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一年を通して様々な姿を見せてくれるオホーツクの四季。長く厳しい冬には穏やかな春を待ちわび、雪解け
とともに木々や花々が目を覚まし春がやって来る。夏のカラッとした暑さは短くとも爽快で、寒暖の差がある
秋は美しく紅葉を色づかせ、そしてまた冬を迎え流氷がやってくる。こんなにも四季の移ろいが変化するオホ
ーツクをあなたはどのくらい知っていますか？今回もシャッターを押す人の写真を通して伝えたい“オホーツ
ク愛”溢れる作品が多く集まりました。
東京都及び道内２０市町村より６９名、１６３点の応募をいただき、北海道写真協会の審査員による厳正な
審査の結果、次のとおり各賞が決定いたしました。受賞作品をはじめ、全応募作品を４月２０日（日）までセ
ンター多目的ホールにて展示しております。（入場無料）ハイレベルな写真展をを是非ご覧下さい。
■最優秀賞（北海道知事賞）
斉藤 年子（北見市）
『早朝の出漁』

□特選（流氷科学ｾﾝﾀｰ所長賞）
本橋 照（北見市）
『星めぐる』

□特選 （流氷倶楽部会長賞）
猪狩 弘子（北見市）
『彷徨』

◆入選
｢エメラルドグリーン｣中村 法幸（紋別市）、 「up stream ～生命の尊さ～」工藤 哲哉（枝幸町）
「知床連峰の黄金の日の出と秋鮭釣り」平賀 博三（美幌町）、 「厳寒に耐えて」志賀 久美子（北見市）
「白樺と夕日」森谷 貞子（津別市）
、 「怒濤」横山 義雄（北見市）
、 「黄昏の刻」千葉 逸子（名寄市）
「山麓爽快」佐藤 有芳（帯広市）
、 「去りゆく秋」長井 健（北見市）
、 「厳冬を撮る」塩浜 郁夫（北見市）
「春を告げる」澤野 玲子（北見市）、 「港湾の海面」高橋 勇造（紋別市）
◇ガリヤ賞
「漁師の生活を担う」大江平次郎（北見市）
、 「灯点し頃」松下慎也（札幌市）
、 「コムケ湖 秋色」竹岡孝二（遠軽町）

当センターが誇る、世界最大数のクリオネハウスに待望のフレッシュなクリオネ達がやってきま
したー！減少傾向にあったクリオネハウスでしたが２/２３になんと、３万匹もの採集に成功！極寒
の海での採集に成功した、センター学芸員のコメントです。
「毎年、年明け頃に行くと採れたのが今年は何度行ってもダメで、皆さん
にたくさんのクリオネをお見せできないのでは、、、と心配だったので、今
はホッとしています。水槽いっぱいのクリオネをきっかけに、流氷やオホ
ーツクの自然に興味を持ってもらいたいです。ちなみに、観光客や市民の
皆さん、海岸でのクリオネ採集の際はくれぐれもお気をつけ下さい。」と
いうことでした。海は危険がいっぱいですのでご注意を！まぎれもなく、
世界最大数のクリオネ達が乱舞するクリオネハウスは必見です ！

ＧＷの期間中の５月３日（土）～５日（月）まで、センターエントランスホールにて『いきいき陶芸会』の
展示分布会を行います。
「いきいき陶芸会」のみなさんは、リハビリなどを目的に陶芸作品を製作しているグループです。毎年、GWと
お盆の年２回開催しており、ファンの方も多い作品展です。すべて手作りの作品は色や
形が微妙に違って味があり、世界に１つの1点ものです。大皿や小皿の他、マグカップ
や花瓶、箸置など色々な用途に使えそうなものまで品揃えは豊富でお値段もリーズナブ
ルです♪
是非、この機会に温かみ溢れる作品をお手に取ってご覧ください。 皆さ ん のご 来場
お待ちしております。

みなさんは、「書」についてどのようなイメージをお持ちですか？
日本人なので書を見ると落ち着く．．．うまく書きたくても、難しそう．．．もしかすると、後者の意見が多いのでは？墨人
会は難しいと考えがちな書を日常生活に取り入れることで、和を楽しみながら製作活動されています。掛け軸や短冊の
他、過去には小石やお菓子の空き箱のふたを利用した趣向を凝らした斬新な作品などがありました。今回はどのよう
な作品がお目見えするのでしょうか？楽しみですね♪
入場は無料となっておりますので、たくさんの皆様のご来場お待ちしております。
開催期間
開催場所
入 場 料

