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第２１回目となる「オホーツクの四季」写真コンテストは、全国８都道府県（道内３５市町村）より過去最
高人数１１２名、３３８点の応募をいただきました。（前年度８６名３３７点）今回から１人４点までの応募
としましたが、前年以上の作品数となりました。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。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）
大江 平次郎（北見市）
『牧場の夜明け』

授賞式参加者のみなさん
□特選 ◆入選
（流氷科学センター所長賞） 『凍てつくフレペ滝』 大鹿 静彦（北見市）
大場 稔康（北見市） 『晩夏の情景』 太田 正紘（北見市）
『兆候』 『花咲く丘』 掛端 祐吉（北見市）

『祭の風景』 木村 勝（北見市）
『秋光』 原田 勝美（北見市）
『氷の華』 中田 正志（置戸町）
『雪渓』 相澤 良一（置戸町）
『真夜中の浜』 大山 時治（紋別市）
『ラブシーン』 工藤 哲哉（枝幸町）
『夏を駆ける』 反保 祐介（釧路市）

□特選 『終わりなき旅へ』 池田 大（函館市）
（流氷倶楽部会長賞） 『厳冬期の知床を登る』 初鹿 裕康（東京都）
竹岡 孝二（遠軽町）
『しばれの朝』 ◇特別賞（ガリヤ賞）

『夕暮の紋別港』 加藤 昭七（奈良県）
『くれない（紅）』 遠藤 彰（紋別市）
『ママ大好き！』 小舘 雅芳（北見市）

●応募いただいた全作品は４月１５日（日）まで当センター多目的ホールにて
展示しております。（入場無料）

このパズルは下から積みあげていかなければ完成しません！！
なぜなら・・・下の生き物がいるから上の生き物が生きていられるから

です。イラストは市内で絵画教室をひらいている、アトリエワタナベの渡辺ゆかりさんに描いていた
だきました。。

流氷型模型の,のぞき穴を覗くとプランクトンを観察できます。オホーツク海は流氷が来ることでプ
ランクトンが豊富な豊かな海になります。流氷の下にはどんなプランクトンがいるのか覗いてみよう
♪楽しく学んで君も流氷博士だ！！



毎年３月は、当センターの厳寒体験室に展示している流氷の新旧交代劇が繰り広げられます。
昇華して小さくなったり、汚れが目立つ古い流氷に別れを告げ、その年に採取した新しい流氷

が仲間入りするというドラマチックな季節なのです。ところが昨年は自然には勝てず、とうとう
流氷採取ができずじまい。当然入れ替えもできないまま、流氷期はあえなく終了・・・。‘今年こ
そは!’と、相当気合いを入れ獲物を狙うがごとくスルドイ視線をオホーツク海に注ぎ、手ぐすね

引いて待ち構えていたところ・・・
例年より早い２/３、採ったどぉー！！デカイッ、久々にデカイッ！迫力満点です！

２/６～８日に行ったここ数年ぶりの流氷総入れ替え作業で、－２０℃の厳寒体験室は白
い世界となり、その中でもひときは目を惹くニューフェイスの【オサガメ】（紋別漁業協同
組合さん提供）。 よく見ると顔がちょっぴり恐いのが玉にキズですが、絶滅危惧種であ

り価値ある資料として保存しつつ、お客さまにも見てもらおうと２／6から展示を始めました。

全長１７０ｃm ・ 体重２３５㎏かなりの大物です。 黒い大物オサガメ、そして新しい流氷たち
が創り出す白い世界をお楽しみください。
皆さまのお越しをお待ちしております。

いきいき陶芸会 展示頒布会 おこないまーす♪

今年も『いきいき陶芸会』の展示頒布会が５/３（木）～５/５（土）の３日間、当センターのエントラン
スホールにて行われます。
『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。毎年恒例に
なっていて年に２回、ＧＷとお盆に開催しています。
作品は種類も豊富で、小皿から大皿、マグカップに飾り物まで、毎年いろいろな作

