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９/１６、企画展関連イベントとして第１回目の科学教室を行いました。
テーマは「カメラ・オブスキュラをつくろう」。昔は素描を描く為に使われた光学装置です。原理はピンホールカメラと同
じようなものですが、今回はレンズを使い光量を増やし製作しました。参加した子供たちは、焦点（ピント）が合った瞬間に
トレーシングペーパーに鮮明に映し出される逆さまの景色（物）に「わぁーすごい！はっきり見える！！」と大歓声！完成
後の写真撮影は、天気があいにくの雨だったので外での撮影は断念。センター室内で花を撮影しました。ワクワクしなが
ら待つこと３０分。。。ラミネートで熱を加えるとぼんやりですが花が浮かびあがってきました。
光が少し足りませんでしたがなんとか成功しましたよ♪ 次回、第２回目の科学教室は、１０
月１４日（月祝）に赤青メガネをかけると影が出てくる「３Ｄ影絵装置をつくろう」です。定員まで
若干余裕がありますのでご予約はお早めに！なお、定員になり次第受付終了となります。
詳しいお問い合わせは、流氷科学センターＧIＺＡ（０１５８）２３－５４００までお願いします。

１１月１２日（火）～１２月２８日（土）の期間、センター多目的ホールにて「コムケ湖写真展」を開催します。
コムケ湖は北西端に三日月状に曲がった部分があり、アイヌ語で『コムケ・トー』（曲がっている沼）と呼ばれてい
たのが名前の由来です。北海道に野鳥は３５０種いると言われておりますが、そのうち２７０種がコムケ湖に飛来し、
その８割が渡り鳥。コムケ湖は鳥たちの休憩所であり、レストランであり、繁殖場所です。また、四季折々の風景とそ
こにひっそりと咲く草花も魅力の１つです。
｢コムケの会｣の会員たちが一年中通ったからこそ出会えた感動の写真には、まだ知られていない
新しい発見があるかも知れません！！是非この機会にご来場下さい。
たくさんのお越しをお待ちしております！
開催期間
開催場所
入 場 料

１１月１２日（火）～１２月２８日（土）
北海道立流氷科学センター 多目的ホール
無 料

８月に開催した映画会も、お陰様で満員御礼で終えることができま
した。ありがとうございました。毎回、好評をいただいている映画会！
次回は１１月の開催予定です。１１月となると秋も深まり、雪がちら
つきはじめる季節ですね。そんな季節にぴったりの心温まる、家族や
お友達などみんなで楽しめるような作品を検討中です！詳しい内容が
決まり次第、お知らせいたしますので楽しみにお待ち下さ～い。

８/２４から、平成25年度企画展 ｢光の謎を解き明かせ！｣が始まりました。
体験型実験装置を巡り｢探偵ウェーブ｣からの光調査ミッションに参加しながら、光の謎を解き明かして
いくという体験型の展示です。企画展初日にはオープニングイベントを開催し、たくさんの家族連れや
子供たちが集まってくれました。その様子を少しご紹介します。
まずは、エントランスホールにて企画展のスタートを告げるテープカットが行われました。その後は、センター学芸員と一緒に光の謎解
きツアーに出 発 ！ １ ２もある実験装置を１つ１つ解説しながらまわりました。皆さんそれぞれの装置に興味津々の様子で説明を聞き、
大人も子供も楽しく体験していました。解説が終わった装置にまた戻って体験している子達もたくさんいましたよ♪実験装置で楽しんだ
後はアストロビジョンホールにて、サイエンスショー「光の不思議を体験しよう」がお待ちかね。大阪市立科学館で数多くのサイエンショ
ーを開催している、学芸員の長谷川能美（はせがわよしみ）先生をお迎えしての特別版！センター職員
も楽しみにしていました！ショーでは、会場の皆さんにホログラムシートが配られ、暗くした会場の中で
蛍光灯やＬＥＤライトなどの灯をホログラムシートを透して見え方の違いなどを体験しました。きれいな虹
色に分光して見え「きれい！」「すごい！」と楽しんでいました。大阪市立科学館ではこのシートを「虹見
え～る」と呼んでいるそうです(笑)他にも、ナトリウムランプをつけると服が白黒に見えたり、偏光板を使
った実験ではものが通り抜ける壁を作ったり、と盛りだくさんの内容で
した。先生が話す関西弁でのトークがとても新鮮で、より一層楽しさが
増した感じです。
初日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。身近な生活にある｢光｣ですが、実は知らないことがたくさんあり、それらを体感しなが
ら楽しく学ぶことができます。入場無料で１１／４(月)まで開催していますので、是非遊びに来て下さ
い。お待ちしております。

