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３月２日(土)１３時３０分、ついに！流氷科学センターの年間入館者が、３万人を突破しました！ご利用していただい
た、多くの皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！この記録は平成１４年度に達成して以来、じつ
に１０年振りの快挙となりました。記念すべき３万人目となった幸運な方は、東京都からお越しの島田 徹さん。奥様と
二人旅でご利用くださいました。当日は記録的な猛吹雪に見舞われましたが、島田さん夫妻は「吹雪も３万人目もいい
思い出！」と喜ばれていました。お二人にはささやかながら記念品を贈らせていただきました。
おめでとうございます♪今後も多くの方に楽しんでいただける施設を目指していきますので、よろしくお願いします！

オ ホーツクの魅力は自然とそこに 暮ら す人々です。春に は雄大な大地に草花が芽吹き、夏は清々しく、 秋には
たくさんの魚や農作物が獲れ、 厳しい 冬と共に 流氷がやっ てきま す。 そんな何気なく見てい る風景や人々も、立
ち止まりシ ャッターを押す一瞬に だけ 見るこ とのできる世界はき っとオホーツクの素晴らしさに 気づかせてくれる
事でしょう・・・。応募総数８５名１６３点より、厳正な審査の結果次のとおり各賞が決定いたしました。（敬称略）
◆北海道知事賞（最優秀賞）

『満月の夜』大場稔康（北見市）

◇流氷科学センター所長賞（特選）

『一湖に映る知床連峰』大江平次郎(北見市）

◇流氷倶楽部会長賞（特選）

『盛夏の大地』塩浜郁夫（北見市）

■入選
『オホ ーツクの夜明け 』客野ノ ブオ （名寄市） 『早暁の海辺』石川栄三（北見市） 『残氷』中村和子（紋別市）
『湧別の木（旅立ち）』那須繁勲（紋別市） 『厳しい春』千葉逸子（名寄市） 『夜空の大輪』堀内勇（和歌山県）
『流氷楽しむ 』佐々木美和（北見市） 『豊作を願う』村田博子（北見市） 『今夜も 大漁だ！』坂本練生（興部町）
『オホーツクの初秋』相澤良一（置戸町） 『ゴールイン』桧枝広美（網走市） 『山彦の滝に響く』大鹿静彦（北見市）
□ガリヤ賞
『初 冬新 雪 枝影 模様 』高 橋 勇造 （紋 別市 ）

『休息』渋谷初（紋別市）

『 結氷 の日 の出 』 原志 利（ 紋 別市 ）

第２２回オホーツクの四季写真展は、４月２１日（日）ま でセンター多目的ホールにて全応募作品を展示してお りま す。

世界最大数を誇る当センターの『クリオネハウス』。世界最大数といいながら年末にかけ、どんどん減って
ゆくクリオネたち・・・しか－し！！ついにこの時がやって来ました♪
去る２月３日・・・寂しかった水槽に文字通り世界最大数間違いなしの新人クリオネ
たち、約１５００匹！！が仲間入りしました。パチパチッ♪水槽内は大賑わいです。
泳いでみたり・・・漂ってみたり・・・バッカルコーンをだしてみたり・・・！？
そうなんです、エサもないのになぜかバッカルコーンをだしているではありません
か！！理由は不明ですが、偶然その様子を目撃したお客さんはビックリ！もしかした
ら、あなたもバッカルコーンに遭遇できるかもー！？
＊通常クリオネ撮影は難しいのですが、これだけいますのでどれかは写ります（笑）
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雪 解 け も 進 み 春 が 近 づ い てき ま し た ね ♪ そんな中、ギザでは今年で２回目となる春休みイベントを開催しました。
今回はミッションゲーム・ワークショップ・サイエンショーと盛りだくさんの内容でした！
まずはミッションゲーム『ギザまちがい』です。展示室内を映した映像の中に隠された３つの間違いを見
つけるというミッション。みんな真剣にテレビを見つめ間違いを探してくれました。
ワークショップ１つ目は『キラキラに変わる不思議カメラ』

カメラにホログラムシートを付けて撮ると光がい

くつもの方向に反射してキラキラ写真が撮れるんです。初めて見る写真に大人の方のほうが“キレイ”“何
で？”と興味津々のようでした。２つ目は隠れた文字が見える『透視・スコープ』ドラえもんに出てきそうな道具ですが（笑）、黒い紙を丸め
ただけのとっても原始的なスコープです。でもこれだけで封筒の中のかくれた文字を見ることができるんです！自分だけのオリジナルの
スコープで楽しそうに隠れ文字をのぞいていました。３つ目は『スキュタレー暗号』

棒にリボンを巻きつけ文字を書きます。棒からリボ

ンをとると謎の文に・・・しかーし！棒に巻きつけるとちゃんと文になるんです。これは紀元前に使われていたスキュタレー暗号というもの
を利用したものです。自分だけの秘密文字や友達と交換して秘密メッセージを作りました。
続いてサイエンスショー！午前は『空気砲』です。空気は目に見えません。そこでダンボール空気砲とスモークマシーンを使って空気
の流れを見てみました。また、空気砲の出口を□△☆など様々な形に変えるとどう変わるのか実験！結果は・・・全て〇でした。最後に
巨大空気砲がでてくるとみんな触りたくてジャンプ！ジャンプ！と大盛り上がりでした。午後は『熱気球』空気は温まると軽くなります。そ
こでゴミ袋の中の空気を温めて天井まで飛ばしてみました。初めはローソクの火で温めますが熱が弱く天
井まで届きません。続いてガスコンロ。今度はいい感じに・・・が、気持ちが足りないのか天井までは届き
ません（笑）３回目でようやく天井に届きました。最後まで応援してくれたみんなありがとう
ー！
科学というとちょっと難しいイメージがありますが、遊びながら体験することで少しでもおもし
ろいと感じてもらえるよう、これからも楽しい科学をみなさんにお届けします！！

