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昨年の１１月より応募をしておりました「オホーツクの四季写真コンテスト」の審査結果を発表いたします。

今回で２０回目という節目を迎えました。おかげさまで応募者数８６名、応募総数３３７点と過去最高となりまし

た。最優秀賞（北海道知事賞）、特選、入選につきましては北海道写真協会の審査員に依頼し、特別賞（ガリ

ヤ）はガリヤ地区施設の責任者が選定いたしました。全国より応募のあった作品は季節ごとに鑑賞できるよう

に分け３月３１日（木）までセンター多目的ホールにて全作品を展示しております。《入場無料》

また、展示期間中は来場者が投票する「オホーツクの魅力溢れる写真コンテスト」も開催しております。来場

者がお気に入りの写真に投票し、上位３名には賞品をプレゼントします。今回は応募数も増えましたが写真愛

好家の層も増え、学生や女性の応募者も目立ちました。全体的なレベルが上がり、なおかつ被写体のジャン

ルや撮影方法などの幅が広がり「魅力に溢れ、楽しく、参考になる」写真ばかりですので、是非ご覧下さい。

■最優秀賞（北海道知事賞） 『雷 鳴』 谷 謙三 （美幌町）

□特選（流氷科学センター所長賞）『波 涛』金山 康一（北見市）
□特選（流氷倶楽部会長賞） 『雨雲迫る』石川 栄三（北見市）

◆入選

『朝のファンタジー』竹岡孝二（遠軽町）、『狙い』工藤哲哉（枝幸町）、『笠氷』小林功男（紋別市）

『氷壁に挑む』相澤良一（置戸町）、『流氷海中遊泳』宮坪幸雄（紋別市）、『赤い流れ』大場稔康（北見市）

『春待つ漁港』木村 勝（北見市）、『幻想の朝』猪狩弘子（北見市）、『多忙な春』市原利明（北見市）

『芝桜満開』千葉 慶（遠軽町）、『虹』中田正志（置戸町）、『星舞う丘で』松江 潤

◇特別賞（ガリヤ賞）

『コムケ湖の朝』佐々木栄市（紋別市）、『ガリンコ号を望む』原 志利（紋別市）、『似合かな』井上政雄（湧別町）
※敬称略

ギザの３階で鳥博士になれる!!・・・ かも♪
みなさん、当センター３階展望室から見える景色ってご存知ですか？

夏は青い空・海にガリンコ号Ⅱの真っ赤なボディーが映え、冬は地平線に白い流氷

が見えたり、すぐそばの海岸に流氷が押し寄せている光景なども見えたりします。こ

ういった景色の他に、望遠鏡をのぞいて見るとカモメが海にぷかぷか♪見たことのな

い鳥がぷかぷか♪せっかく見ても何の種類かわからない、あれなんだ？！という方の

ために「展望室からよく見られる鳥の写真＆図鑑」を設置しました！ぜひ３Ｆ望遠鏡

をご利用下さい！ぷかぷかしてるのはシロカモメ！今飛び立とうとしているのはホオ

ジロガモ！と、言い当てちゃってくださいね！お待ちしております♪♪



お待たせしました!! いきいき陶芸会展示頒布会 おこないま～す♪

ＧＷ期間中の、 ５月1日 （日 ）～４日 （水 ）に当センターのエントランスホールにて 『いきいき陶芸

会』の展示頒布会が行われます。

作品を作っている方たちは、 リハビリなどの目的で陶芸作品を制作しているグループで、毎年Ｇ

Ｗとお盆に開催しているため、お客様も覚えていて 「作品展はいつからですか？ 」と聞かれるほど

大好評です！種類もたくさんあり 、小皿から大皿、湯飲み 、小物といろい

ろあるのでご自宅の食器を買い揃えてみるのもいいですね。

今年も個性あふれる作品を、センターの職員も楽しみにしています。

まだ見た事のない方、陶芸に興味のある方、そしてファンのみなさん！

今回も素晴らしい作品が展示されることでしょう。今から楽しみ

ですね♪たくさんのお客様のご来館お待ちしております。

『流 氷 絵 手 紙 展』

年明けから募集していました、流氷絵手紙を一堂に展示する

『流氷絵手紙展』を４月９日（土）～５月１５日（日）の期間当センター多目的ホールにて開催い

たします。この絵手紙展は、平成１６年に「流氷とガリンコ号」が北海道遺産に登録された事をき

っかけに、流氷に対する想いなどを絵手紙に表現してもらおうと始めたもので今回で７回目を迎え

ます。

最近では筆をとる機会も減り、電子機器の出番が多くなりましたがやはり、手書きだからこそ伝

わる思い・温かさがあるのではないでしょうか・・・作品の中には流氷をテーマとした作品から日