7/20からスタートした恒例の『流氷重さ当てクイズ』が8/18で終了し、最終日に流氷計測と当選者の発表を行いまし
た。大人２人がかりで台へ乗せられたその重さは５４．５kgとちょっと重め。応募総数９４８名の中から見事ピタリと当
てた方は・・・なんと！３名もいました！（びっくり） 抽選の 結果、佐呂間町の細谷幸子さ んがピ タリ 賞に 輝き、は
まなす牛をお贈りしました。各賞の当選者の発表は次の方です。皆さま、おめでとうございます。
◎ピタリ賞（１万円相当のはまなす牛） １名
佐呂間町
細谷 幸子 さん ☆５４．５kg
◎前後賞（２千５百円分の図書カード・絵はがき） ２名
佐呂間町
三島木宗也 さん
５４．４kg
釧路市
今野 淳子 さん ☆５４．５kg
◎ギザ賞（オリジナルタオル・絵はがき）
佐呂間町 滝 あゆみ さん
新潟県
石井 深愛 さん
室蘭市
高橋
葵 さん
新潟県
星野
丈 さん
新潟県
星野 輝子 さん

１０名
(☆印は抽選で決定しました)
５３．８kg
音更町
石井 れな さん
５４．２kg
京都府
下田裕美子 さん
５４．２kg
埼玉県
高野 吉樹 さん
５４．３kg
函館市
五十嵐妃唯 さん
５４．８kg
紋別市
神田 裕二 さん

【特別枠 当日参加者と事前の応募者を合わせて抽選】
◎ピタリ賞（５千相当の海産物セット） １名
岡山県
山本 久子 さん ☆５４．５kg
◎前後賞（千５百円分の図書カード） ２名
静岡県
佐藤 光義 さん ☆５４．３kg
岩手県
川原 優理 さん
５４．６kg

５４．１kg
５４．２kg
５４．３kg
５４．７kg
☆５５．０kg

夏休みは毎日遊べてう れしい けど 、遊んでばかり もい られない・・・そう ！自由研究や工作など宿題もい っ ぱ
い。。。！！ということで、ギザではそんなみんなを応援すべく8/10～12日の３日間『ギザの夏休み自由研究・工作お
助け大作戦』で、ものづくりやサイエンスショーを行いました。
ものづくりコーナーでは、ちらしを握りしめ｢工作つくりに来ましたー！｣とやる気マンマン
の子供たちがたくさん来てくれました。ネタ探しに苦労するのは今も昔も変わらないんで
すね（笑）スーパーボールを使ったすっとびロケットと紙コップでかんたんビックリパイプを
作りました。
サイエンスショーは、光の３原色と水の不思議をテーマにし、テレビの白い画面を拡大
して、光の３原色＜赤・青・緑＞を確認したり、ＣＤを使って白い光から色を取り出したりし
ました。また水を使った実験では、ネットを被せたコップに水を入れ板でフタをしてひっくり返し、ゆっくりフタをずらして
いくと。。。なんと！びっくり！！水がこぼれません！これには子供たちもびっくりした様子で｢なんでー！｣と声があが
っていました。最後はちょっとしたﾄﾞｷﾄﾞｷ体験です。｢ﾄﾞｷﾄﾞｷ｣したい人ーというと勇敢にも
結構みんな手を挙げてくれました。しかし、カッパを着させら れ、頭の上には水バクダ
ン。。。だんだん不安そうな表情に。。。３・２・１のカウントダウンでおもいっきり袋にえん
ぴつを刺しちゃいました。１度だけちょっと失敗はありましたが（←えぇ！？）あとは無事成
功♪最後に会場がひとつになって盛り上がりました。ちなみに、これはポリエチレン製の
袋を使わないと大変な事になってしまうのでご注意下さい（笑）子供たち１人１人に色んな
気づきがあったのではないでしょうか。
そして、13～15日の３日間は『ギザ祭り』で盛り上がりました。
｢クリオネせんせいの研究室｣では、センター学芸員クリオネ先生の仕事場を展示室内に
再現し、色んな実験の他、みんなの疑問・質問に何でも答えてくれました。先生の机の
上は、不思議な鉱物や化石、顕微鏡など子供達の興味をそそるものがいっぱいで｢これ
は何ー？｣と疑問の声がたくさんでした。研修に来ていた北海道大学大学院の幸田笹佳
さんにも助手としてお手伝いしてもらいました。ありがとうございました。
続いて、｢ハッピーさがし大作戦｣では、当たり券がつい
たボールを見つけると景品がもらえるということで、みんなスタートする前から気合い十
分！その目はまさにハンター（笑）合図と同時に一斉に飛びかかり、すごいパワーで
す！途中、風船が割れてしまうというハプニングもありましたが小さい子も一生懸命探
してくれました。
そして遊んだあとはお腹が空きますよね？センター前庭にはおいしい屋台が登場し
ました。出店してくれたのは、無添加かまぼこの三幸さん、手作りミルクジャムの太陽牧
場さん、本ズワイ甲羅盛りのマルマ松本商店さんの３店。センターからはかき氷を販売
しました。心配していたお天気にも恵まれ、オホーツクの味覚を味わっていたようでした。
みなさん、素敵な夏の想い出は作れたでしょうか？来年もお楽しみに♪