品が増えています。どれも、とってもお手頃価格なのでまとめ買いする方も多数！！
この機会に買い揃えてみてはいかがでしょうか？リピーターにとっては待ち遠しいこ
の陶芸会、まだ見たことがない方は是非一度足を運び、温もり感じる陶芸品をお楽し
み下さい♪
今年はどんな作品が並ぶのでしょうか？今から楽しみですね。ワクワク♪
たくさんのご来館お待ちしてます。

｢ブロードウェイ・宝塚ミュージカルの世界｣

今年で、第２０回目という節目を迎えたホワイトコンサート。 北方圏国際シンポジウムの協賛事業として２/２０に開
催されました。

流氷が押し寄せる寒い夜をホットにしてくれた出演者の方々は、日本を代表するミュージカ
ル俳優、沢木順さん。元宝塚、宙組男役スターの光海舞人さん、同じく元宝塚で娘役、ＮＨＫの
うたのお姉さんとしても活躍した真白ふありさん。そして、沢木さんのオリジナルミュージカルに
も出演し、ビクター音楽カレッジ講師も務める松川裕さん（ピアノ）の４名と、とても豪華な顔ぶ
れで、コンサートは大盛況！開場時間前から、すでに多くのお客様が列を作り、開場するとあ
っと言う間に客席のほとんどが埋まってしまいました。急遽、通路に席を用意するなど、超満員

の会場は熱気ムンムン。

ステージは沢木さんの歌から始まり、沢木さんの父親でもある八州秀章さん作曲の「あざみの歌」や「愛の讃歌」など
を披露。歌声はもちろんのこと、合間のトークや松川さんとの掛け合いがとにかく楽しい！時折、会場は笑いの渦に包
まれ和やかムード。また、光海さん、真白さんのお二人が登場すると雰囲気は一変。きらびや
かで、息の合った歌と踊りに観客は・・・あっという間に宝塚の世界に引き込まれてしまいまし
た。また、皆さんの歌声を生かす松川さんのピアノは素晴らしく、とても楽しそうに弾く姿が魅力
的でした。沢木さん、光海さん、真白さん、松川さん、素敵なひと時をありがとうございました。
来年のコンサートも今から楽しみですね。乞うご期待！



1/5からスタートしたギザ祭り恒例イベント「流氷重さ当てクイズ」が2/19に多くの皆さんのご参加により無事終了 し
ました。応募総数360名（うち当日枠18名）の中から見事ピタリと重さを当てたのは・・・
埼玉県の高橋 良子さん、ただお一人でした！！パチパチ♪高橋さんには海産物セットをお贈りしました。
また、最終日に行われた計測参加者からは、３４．５㎏と予想された札幌市の伊藤さんが当日ピタリ賞に決まり、こ ち
らも海産物セットをお贈りしました。
各賞の当選者は次の方々です。当選者の皆さま、おめでとうございます！！

◎ピタリ賞（１万円相当海産物） １名
埼玉県 高橋 良子 さん ３５．３㎏

◎前後賞（２千５百円図書カード・絵ハガキ） ２名
千葉県 山下 宏 さん ☆３５．２㎏

苫小牧市 水上 美佳 さん ☆３５．５㎏
（☆印は抽選で決定しました）

◎ギザ賞（オリジナルおしぼり・ストラップ） １０名
東京都 相原 章一 さん ☆３４．５㎏ 東京都 松谷 秀祐 さん ３５．１㎏
室蘭市 宍戸 絵美 さん ３４．７㎏ 札幌市 三浦 佑太 さん ３５．２㎏
紋別市 小番 菫 さん ３４．８㎏ 大阪府 谷 和子 さん ３５．５㎏
紋別市 高橋瞭太郞 さん ３５．０㎏ 東京都 栗山 純子 さん ３５．５㎏
大阪府 井上美穂子 さん ３５．０㎏ 北見市 生部 祥子 さん ３５．７㎏

