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８/１３より、センターの展示室に新しい仲間が登場しました！

開発に約１年、試行錯誤の末ようやく完成した『氷晶発生装置』は、なんと！常温の展示室

内で流氷が生まれる瞬間を見ることができるのです。すごーい♪パチパチ♪

みなさん、水が凍る瞬間を見たことがありますか？ないですよね！！

この装置は、水槽の中の海水を-１．８℃まで冷やし過冷却状態（水が凍るはず

の温度になっても凍らずにあること）になっているところに、同装置で作った霜を

削り取って入れます。すると、この霜がきっかけとなって氷晶（ひょうしょう）とよば

れる流氷の赤ちゃんが生まれます。生まれたばかりの氷晶は小さくキラキラして

いてとても綺麗です。氷晶はだんだん大きくなって浮き上がりまとまっていきま

す。（氷は海水よりも軽いからです）自然界では、これが集まって固まり大きな流

氷になるんです。大きな流氷も生まれた時は小さな小さな結晶なんです。青い海

から白い海へと姿を変える自然の神秘・・・その始まりの貴重な瞬間を是非あな

たの目でご覧下さい。

チャンスは約５０分に１度おとずれます。

お時間には余裕をもってお越しくださ～い。

｢海と船の巡回展｣
過去２回開催し大好評だった｢海と船の巡回展｣を10月6日(日)～12月9日(日)

の期間、開催します。

東京にある船の科学館・海と船のネットワークの協力により、今回で3回目とな

ります。海に囲まれている島国日本、そしてオホーツク海に面した紋別で生きる

私達は海と深い関わりがありますが、まだまだ知らないことがたくさんあると思い

ます。そんな海や船に関する不思議や、素晴らしさを楽しく学べる展示物がたくさ

ん登場します。数あるおもしろアイテムの中から、少しだけご紹介します。

まずは｢イルカトーク｣。これはイルカ同士の交信を疑似体験することができる

凄いアイテムです。イルカの気分でお話ししてみましょう♪次に｢ウミガメオス・メススマートボール｣。卵から生まれてく

る子ガメのオスとメスの確率の変化をゲームで学ぶ楽しい装置です。そして｢親

子を探せ｣は、色々な海の生き物の親と子供の写真を見て、親子のペアを探し

当てるパズル形式の展示アイテム。親子を組み合わせると、秘密のメッセージ

が出現します！その他にも、海に関連したウンチのお話を知ることができる｢海

のトイレット｣や、珍しい船の模型が大集合！｢進化する船たち｣などなど、この他

にもたくさんの体験型展示が登場しますよ。センターでは流氷について学び巡

回展で海や船について知識を深めたら、君はもう海洋博士になれるかも！？

約２ヶ月間開催しますので、ご家族やお友達を誘っていっぱい遊びに来て下さ

い。たくさんのご来場お待ちしてまーす！



流氷科学センター主催事業

「妹尾優二・三沢勝也 写真展 水と魚の世界」
北海道の河川を知り尽くしている(社)流域生態研究所所長の妹尾優二[せおゆうじ]氏と、共に活動を行ってい

る三沢勝也[みさわかつや]氏による写真展「水と魚の世界」を開催いたします。

両氏は北海道の様々な場所で水中の生きものや水辺の環境・自然の写真を撮影しています。
魚は「人間よりもずーっと長い歴史を持っている」（抜粋）と妹尾氏は言います。

魚の生き方を見ることによって今この地球で、私たちの地域で、何が起こっているのか・・・様々な角度から捉えた
魚と自然の写真、私たちが自然や生きもの達と、どう共存していかなければいけないのかを感じてもらえる写真展です。

開催初日には、オープニングイベントとしてオホーツク流氷科学講座を開催、講師には妹尾氏を招き「オホーツク

の川と魚」をテーマに特別講演をしていただきます。

【妹尾優二・三沢勝也 写真展 水と魚の世界】

○ 開催期間：平成２４年１０月２０日（土）～１１月３０日（金）
○ 開催場所：流氷科学センター 多目的ホール

○ そ の 他：入場無料

【第４８回オホーツク流氷科学講座 妹尾優二特別講演 オホーツクの川と魚】
○ 開催日時：平成２４年１０月２０日（土） 午後１時～３時

○ 開催場所：流氷科学センター 多目的ホール

○ そ の 他：入場無料 （定員 約70名）
○ 問合せ先：流氷科学センター 電話 （0158）23-5400）

9/15(土)から、センター多目的ホールにて企画展が始まり、初日から３日間はオープニングイベントを行い
ました。たくさんの方が参加してくれたイベントの内容を少しご紹介します。