５月１４日（水）～５月１８日（日）
流氷科学センター 多目的ホール
無 料

彼岸荒れとなった３連休初日の３/２１、３回目となる春休みイベントを開催しました。
今年は実験や工作にチャレンジして進化カード、その名も「GEカード（ギザエボリューションカ
ード）」を集め、カードに書かれた必殺武器で自然を荒らし続けている破壊王「オンダン」を倒し、
流氷を守るという壮大なストーリーのイベントです。（笑）実験では、ゲーム機（DS）を分解して仕
組みを学ぶものと牛乳パックに直接電流を流して作るかんたん電気パン作りを行いました。日
頃遊んでいるDSとあって、どんどん分解されていく様子に「もったいなーい」「大丈夫なの？」と
不安の声が混じる中、初めて見るゲーム機の内部に興味津々の様子。
前のめりになりながら見入っていました。電気パンは生地の中に入っている塩分などに反応し
て電気が流れ熱が発生しパンが焼けるというもの。生地が固まると自動的に電気が通らなくな
りパンが出来上がるんです。少しすると湯気とともにパンのいい匂いが・・・約７分で出来上がり
♪みんなでおいしくいただきました。
続いて全天周ホールでは沙留中学校の山中校長先生による春の星空教室＆クイズを行いま
した。ドーム型スクリーンの天井に星空を映しだしプラネタリウムへと大変身です。その美しさに思わず「わぁ」と声があ
がりました。春に見える星座の見つけ方や、今春は火星と木星が４月１５日まで地球に接近するため見ごろであるこ
と、皆既日食が今年は２回あることなど紹介されました。みんな家に帰ってから夜空を見上げたのではないでしょうか・
・・☆
その他、よく飛ぶ飛行リングや紙コップでロボットアーム作りなどの工作コーナーや釣り針を
見て何の魚を釣るものかを当てるクイズもあり、カードごとに武器の強さや難易度が違うため全
てのカードを手に入れようと子供たちはあっちにこっちにと忙しそうに参加していました。
そして最後はオンダンとの最終対決です。集めたカードを必殺武器と
交換し、オンダンや怪獣フィギュアを倒す的当てに挑戦しました。GETし
た武器を駆使しオンダンをやっつけようとみんな頑張ってくれました。こ
れからも色んなことに挑戦し進化し続けよう！！
ご協力いただいた山中先生、紋別高校の生徒のみなさん本当にありがとうございました。

冬のギザ祭り最終イベ ント『流氷重さ当てク イズ（1/5～3/2開催）』の計測と各賞の当選者の発表を最終日の
3/2に 行い ました。毎回全国各地から多数応募をいただいていますが、 今回は６２３名の方が応募して下さいまし
た。
気になる流氷の重さは・・・４８．４ｋｇでした！ちょっと大きめということで重めに予想される方が多かったです。残念なが
らピタリと当てた方はいませんでしたが、わずか０．１ｋｇ差で４８．３ｋｇと予想された方が２名おり抽選の結果、東京都の石
川雪江さんがピタリ賞に輝きました。石川さんには1万円相当の海産物セットをお贈りしました。
（＊同一誤差の場合は下優先とさせていただきます）
また計測会参加者の中から、４８．５kgと回答して下さった旭川市の大平和人さんが当日ピタリ賞に決まり、こちら
は５千円相当のはまなす牛をお贈りしました。
それでは各賞の当選者の方々を発表いたします。皆さんおめでとうございました。
【ピタリ賞 １万円相当の海産物 １名】
◎東京都
石川 雪江 さん

☆４８．３㎏

【前後賞 ２千５百円分の図書カードと絵はがき ２名】
◎東京都
東
君康 さん
４８．３㎏
◎札幌市
山道
生 さん
☆４８．５㎏
【ギザ賞
オリジナルおしぼりと絵はがき １０名】
◎東京都
星野 裕一 さん
４７．８㎏
◎紋別市
島村 洋四郎さん
４８．０㎏
◎神奈川県
池田 良唯 さん
４８．５㎏
◎紋別市
片桐 春夫 さん
４８．６㎏
◎福島県
金成 真広 さん
４８．７㎏

◎釧路市
◎帯広市
◎室蘭市
◎名寄市
◎旭川市

赤間 朋子 さん
４７．８㎏
米田 悠里 さん
４８．０㎏
宍戸 絵美 さん
４８．５㎏
岡元 早苗 さん
４８．７㎏
館岡 知弘 さん ☆４９．２㎏
（☆印は抽選により決定）

