2021（令和３）年 11月号

14

生涯 学習ガイド 11

●コーチャンフォー
釧路文化ホール

●市立博物館

春湖台1-7 M41-5809

●埋蔵文化財調査センター

月

（市民文化会館）
治水町12-10 M24-5005
【休館日】
月曜日

春湖台1-7 M43-0739
【休館日】
月曜日、
23㈫

●道立釧路芸術館

●生涯学習センター

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

幸町4-1-5 M23-2381
【休館日】
月曜日
(１㈪は除く)

幣舞町4-28 M41-8181
【休館日】月曜日

※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。

※広報くしろ11月号に掲載の催し物およびイベント等は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、変更
または中止となる場合があります。詳細は主催者等にお問い合わせください。

市立博物館
〜1/16㈰

企画展「紙面で振り返る戦後・釧路〜釧路新聞創刊75周年〜」

9:30〜17:00

３㈬

10:00〜15:00

21㈰

8:00〜10:00

釧路新聞の紙面で、1950年代から昭和の終わりまで釧路の歴史を
たどります。

黒曜石ナイフを使ってみよう

大昔の人々が刃物の材料にした黒曜石を使って、その切れ味を体
験します。

春採湖畔探鳥会B春採公園C博物館前東屋※雨天中止

今年度最後の探鳥会です。

市民展示ホール

多

大ホール

展

大

生涯学習センター（まなぼっと幣舞）

多目的ホール

講座

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。

14㈰

10:00〜12:00

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

12/8㈬

10:00〜13:00

子育て応援講座「クリスマス料理教室」D市内在住者。開催日１週間前までは
未就学児童がいる保護者優先E18人G1,270円(材料費含む)I９㈫ 8:50〜

12/18㈯

9:30〜11:00

第62回 ひぶな幼稚園おゆうぎ会

第50回
釧路市特別支援学級・学校教育展

釧路シンフォニックバンド秋の演奏会

2021年
946きずなフェスティバルG

ビューティツボイ M22-1571

釧路交響楽団 滝沢 M090-8631-1803

エルム楽器釧路支店ヤマハジュニアフェスティバル※要整理券

マルタミボンド 大感謝祭

釧路子ども劇場 M64-5123

釧路交響楽団
第43回定期演奏会G

21㈰15:00

斉藤良子ピアノ教室 M91-3557

27㈯9:00

７㈰14:00

㈱エルム楽器釧路支店 M23-4471

小

釧路子ども劇場第248回例会
「きみがしらないひみつの三人」劇団うりんこS

７㈰13:30

大

946きずな会 赤川 M090-3774-6946

21㈰14:30

展示ホール

「セーブ・ザ・リーフ
〜行動する時〜」上映会G

展

展

25㈭18:30

北海道教育大学釧路校交響吹奏楽部
山崎 M090-7563-6814

27㈯9:30

第52回鉄道弘済会釧路認定こども園発表会D

㈱マルタミ M39-4181

(公財)鉄道弘済会釧路認定こども園 M36-7028

●22(令和４)年度地域文化振興事業の募集について

釧路市民文化振興財団では、釧路市の文化振興に寄与すると認められる事業に対し、その事業の一部を支援します。コーチャンフォー釧路文化ホール(市民文化会館)または
生涯学習センター(まなぼっと幣舞)までお申し込みください。詳細はお問い合わせください。I２㈫〜21㈰※休館日を除く／Jコーチャンフォー釧路文化ホール(M24-5005)

道立釧路芸術館

大

11(木)10:0 0〜各プレイガイドにてチケット販 売開始
●白石加代子「百物語」A１/18㈫19:00Bまなぼっと幣舞

G5,000円全席指定Jコーチャンフォー釧路文化ホール(M24-5005)