１５日 科学教室｢エネルギーを体験しよう｣
センターの中から外まで色々な科学ブースが登場！正面玄関では真貝林工さんによ

り「ペレットストーブ」で手作りピザが焼かれ、前庭では北見工大の岡崎 文保准教
授による「ソーラークッカー」を使った焼肉や目玉焼きの実演が行われました♪太陽
の熱ってすごい、、、。これらは来場者に振舞われました。またエントランスホールで
は「ぺルチェ発電」「水力発電」などでモーターやＬＥＤライトをつける自然の電力
を体験しました。さらに3階では、北海道エネルギー㈱さんによる「ＥＮＥＯＳ環境

学習 キャンドル作り」も行われ、身近な石油製品のお話を聞いてからキャンドル作りがスタート！ロウの中
に色とりどりのブロックを好きなように入れ、世界に１つのオリジナルキャンドル作りを楽しみました。

１６日 試乗体験「エコカー大集合」
今人気のエコカー、「三菱i-MiEV」、「日産リーフ」、「トヨタプリウスPHV」がセンタ

ー前の広場に大集合！さらに北網圏北見文化センターから、かわいらしい「エゾリス
ソーラーカー」もやって来ました。この日はビミョーな曇り空、、、にもかかわらずた
くさんの親子連れやちびっ子達が集まってくれました。イベントを知らずにセンター
へ来た方も、話題のエコカーに興味津々のようでぞくぞくと会場広場へ集まり、それ
ぞれの乗り心地を体験しました。

１７日 親子で学ぶ「地球環境とエネルギーのサイエンス」
北海道ecoアカデミアによる北海道大学、谷口 博名誉教授の講演会では親子や学生、
一般市民の方が参加してくれ、皆さん興味深く聞き入っていました。講演会で地球環
境とエネルギーについて学んだ後は3階で、親子でソーラーカー製作！全長10㎝ほど
のソーラーカーは細かい作業が多く手こずる場面もありましたが、親子で力を合わせ
て組み立てていきました。完成後は、スポットライトを当て
て軽く試運転。自分で作ったソーラーカーが動いたのを見て、
みんな大喜びでした。

3日間のオープニングイベントはたくさんの方の協力により大盛況で終えることができ
ました。ありがとうございました。

企画展は10/14(日)までの開催です。皆さまのご来場おまちしております。



7/21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8/19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729名（うち当日枠18名）、残念ながらピタリと数字を当てた方はいませんでしたが、わずか０．１㎏差
で予想頂いた2名のうち抽選の結果、長野県の石原 洋介さんがピタリ賞に輝き、1万円相当の海産物セットをお送り
しました。また、最終日に行われた計測参加者からは、３６．８㎏と予想された北見市の西垣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。
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
長野県 石原 洋介 さん ☆３６．９㎏

◎前後賞（２千５百円図書カード・絵ハガキ） ２名
群馬県 藤崎 美和 さん ３６．９㎏
函館市 鈴木 若葉 さん ☆３７．２㎏

（☆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

札幌市 須藤あまね さん ３６．５㎏ 長野県 荒井 和敏 さん ３７．２㎏
東京都 玉村 和己 さん ３６．６㎏ 釧路町 舟根佐知子 さん ３７．３㎏
大阪府 村田 理子 さん ３６．７㎏ 千葉県 河村 優作 さん ３７．５㎏
北見市 佐藤 啓子 さん ３６．８㎏ 神奈川県 武井 正美 さん ３７．５㎏
札幌市 逸見 淳 さん ３６．８㎏ 奈良県 小林あゆみ さん ３７．５㎏

