
冬休み期間は月曜日も休まず開館！
小中学生の展示室観覧料は

無料だよ！
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釧路市幸町10－20154－32－0122
https://kodomoyugakukan.jp開館時間  9:30～17:00（入館は16:30まで）

12/20（月）・28（火）～31（金）
1/1（土）～３（月）・17（月）・24（月）・31（月）
2/7（月）・14（月）・21（月）・28（月）

休館日

・新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み
館内の定期的な消毒作業や換気／消毒が難しい展示物の使用中止／
プラネタリウムの座席数制限／館内食事禁止 など
・来館されるみなさまにご協力をお願いしていること
北海道コロナ通知システムへの登録もしくは緊急連絡先の記載／
マスクの着用と咳エチケットの励行／体温と体調の確認／ソーシャル
ディスタンスの確保／こまめな手洗いと手指消毒 など

【安心して遊学館を利用していただくために】※詳しくは当館HPをご覧ください
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ジオ・実験屋台
地球を科学しちゃうお祭りだ～！
実験や工作の屋台が大集合！
地球科学の楽しさを体験しよう！
【主催】ジオ・フェスティバル in Kushiro 実行委員会

10:00-12:00/14:00-16:00
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ジオ・講演会

金森 晶作 氏

元南極観測隊員が、南極で撮影し
てきた写真や映像をプラネタリウム
ドームに映し出し、酷寒の大自然の
こと、南極観測という営みのこと、
地球のことをお話します。

14:45-15:30

とかち鹿追
ジオパーク

「南の島に行ってきました
　　　｠ ‒南極観測隊の１年」

対象：小学生以上 / 定員：60名

12/24～WEB受付

ＮＨＫ  明日をまもるナビ 
防災展
番組「明日をまもるナビ」などで紹介した最新の
防災・減災のノウハウや、いざという時に役立つ
情報をご紹介します。
【共催】NHK釧路放送局

1.8（土）-16（日） 9:30-17:00
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展示してるよ！
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SCIENCE

はじめての科学工作を応援します。
平日    14：00~16：00
土日祝  13：00~15：00

サイエンステーブル・ワークショップ

※1/9,1/22,1/23,2/13はお休み

科学の不思議。おどろきと発見の実験ショー！
土日祝 15：00 ~ 定員12組

サイエンスショー

※当日整理券配布

小さなおともだちも楽しめる簡単工作！
毎日 10：00~12：00 /14：00~16：00
定員：各回20名

※1/9はお休み
※2/26,27はひなまつりスペシャル

ワークショップ

おはなしのせかいを楽しもう♪
1/9（日）・15（土）・23（日）

2/5（土）・13（日）・19（土）・27（日）

おはなし会

11:00~ /14:30~ 定員：各回８組

赤ちゃんと楽しむおはなしの世界
1/19（水）, 2/16（水）
11:00~  定員：8 組

おはなしタイム

PLAYPLANETARIUM & ASTRO  
ヤドカリくん、ほしをみに

＜幼児から一般の方におすすめ＞   

美しい海底で、幸せに暮らしているヤドカリくん。
でも、最近元気がありません。泳げないヤドカリくんは、泳ぎが
上手なお友達と仲良くできずにいるからです。泳げるようになれ
ば、みんなと一緒に遊ぶことができる！そうだ、流れ星にお願い
すれば…はたして、流れ星はヤドカリくんの願いを叶えてくれるの
でしょうか？

ご来館にあたってのお願い  ◆次にあてはまる方はご利用をお控えください。: 発熱やかぜ症状、体調不良がある方 / 同居家
族や身近な知人に新型コロナウイルスの感染が疑われる方がいる/過去２週間以内に感染拡大地域や国への訪問歴がある方
◆ご来館の皆様に緊急連絡先のご記入をお願いしております。 ◆マスクの着用・咳エチケット及び手指の消毒をお願い致します。 
◆人と人との 接 触を避け、対人 距 離を１～２ｍあけてください。 ◆館 内の 一 部でスタッフとの間に透 明 板を設 置しております。
◆ハンドドライヤーの使用を中止しております。ハンカチ等をご持参ください。 ◆密集、密接を避ける為、入館制限を行う場合がござ
います。予めご了承下さい。 ◆その他、感染症拡大防止の為にスタッフが行う指示に従ってください。

How to Join   特 記のないものはすべて当日受 付 で 参加できます／事 前申込の 教 室は電 話 ( 9:30 ～ 17:00 )か
WEB（受付開始日9:30～開催日前日 24:00）、または館内受付にてお申込みください／小学 3年生以下の方は保護者
同伴でご参加ください／幼児の入館は保護者の付き添いをお願いします／展示室への入場は展示室観覧料が必要で
す／プラネタリウムをご覧になるには展示室観覧料とプラネタリウム観覧料が必要です／事業内容や日時は変更と
なる場合があります／詳しくは当館H Pをご覧いただくか、遊学館までお問い合わせください  ＜2021年12月発行＞

平日16:00~ /土日祝・冬休み 10:00~、 13:30~

平日・第3日曜日 11：30~

きらきらタイム

1月：空とぶひつじ
2月：夜空でおいかけっこ

＜小さなお子さまと保護者の方におすすめ＞

イベントのWEB受付

QRコードを読み込めな
い場合は当館HPからも
アクセスできます。

名探偵コナン
灼熱の銀河鉄道（ギャラクシーレイルロード）

土日祝 ・冬休み 11：30~
＜幼児から一般の方におすすめ＞

星空の水平線

平日 13：30~/ 土日祝・冬休み 16：00~
＜小学生から一般の方におすすめ＞

※第4土曜日は「大人のための星空さんぽ」

◎遊学館無料駐車場81台　◎JR釧路駅から徒歩８分
◎くしろバス各線に乗車「中央図書館・道銀前」　停留所下車徒歩５分

釧路市
中央図書館

 