１/５からスタートしたギザ祭り恒例の『流氷重さ当てクイズ』は２/２４に多くの皆様のご参加により無事終了いたし
ました。応募総数５１２名（うち当日枠２２名）の中から見事ピタリと重さを当てたのは・・・
今回はなんと２名いました！！抽選の結果、神奈川県の石原信子さんが見事ピタリ賞に輝き、さっそくはまなす牛
をお贈りしました。
また計測会参加者の中から、４２．５kgと回答して下さった置戸町の棧光丸さんが当日ピタリ賞に決まりました。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 １万円相当のはまなす牛 １名】
◎神奈川県
石原 信子 さん
☆３８．８㎏
【前後賞 ２千５百円分の図書カードと絵はがき ２名】
◎神奈川県
古谷
祥 さん
☆３８．８㎏
◎釧路市
葛西 広海 さん
３８．９㎏
【ギザ賞
オリジナルおしぼりと絵はがき １０名】
（☆印は抽選により決定）
◎愛知県
須原
啓 さん
３８．６㎏
◎東京都
林
慈子 さん
◎札幌市
小椋 昭之 さん
３８．７㎏
◎枝幸郡
八重樫有香里さん
◎静岡県
伊藤 寛明 さん
３８．９㎏
◎群馬県
森田 隆夫 さん
◎埼玉県
島村 ゆかりさん
３９．１㎏
◎室蘭市
宍戸
怜 さん
◎神奈川県
石原 弘志 さん
３９．４㎏
◎東京都
田中 栄一 さん
◆別枠◆
【当日 ピタリ賞
◎置戸町

５千円相当のはまなす牛
棧
光丸 さん

１名】
４２．５kg

【当日 ニアピン賞 千５百円分の図書カード ２名】
◎神奈川県
竹林 直樹 さん
３４．３㎏
◎札幌市
堀田 淳平 さん
３５．０㎏

３８．７㎏
３８．７㎏
３９．０㎏
３９．２㎏
☆３９．５㎏

１/２１～２/２８の約１ヶ月間、多目的ホールにおいて「コムケ湖展」を開催しました。
コムケの会員１５名が撮影した約１００点の写真や大型パネル、越こし船の立体模型や昔の
コムケ湖の地図などが展示されました。１年を通しコムケ湖に出向いたからこそ撮れた珠玉の
一枚にはそれぞれの個性が光るものばかり。中でも紋別高校の生徒が撮影したとても珍しい
野鳥“ヘラシギ”は、訪れた方々を驚かせていました。美しい草花や自然、鳥たちの愛らしい姿
に改めて多くの方がコムケ湖の素晴らしさと魅力を再確認、再認識しているようでした。
期間中はたくさんのご来場ありがとうございました。

北方圏国際シンポジウムの協賛事業としてお馴染みのホワイトコンサートが2/18に開催されました。
流氷が押し寄せた凍てつく夜を、熱く華やかに彩った出演者の方々は、サックスの第一人者で作曲家、当コンサート４
回目の出演となった本多俊之さん、本多さんの妻でピアニストの本多尚美さん、そして日本を代表する女優で歌手とし
ても活躍されている宮本信子さんの３名です。
コンサート第１部は、本多さん夫妻によるジャズナンバーの演奏。名曲「スターダスト」で始まり、美しいサックスとピア
ノの音色が響き渡りました。お二人の息の合った演奏で数々のジャズナンバーを披露。途中、アドリブを加えるなど本
多さんならではのテクニックで観客を魅了しました。そして第２部は宮本さんの登場です。｢フライミートゥザムーン｣など
のジャズナンバーを熱唱した他、サプライズでなんと小唄｢腹の立つときゃ｣をサックス伴奏で披
露！本来は三味線伴奏ですが、サックスも斬新で素敵でした。また、宮本さんが亡き夫を想い
作詞し、本多さんが作曲を手がけた｢シャンパンが抜けない｣を切なく歌い上げると会場の空気
も一変、涙を誘う場面もありました。本多俊之さん、尚美さん夫妻、宮本信子さん、素敵な一時
をありがとうございました。来年もどんな素敵なコンサートになるか今から楽しみですね♪

昨年の９月から勤務しています、森 貴仁です。
引っ越してきてから４年、もっと紋別を知っておこうという動機から流氷科学センター
の門戸を叩きました。それから半年。もちろん、まだまだ勉強中の身ではありますが多くの｢そう
だったのか｣｢なるほど｣に出会いました。皆さんにもこの感覚を味わって頂きたい、そして是非
お立ち寄りの際にはアストロビジョンもご覧頂きたいと、裏方担当は期待してご来館をお待ちし
ております。
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は休館日
※ 通常 開館 時 間は ９： ００ ～ １７ ：０ ０ （入 館は 閉 館の ３０ 分前 まで ）
※ ４月２９日、５月６日は臨時開館
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