【別枠 当日参加者の中から抽選】
◎ピタリ賞（５千円相当はまなす牛） １名

北見市 西垣 智明 さん ３６．８㎏

◎前後賞（千５百円図書カード） ２名
紋別市 あべはるか さん ３５．０㎏
旭川市 村上 和応 さん ４４．４㎏

東海大学の学生、岡元 一弘くんが、ガリヤ地区施設で様々な研修を行いました。
何事にも一生懸命でとっても真面目な好青年、岡元くんの感想をご紹介します。

8月12日～31日までの19日間の実習期間でしたが、その中で色々な経験をしました。
ギザ祭りの展示のために海や川で生き物を捕獲し、捕獲した生物の解説を来館者に行
ったり、色々な漂流物を拾って展示、さらには、小学生と一緒になって地引網を引く
ことも行ったりと、本当に多くの経験をさせていただくことができました。その他に
も、流氷水族館に展示するチカとヌマガレイの氷漬けの展示パネルの制作や、北の海

にいる貝と南の海にいる貝との比較した展示についても経験させていただきました。今回自分は、学芸員とい
う仕事を通して、学芸員の仕事の面白さや大変さを自分の体で、体験することができ、今後の人生にとって、
本当に大きな財産になりました。お世話になった全ての職員さんにとても感謝しています。19日間の実習を通
し、学芸員というのは、本当にやりがいのある仕事だと感じました。今後は、自分も学芸員として、働いてい
くことを目標に残り半年の学生生活を送っていきたいと思います。

９月２０日～３０日までセンターエントランスホールにて開催の『夏休み自由研究展』で
は、今年も子供達の個性溢れるユニークな作品が勢揃いしました。

野球盤やオセロに将棋など昔懐かしい工作、ペットボトルや空き缶を使ったエコな作品
の他、野菜嫌いについて調べた作品は大人にはわからない子供目

線で作られており、なかなか興味深いデータになっていました。つまようじ14,000本を使
ったサッカーボールは、そのつまようじの数にビックリ！？根気のいる作業にあっぱれ！
また話題のスカイツリーやたくさんの感動をくれたオリンピックを再現したものもあり、
手が込んだ力作揃い！どの作品もそれぞれ甲乙付け難い素晴らしいものでした。

さて、来年はどんな作品が集まるのか。。。次回も楽しみですね♪



≪休館日のお知らせ≫
１０月 １１月 １２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 １ ２ ３ １
７ ８ ９ 10 11 12 13 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 ９ 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

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）
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生田孝子作品展 「和の布を素敵に」
8/17から開催していた、市内在住で裂き織り作家 生田孝子さんの作品展が、8/２６大盛況のうち終了しました。

市内・近隣市町村はもとより、全国各地から生田ファンが来館し、興味深く熱心に作品展
をご覧になっていました。とにかくリピーターが多いので、生田さんは「みなさんには、前回も

来ていただいているので、更に楽しんでもらえるようにとの思いで開催しています。」と話して
くれました。

会場の入り口から既に伝わる和の空間の心地よさ。照明などもセンスよく配置され、やは
り期待どおり。場内を彩る装飾は工夫を凝らし、手間暇をかけて作られたものばかり。ほお

ずきの脈だけ残し、実の部分を古布にしてみたり、和布にドン
グリの笠を被せたストラップにするなど、素敵なアイディアが

満載。一部、頒布を行ない、ゆっくりお話できるコーナーも設けたため、特に女性には人気でした。

期間中には、若いアジア人女性たちも観覧し、興味津々といった様子で日本文化を堪能し
ていました。

開催期間中は、たくさんのご来場をいただき、ありがとうございました！！

7/30・31日に開催した自然体験・宿泊学習「わいるどトレック２０１２」の活動
のまとめを8/4～31日までセンターエントランスホールにて、写真パネルや漂流
物、漂流物を利用した工作などで展示報告しました。
漂流物はコムケ湖をビーチコーミングし拾ってきたもので、その中には日本のも
のだけではなくロシア語やハングルで書かれたものも。海はつながっているんだな
ぁと実感しますね。他にアンパンマンのサンダルが片方あ
りました。が、よーく見ると・・・・・

“ANANPAN”（アナンパン？アンアンパン？）苦笑。どこから流れてきたもの
でしょう・・・？漂流物を使った工作は子供達の自由な発想で作られたワイル
ド～なものがいっぱいでした。こういうのも自由研究にいいね！とたくさんの
方が足を止めて見ていました。


