333)
初心者水泳講座

健康水中ウオーキング
初心者水泳講座

健康水中ウオーキング

※時間が変更になる場合がありますので､詳しくはお問い合わせください。
※日曜日、祝日は午前９時から営業しています。