© CLUTCH BASE

出張天体観測会

移動天文車「カシオペヤ号」の望遠鏡で天体観測して
みませんか？地域の集まりや親子レクなどに
出動します。（申込みは開催の 2 か月前まで）

12/23~ WEB受付 12/19~ WEB受付

10:00~12:00
ファンクラブ教室

親子で楽しむ木工～カラマツミニ本棚

釧路のカラマツ材を使ってミニ本棚を作
りましょう。材料も道具も遊学館で準備
するので、手ぶらで気軽に参加できます。

【協力】くしろ木づなプロジェクト

対象：小学生以上の親子 / 定員：8 組
※要年間パスポート

対象：小学 4 年生～高校生
定員：10 名

13:00~15:30
みんなで作ろう！

トランジスタ・ラジオ
電子工作に挑戦してラジオをつくって
みよう！　

【協力】釧路アマチュア無線クラブ

1/8（土） 1/10（月・祝）

対象：小・中学生
定員：各回 6 名

10:00~10:45
11:15~12:00

カラフルボールでコースター作り
ふわふわのカラフルボールを使って冬に
ぴったりのコースターを作りましょう！
温かい飲み 物に合わせておうち時 間を
満喫♪

1/10（月・祝）

10:30~11:20

けん玉ショーをみて！あそぼう！！
たのしいけん玉ミュージカルを見て、けん
玉をつかった遊びをみんなで体験しよう！

【協力】けん玉けんちゃん（2018年、2019年紅白歌
合戦けん玉リレーに出場 ギネス世界記録を達成）

定員：座席20 名＋立ち見

10:00~12:00
14:00~16:00

新年むかしのあそびを
たのしもう！
けん玉やコマのこつを教えちゃうよ！
お正月らしいすごろくなどで
あそんじゃおう☆

1/4（火）,5（水） 1/4（火）

1/15（土）~2/13（日）
9:30~17:00

「宇宙の日」小・中学生工作教室

作文絵画コンテスト 作品展

今年のテーマは「もしも自分が宇宙飛行
士になったら」。
道東の小中学生が制作した作文と絵画の
力作をお楽しみください！

12/23~ WEB受付

12:00~13:00
太陽観測会

太陽の素顔を探れ！
移動天文車「カシオペヤ号」で太陽の表
面の様子を見てみよう！
黒点や紅炎は見えるかな？

費用：無料
会場：くしろ冬まつり会場（国際交流センター前庭）

対象：小学生以上
定員：10名
※要年間パスポート

ファンクラブ教室

バレンタインにスイーツデコ
ふわふわ紙粘土を使ったスイーツデコ
づくりに挑戦しましょう！
男の子の参加もOKです！

2/6（日）
2/11（金・祝）

対象：小学生以上
定員：各回４名

①10:00~11:00
②11:00~12:00

プログラミング・ワークショップ

タブレットを使ってロボットを動かして
みよう！プログラミングが初めての方に
オススメ！

1/16（日） 10:00~12:00
13:30~15:30

教育大学のお兄さんお姉さんが
サイエンスショーにやってくる！
お兄さんお姉さんたちが繰り広げる楽しい
サイエンスショー！詳細はHPをチェック！

【協力】北海道教育大学釧路校
※午前の部・午後の部それぞれ開始30分前から整理
券を配布します

1/22（土）,23（日）

※第3日曜日はきらきらタイム

1/22（土）,
2/26（土）

16:00~16:45
プラネタリウム

大人のための星空さんぽ
翌月の星空の見どころを中心に45分間の
生解説でご紹介します。
※通常の番組はお休み

定員：各日60名

1/19~ 電話or館内受付

対象：2歳～未就学児
定員：親子10 組

10:30~11:30
親子遊び

元気いっぱい！豆まき会
鬼さんなんかこわくない！
豆まきグッズを作って、みんなで楽しく
豆まきしよう☆

2/2（水） 10:30~11:30

13:00~14:30

定員：20 組
※直前に整理券配布

サイエンス・ラボ

あったかカイロを作ろう！
カイロはどうしてあたたかくなるの？
ためして、作って、あたたまろう！
1回15分程度のミニ実験教室です。

2/13（日） 13:00~15:00

対象：小学 4 年生以上
定員：8 名

工作教室

手回し発電機をつくろう！
小学 6 年生の理科の授業でも登場
する「手回し発電機」を手作りして
みよう！きみは電気を作れるか！？

【協賛】マブチモーター株式会社

2/20（日）
2/6~ WEB受付

10:00~12:00
13:00~15:00

対象：18歳以上 / 定員：各回 10 名
※要年間パスポート

ファンクラブ教室

大人のためのトンボ玉教室
ガスバーナーでガラスを融かして
オリジ ナル のトン ボ 玉 を 作りま
しょう！

【講師】ガラス工房 KAZE 長谷川直良 氏

2/26（土）
2/12~ WEB受付 2/26（土）,27（日）

10:00~12:00/14:00~16:00

ひなまつりスペシャル
工作やおりがみでひなまつりをた
のしもう！
フォトコーナーもあるよ。

※開始30 分前から座席の整理券を配布

1/21~ WEB受付

（受付開始時間9：30）

新番組