々の暮らしや動植物などを題材にしたもの、またサイズも大小さまざま。心温まるゆったりとした

空間をお楽しみ下さい。おまちしております♪

開 催 日 平成２３年４月９日（土）～５月１５日（日）

開催場所 流氷科学センター 多目的ホール

入 場 料 無 料

「堀内むつみのぬくぬく展」終了
３／４～６まで、北見在住の｢手作り布作家｣である堀内睦さん（アトリ

エＭＯＯＮ主宰）のオリジナル創作はんてんの展示会『ぬくぬく展』を当

センターエントランスホールにて開催しました。
２００８年にＮＨＫ北見放送局のギャラリーで行った８日間の展示会が

地元で人気を呼んだことを機に全道各地で個展を開き、今回５回目は、初

めてのセンターでの開催となりました。
最近は高くなるばかりの灯油ですが、｢可愛く楽しいデザインのはんて

んを着ることで、部屋の温度を少し下げ、心も体も温かく過ごせたら･･･｣というエコをコンセ
プトに制作。堀内さんのはんてんは、綿が入ってない代わりに内側に保温効果の高いフリース

を使っているのが特徴です。温もりはそのままに、お洗濯がしやすく優
しい肌触りです。またそれぞれに刺繍・刺し子・パッチワークが施され、

１枚仕上げるのに３週間～複雑なものは３ヶ月もかかるそうで、来館者

のみなさんは、その丁寧な仕事ぶりをじっくりと味わっていました。
今回はオリジナルはんてんの他、コースターや小物入れ・バックなど

約５０点が並び手作りの温かさを生かした作品展となりました。

たくさんのご来館ありがとうございました。



～第２６回北方圏国際シンポジウム～ 未来を背負う子供からの実習報告

『紋別ってすごい・すばらしい！』
今年も北方圏国際シンポジウムが2／20～24までの5日間、開催されました。26回目となる今回は、

北見工業大学の韓国留学生の方や、各大学の学生さんや先生方、またロシアやカナダの方など国内

外からたくさんの方が参加してくださいました。

シンポジウム最終日の24日午前には「ふるさとの自然を学ぶ」と題しまして、

紋別中学校1年生による野外学習報告「第1部・紋別ってすごい」、午後からは紋

別高校自然科学同好会による活動報告「第2部・紋別ってもっとすごいことがで

きる」が開催されました。26年の長い歴史を持つ北方圏国際シンポジウムでも、

地元中学生、高校生が参加するのは今回が初めてのことでした。

午前１０時から始まった「ふるさとの自然を学ぶ」をテーマにした紋別中学校

の生徒３ｸﾞﾙｰﾌﾟによる発表は、総合学習の一環で行ったとっかりセンターの見学や地引き網体験、砂

金堀体験などの野外学習で特に印象に残った、砂金堀で使う道具や金の価値、アザラシの生態につ

いて大人もなるほどと感心するほどの発表をしてくれました。

午後からは、当センターでもお世話になっている紋別高校自然科学同好会の皆さんが今年１年の活

動について、コムケ湖でのオオワシやオジロワシなどの野鳥観察、サンゴ草などの草花の観察と、そ

れぞれ個性豊かにまとめ上げ高校生らしい発表をしてくれました。紋別には、貴重な自然がたくさんあ

り、「すごい体験ができる」ということを、改めて私たちに教えてくれる発表でした。

この後行われたフォーラムでは、当センター職員をはじめ、オホーツクタワー、コムケの会、上藻別

駅逓保存会、市立博物館など関係者の皆さんに出席していただき、オホーツクの自然をより良い学習

の場として提供するために、また提供し続けるためにはどうすれば良いかを話し

合い、もっと連携を図ろうなどの意見が出され、これからの活動への大きな一歩

となるフォーラムになりました。

今回話し合われたことを基に、来年度は各施設横の連携を密に図り、地元の

子供たちに紋別のすごさ（素晴らしさ）をもっと知ってもらえるよう努力していきた

いと思います。

流氷重さ当てクイズ 結果発表
すっかりおなじみとなりました、「流氷重さ当てクイズ」は １／５～２／２０の期間開催し、最終日に流氷

計測と当選者発表を行いました。このクイズの主役となる、赤いマフラーを巻いた流氷は、見た目よりも
「重い！」と予想された方がとても多い中、みごとピタリと重さを当てた方がナント ・ ・ ・！ ３名もいまし
た！(各賞は抽選で決定しました)今回のピタリ賞の賞品は海産物又ははまなす牛のどちらか選べるよう