小さな子どもたちの科学への興味を促進させることを目的に、幼稚園・保育所・小学校の先生や
指導員の方を対象とした｢モノづくり講座｣を行っています。沙留中学校の山中校長先生とセンター
職員がモノづくりのコツや材料の入手方法などお教えします。
次回は１０月２６日（土）を予定しています。レクリエ―ションで使える｢食べる物｣をテーマに
ホットプレートで簡単に作れるモノをご紹介します。
アットホームな雰囲気で行っていますのでお気軽にご参加ください。

8/4～18の期間、当センターのエント ランスホールにお いて 開催した「わい るどトレ ック 展」が、好評のうちに終了
しました。
わいるど トレック 展は、7/29～30に 開催した、 紋別市立オ ホーツク青年の家との共催事業「わい るどトレ ック
～野外体験を学ぶ～」に 参加した子供たちが描い た絵日記や、イカダ作り・夕食準備など活動風景のビデオ 上
映他、真剣に作業する子供たちの様子、笑顔あふれる表情などを収めた写真を展示紹介したもので、参加児童
のご家族はもちろん、市内外からの来館者も足を止め、活動内容を興味深く見学されていました。
「イカダ、おもしろそう 」「子供たち、随分楽しそう だねぇ」などの声も聞こえてき ました。
ま た、一度ならず二度三度と足を運んでくれた子供たちの姿も
見られ、きっと楽しい体験をたくさん味わったのでしょう。
子供たちが、こ れからもっともっとい ろんなことに出会って 経
験を重ね、大きく成長してほしい と願います。
たくさんの方にご見学いただき、ありがとう ございました。

８／４～８／２０までセンター多目的ホールにおいて「平成２５年度北海道写真協会紋別支部写真展」を開催しました。
今回の写真展は、会員８名の方によりお気に入りの風景や日常の感動、人やものなど５６点が出展されました。
去年旭山動物園から逃げ出し話題となった“フラミンゴ”と“コムケ湖”は、「テレビで見た！」と言われる方も多く、紋
別を一躍有名にした立て役者です。また、愛らしい“野鳥”や“キタキツネ”、それとは対照的にもくもくと煙を吐きなが
ら走るモノクロの“ＳＬ”は迫力と力強さが伝わって、まるで過去へタイムスリップしているような錯覚に・・・
みなさんジッと見入っていました。
それぞれの個性溢れるこだわりの１枚１枚は、来館した皆さん
を楽しませていました。
さて、来年はどんな作品が出展されるのか？今から楽しみです
ね！
期間中はたくさんの皆さまにお越しいただき、ありがとうござい
ました。

≪休館日のお知らせ≫
１０月
日 月 火
１
６ ７ ８
13 14 15
20 21 22
27 28 29

水
２
９
16
23
30

木
３
10
17
24
31

１１月
金
４
11
18
25

土
５
12
19
26

日 月 火 水 木 金
１
３ ４ ５ ６ ７ ８
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

１２月
土
２
９
16
23
30

日
１
８
15
22
29

月
２
９
16
23
30

火
３
10
17
24
31

水
４
11
18
25

木
５
12
19
26

金
６
13
20
27

土
７
14
21
28

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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