【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

札幌市 伊藤 隼人 さん ３４．５㎏

◎ニアピン賞（千５百円図書カード） ２名
札幌市 工藤のぞみ さん ３０．０㎏
札幌市 豊川 揚也 さん ３２．１㎏

流氷も姿を消し、少しずつ春らしくなってきましたね。そんな中、ギザでは初！！の春休みイベントを開催しました。

展示室にある４つのミッションをクリアしながらスタンプを集め最終ミッションにチャレンジします。ミ
ッションは５つ！記憶力、技術力、想像力、直観力（超能力？）、と集中力をフルに使います。
記憶力では、２０秒で１０枚５絵柄を揃えます。子供は頭が柔らかいですね！ほとんどの子が出
来ていました。技術力では、おりがみで手裏剣を作り忍者ポーズで的に入れます。結構近い距離
ですが、なかなか難しく苦戦していたようでした。想像力では、絵心の全く無い職員が描いた絵を
当ててもらいます。ほとんど正解してくれたものの、中には全く伝わらなかったもありました（笑）直
観力（超能力？）では、コップに入れて振ったサイコロの目を当てるというもの。これは予想通り、か

なり大変だったようでした。
最終ミッションでは、スタンプの分だけ射的の玉と交換し、当てた的の点数の合計によって景品がもらえます。お目当ての
景品をＧＥＴするため、みんな真剣に頑張ってました♪
また、スペシャルサイエンスショーとして紋別高校自然科学部自作による「ホバークラフトに乗ってみよう！」を行い、謎の

物体に子供達は興味津々！音はまるで掃除機？のようですが、ふわっと浮いたホバークラフトに３人も乗れちゃうくらいのパ
ワーがあるんです。楽しくて何度も乗る子もいるなど大盛り上がりでした。

自分の体で体験した後はＣＤと風船で簡単なホバークラフト作りを実施。楽しむだけではなく勉
強になる！一緒に来られたお父さんやお母さんも子供達の笑顔が見られた一日になったのでは
ないでしょうか♪

身近に科学を体験することで子供たちに科学への好奇心が芽生えてくれたらなぁと願いつつ、
これからもどんどん楽しい科学教室や体験をお届けしたいと思います。
みんな新しい一年へＪＵＭＰ！！まだ知らない自分に出会おう！！



≪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 ３ ４ ５ ６ ７ １ ２ ３ ４ ５ 1 ２
８ ９ 10 11 12 13 14 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 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月３０日は臨時開館
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2/4日～29日の期間、平成23年度企画展「オホーツク海と流氷のふしぎ」～流氷
からのおくりもの、凍る海のふしぎとその役割～を開催しました。当センター所長で
「流氷ハカセ」こと青田昌秋の著書「白い海・凍る海」をテーマとした展示物や解説
パネルを制作・展示紹介し、この企画展に関連するイベントも開催しました。
簡単にご紹介します。

☆２/４高校生シンポジウム＆
海洋楽研究所 林正道さんによる講演会

地元の高校生によるシンポジウムとして、午前中にワークショップ、午後から研
究発表や海洋楽研究所所長の林正道さんによる講演・実演会を行いました。ワー
クショップでは「再生可能エネルギー」について、その技術や導入から活用までの
方法などを、グループごとに話し合い発表しました。午後からの研究発表では、自然科学部によるアサリの調査報告や
ビジネス科による地元名産品の商品開発、電子機械科による組み立て式ミニトラ
ックの開発について、それぞれ発表がありました。その後に行われた海洋楽研究
所の林さんの講演では、林さんのこれまでの活動内容や秘話などをＴＶ番組で取
り上げられた映像と合わせてお話がありました。

☆２/４お魚ロボットがやってくる
（シンポジウム参加者＆招待児童）

高校生シンポジウムの後は、参加者と招待児童（紋別養護学校の児童と保護
者）が林さんのお魚ロボットの実演を見学しました。この本物そっくりな魚たち、何
とペットボトルなどの廃材からできてるそう！！驚きながらも、みなさん興味津々で
した。

☆２/５お魚ロボットがやってくる（一般募集）
この日は、一般募集をした児童・保護者が午前午後を合わせ約１００名程参加

しました。市内ではインフルエンザがピークだったため、キャンセルが相次ぎました
が、なんとか中止をせず開催することができました。林さんの軽快なトークと本当
に本物そっくりなロボットの動きに子供たちは夢中！水しぶきがかかっても楽しそ
うな笑顔が印象的でした。お魚ロボットを使う実演会や講演会は、これが最後とい
うこともあり時間がきても、もっと見たいという子供たちのリクエストに丁寧に応えて
くれていました。