にしました。ピタリ賞の佐野さんは、はまなす牛を当日枠のピタリ賞の井実さんは海産物を選び大変喜ん
でいただけました♪それでは各賞に当選された方は次の通りです。皆さんおめでとうございました！

◎ピタリ賞（１万円相当はまなす牛） １名
札幌市 佐野 曜子 さん ☆４２．１kg

◎前後賞（２千５百円図書カード・絵はがき） ２名
登別市 外園 浩 さん ☆４２．１kg
紋別市 中本 好紀 さん ☆４２．１kg

(☆印は抽選で決定しました)

◎ギザ賞（携帯ストラップ・絵はがき） １０名
東京都 福永弘一郎 さん ４１ ．５kg 沖縄県 太田 邦晴 さん ４２．５kg
紋別市 大石 百音 さん ４２．３kg 滝川市 林 初子 さん ４２．５㎏
東京都 木戸 泰博 さん ４２．５kg 紋別市 小池 俊弘 さん ４２．６kg
旭川市 梶田 浩平 さん ４２．５kg 北見市 岩永 実紅 さん ４２．６kg
旭川市 加藤 勉 さん ４２．５kg 滝川市 横田美奈子 さん ☆４ １ ． ７kg

【別枠 当日参加者の中から抽選】
◎ピタリ賞（５千円相当海産物） １名

苫小牧市 井実 勝 さん ☆４３.５kg

◎前後賞（千５百円図書カード） ２名
札幌市 安田 源人 さん ☆４３．５㎏
札幌市 嶋田彩里耶 さん ４５．０㎏



≪休館日のお知らせ≫
４月 ５月 ６月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

１ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２ ３ ４
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ８ ９ 10 11 12 13 14 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

は休館日
※ 通常開館時間は９：００～１７：００ （入館は閉館の３０分前まで）
※ ４／２５、３０、５／２、６は臨時開館
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２０周年記念環境企画展 終了
１／２２～２／２３までの1カ月間、企画展｢きみのみらい・みらいのきみ～かこ

さとしと探しにいこう、絵本の中へ｣を開催しました。
多目的ホールには、絵本作家かこさとしさんの絵本を題材に、地球にいる自分か

ら過去に遡り、これから向かう未来について考えてもらうことを趣旨とした、巨大
なグラフィック塀風の他、かこさんの講演ビデオの上映や原画の展示、また当セン
ターの他に流氷公園さんや市立図書館さんにも協力をいただき、かこさんの絵本コ
ーナーを設けて、各施設で読み聞かせを行ったり、絵本にも出てくるホバークラフ

トの製作や、２／５には日本科学未来館さんとの共催でワークショップを行うな
ど、親子で楽しめる中味の濃い企画展だったのではないかと感じています。

来場者からも「とても良い内容でした」「多くの子供たち、親御さんに見て
もらいたいと思う」などの感想が寄せられました。開催にあたり、ご協力くだ
さった施設の皆さん、関係機関、そして紋別高校の先生や生徒さんに感謝いた
します。また期間中はたくさんのご来場をいただきありがとうございました。

第１９回ホワイトコンサート♪ ｢佐渡寧子と音楽を楽しむ夕べ｣
北方圏国際シンポジウムの協賛行事としてお馴染みの、ホワイトコンサートが２／２１に開催され

ました。今年で１９回目の開催となり、毎回好評をいただいております。

冷え込む紋別の夜を、ステキな歌声と音色で包んでくれた出演者の方々は、

劇団四季に復帰された女優の佐渡寧子さん（ソプラノ）、元劇団四季俳優で、佐

渡さんのご主人でもあるビョン・ホギルさん(テノール)、ピアニストの伊坪淑

子さん、クラリネット奏者の磯部周平さんと、大変豪華なコンサートとなりま

した。更に、特別ゲストとしてお迎えしたダンサーのイ・ガンビンさんは、な

んとタップダンスを披露！会場を多いに盛り上げてくれました。

佐渡さん、ホギルさんはそれぞれソロでの歌声の他、お二人で息の合った歌声も聞かせてくれ、また

合間のトークでも楽しませてくれました。そんなステキな歌声を更に生かす、伊

坪さんのピアノはとても素晴らしかったです。また、磯部さんのクラリネットの

ソロ演奏でも会場を魅了し本当に贅沢なコンサートでした。佐渡さん、ホギル

さん、磯部さん、伊坪さん、ガンビンさん、素晴らしい夜をありがとうござい

ました。次回は、どなたがいらしてくれるのでしょうか。ちょっと気が早いです

が、来年のコンサートが楽しみですね！