◆別枠◆
【当日 ピタリ賞
◎旭川市
【当日 前後賞
◎札幌市
◎旭川市

５千円相当のはまなす牛
大平 和人 さん
千５百円分の図書カード
黒田 知樹 さん
小川 風太 さん

１名】
４８．５kg
２名】
３８．０㎏
６２．２㎏
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１/２７～２/２８の１ヶ月間、当センター多目的ホールにおいて、巡回パネル展を開催しました。
全国科学館連携協議会が行っている巡回展示事業を活用したもので、今回はＪＩＣＡと ＪＳＴが連携する
国際共同研究プログラム(SATREPS=サトレップス )の研究員が撮影した、地球環境や食糧・エネルギーの問題など、私
たちが暮らす地球ではどんなことが起きているのか、また問題・課題に対し研究員たちはどのような取組をして
いるのかをパネルやモニタ－で紹介しました。
お客さまが関心を示していたのは、地球温暖化を取り上げたもので「危機を防げ」がテーマの、ブータンヒ
マラヤにおける氷河湖決壊洪水やマレー半島の集中豪雨の現状や対策についてでした。
今回の巡回パネル展は、お客さまそれぞれに何かを感じ取り、じっくりと考えてもらう場
になったのではないかと感じています。
地球のため未来のために大切なことは、関心を持つこと、そして小さな事でも行動す
ることではないかと思います。
期間中は、たくさんの方にご来場いただきありがとうございました。

恒例 の北方圏 国際シンポジウムの 協賛事業 「ホワイト コンサ ート」 が２／１７に開 催され ました。
流 氷が押 し寄せ 強風が 吹き 荒れる中、会 場は熱 気に包 まれていました。今 回の出 演者 はなんと、東 宝スターであり ミュ
ージ カル 界の 巨 匠、俳 優の 宝 田明 さんをお 迎えしました！ さらに友 情出 演 で宝 田さんを師と仰 ぐミュージ カル俳 優、沢 木
順さん。そして、沢木 さんの ミュージカル にも出演 し音楽 講師 も務 める松川 裕さん(ピア ノ)という豪華 な顔 ぶれ でコンサ ー
トは大盛 況！開 場前から長蛇の列 ができていました。
開演 と共 に宝田さんがステージに登場 すると、その圧 倒的な存在感 とオーラに歓声 が上がり 、名 曲「慕情 」や「 トゥ・ ヤン
グ」 など年 齢 を感 じさせない身 のこ なしで歌い上 げ会 場を魅了 しま した。曲 中に は客 席に降 りていき 女性 のお客 様へ キス
の大 サービスも♪ そして今 回、友 情出 演の 沢 木さんが登 場すると父である八 洲秀 章さん作 曲の ｢あ ざみの 歌｣を熱唱 。す
ると途 中で宝田 さんが 乱入 し、豪 華デュエ ットも聞か せてくれま した。その後 も｢トゥナイト ｣や ｢踊 り明か そう｣などの 数々 の
ミュージ カルナ ンバ ーを披 露し、合間 のト ークでは宝 田さんが俳 優として歩 んできた半 生や 、長 年出 演
してきた映画 ｢ゴジラ｣の 撮影秘 話を語 ったりと歌以外 でも楽 しま せてくれ ました。また、沢 木さんが登 場
するたびに師 弟関係 ならではの コミカル なやり とりで会場を笑いの 渦に巻き 込む場面 も。そんなお二 人
と、常にア イコンタクトを交わ しながら笑顔 でピアノを弾く 松川さんの姿もと
ても印 象的 で、本当 に楽 しそうに演 奏され てい ました。こ のように 、息 の合
った三 人の ステージ にお 客様 は大 満足 だったのではないでしょうか 。宝田
さん、沢木さん、松川さん、素敵な夜をあり がとうございました。
来 年 は 、 ど んな素 敵 なコ ン サ ー ト に なる の か 楽 しみ で すね ！

この度、新しく小野 博生（おの ひろき）さんが、センターのメンバーに加わりました。この場を借りて、皆さまにご挨拶
いたします 。
みなさんはじめまして。１月より勤務しております小野博生です。
センターで見た巨大な流氷とアストロビジョンに、大変驚いてしまってから十数年後、働かせていただけるチ
ャンスをいただき嬉しく思っております。センターでの仕事は働き始めてから毎日がわからない事の連続ですが、
小さいことからひとつひとつ先輩のみなさんに優しく教えてもらっています。まだまだ未熟ですが、センターに
来てくださる皆さんにワクワクして、楽しく、喜んで、また来てもらえるように頑張りますので、宜しくお願い
いたします。

≪休館日のお知らせ≫
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は休館日
※通常開館時間は９：００～１７：００
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※４月２８日は臨時開館
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