はにゅうひかる

傘寿記念

日本画家 羽生輝展 悠久の岬を望むR
３㈬14:00〜14:30羽生輝展朗読会『挽歌』『海霧』を読むE20人R

※当日、開始１時間前から受付で整理券配布
７㈰①10:30 ②14:00「羽生輝展」口演会 「落語」で語る羽生
輝の世界E20人R※当日、開始１時間前から受付で整理券配布
14㈰、27㈯14:00〜14:30羽生輝展ギャラリー・ツアーR
27㈯①9:30 ②11:00 ③13:30 ④15:00羽生輝展 木育ワークシ
ョップ「松ぼっくりツリーに挑戦！」E各回５組10人QRI〜18㈭

〜12/8㈬

9:30〜17:00

１㈪〜７㈰

9:30〜17:00

芸術週間

３㈬〜７㈰

9:30〜17:00

第27回釧路造形教育展

10㈬〜14㈰

9:30〜17:00

毛綱毅曠ミニ展示

アートホール
６㈯

14:00

13㈯

①10:00 ②14:00

14㈰

13:00

大

６㈯10:30

斉藤良子ピアノ教室発表会

釧路書道連盟事務局 M25-6072

北海道教育大学釧路校交響吹奏楽部
第45回定期演奏会※要整理券

小

第62回 釧書展

28㈰18:00

展

19㈮〜21㈰10:00

小ホール

小

展

小

釧路地区吹奏楽連盟(江南高等学校内) M22-2760

大ホール

小

【釧路市藝術祭】釧路地区吹奏楽連盟創立60周年記念演奏会

ライフ・ガーデン 内海 M090-4879-8490

釧路児童相談所 M92-3717

小

３㈬10:00

事務局 浅水 M090-2057-0188

子ども虐待防止講演会

大

大

コーチャンフォー釧路文化ホール（市民文化会館）

尺八・リコーダー・フルートTrio
AR全国ツアーG

23㈫13:30

釧路シンフォニックバンド
堀内 M090-1306-2160

釧路市特別支援教育研究会事務局 M23-5189

10㈬18:30

ひぶな幼稚園 M41-7418

大

21㈰18:00

16㈫10:00

ライフ・ガーデン〜ハンドメイドの
展示・販売・ワークショップ〜
多

大

カラフル・マルシェ 清野 M090-3903-7090

展

くしろ邦楽邦舞協会 若柳 M090-3890-1310

13㈯10:00

展

カラフル・マルシェ〜ハンドメイドの
展示・販売・ワークショップ〜

大

展

11㈭10:00

【釧路市藝術祭】
くしろ邦楽邦舞協会第５回公演 G
18㈭〜24㈬(22㈪は休館)10:00

釧路在住の外国人の方々との交流で、そ
の国の話を聞いたり、質問をしたりしてさ
まざまな国のことを知る機会になります。

メッセージ to くしろ PART27 D市内在住の小学生以上(家族も可)
E30人I20㈯8:50〜
大

ホール

３㈬13:30

ロールドチキングリーンソース、ハートの
チーズフォンジュ、バナナキャラメルケー
キを作ります。

日本画家・羽生輝氏(1941〜)は、幼少時に東京から移り住んだ釧路を
拠点に、岬や浜辺、湿原など道東を中心とした北国の風土を見つめ、描
き続けてきました。重厚で鋭いタッチのうちに、豊かな叙情をにじませ
た深遠な絵画世界を、初期から近作に至る代表作およそ60点と、少年
期の作品、海外取材作品、挿絵原画等により展覧します。

アートカタログ、雑誌バックナンバープレゼント※１人１冊まで。無くなり次第終了

ミュージアム・コンサート2021「ソプラノ
大道和世を聴く」E80人※当館にて整理券配布

18㈭

14:25

秋のひととき 音楽と朗読をあなたにG

アートシネマ館「ロスト・イン・パリ」(2017年/
フランス・ベルギー合作/83分)E当日各回先着100人

23㈫

14:00

ブリランテコンサート

VOICE FIELD2021
コーラスワークショップD

28㈰

①11:30 ②15:00

ぷりもぴあ〜の発表会

