
令和２年７月１日現在

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館される際は必ずマスクの着用をお願いいたします。

※新型コロナウイルスの状況によって、各種講座・教室等の開催内容が変更になる場合があります。

　○　総合博物館 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月12日（日）まで休館します。

　本　館　　　問合せ先　電話 33-2523 　運河館　　　問合せ先　電話 22-1258

　　入館料 　　入館料

【前期からの継続】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

～10月18日（日）
11：30～、13：
30～、15：30～
 (各日3回運行)

蒸気機関車アイアンホース
号の運行観覧

1909年製造米国製の蒸気機関車ア
イアンホース号の走行の様子、連結
作業、転車台での方向転換などの運
行の様子を観覧していただきます。

総合博物館本館
屋外展示場

どなたでも

料金：入館料のみ
申込：不要、直接お越しください。
※「運行観覧」のため、ご乗車いただ
けません。
※整備・点検のため運休日がありま
す。
故障発生時などは臨時運休することが
あります。

～8月16日（日）
9：30～17：00

企画展「歴史と自然が根づ
く場所　わたしたちが見た
なえぼ公園」

長橋なえぼ公園の自然環境や歴史に
ついて過去の調査研究事例などをも
とに紹介します。

総合博物館本館
2階企画展示室

どなたでも
料金：入館料のみ
申込：不要、直接お越しください。

令和２年７月～９月　　子どものイベント・学習のお知らせ

一般 400円

高校生 200円

市内高齢者 200円

中学生以下 無料

一般 300円

高校生 150円

市内高齢者 150円

中学生以下 無料
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【総合博物館】

【前期からの継続】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

～9月10日（木）
9：30～17：00

運河館トピック展「蜃気楼
の美術工芸品―高島おばけ
の時代背景―」

蜃気楼の図柄が描かれている美術工
芸品を紹介します。

総合博物館運河館
第一展示室

どなたでも
料金：入館料のみ
申込：不要、直接お越しください。

【８月】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

1回目：8月1日
（土）
13：00～15：00
2回目：8月1日
（土）
17：30～20：30
3回目：8月2日
（日）
17：30～20：30

体験工作教室「望遠鏡を
作って夜空を観察しよう」

望遠鏡の仕組みを学びながら自分で
望遠鏡を作り、実際に天体観望を行
います。
主催：NPO法人小樽青少年科学技
術の芽を育てる会

総合博物館本館
2階研修室

小学生以上（1回
目：小学3年生以下
は保護者同伴、2回
目と3回目：小学生
以下は保護者同伴）
定員：各回12人
（先着順）

料金：入館料と材料費2,000円
申込：7月1日（水）から総合博物館
本館まで

8月8日（土）・9日
（日）各日10：00
～15：30

体験工作教室
「IchigoJam（イチゴ
ジャム）を作ってプログラ
ミングに挑戦しよう！」

超小型パソコンIchigojamを作って
プログラミングを学びます。
主催：NPO法人小樽青少年科学技
術の芽を育てる会

総合博物館本館
2階研修室

小学5年生以上（2
日共出席できる方）
定員：12人（先着
順）

料金：入館料と参加費2,000円
申込：8月1日（土）から総合博物館
本館まで

8月22日（土）～
11月3日（火・祝）
9：30～17：00

企画展「きのこの色・形・
ふしぎ」

きのこの写真・細密画を展示し、き
のこの多様性・魅力について紹介し
ます。

総合博物館本館
2階企画展示室

どなたでも
料金：入館料のみ
申込：不要、直接お越しください。

【９月】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

9月12日（土）～
12月24日（木）
9：30～17：00

運河館トピック展（タイト
ル未定）

未定
総合博物館運河館
第一展示室

どなたでも
料金：入館料のみ
申込：不要、直接お越しください。
詳しくは9月広報をご覧ください。
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館される際は必ずマスクの着用をお願いいたします。

※新型コロナウイルスの状況によって、各種講座・教室等の開催内容が変更になる場合があります。

　○　文学館 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月13日（月）まで休館します。

問合せ先　電話 32-2388 入館料

【前期からの継続】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

～9/27（日）
9:30～17:00

常設展

・詩人・吉田一穂と小樽
・小樽の俳句・川柳の歴史
・戸塚新太郎と原始林社の短歌
・石山透と少年少女ドラマの時代

文学館 どなたでも 料金：入館料のみ

～9/27（日）
9:30～17:00

常設展〈特集〉
「大林宣彦監督追悼-映像
になった山中恒作品」

大林宣彦監督により映画化、ドラマ
化された原作品やポスター等の資料
に、小樽出身の児童文学者、山中恒
の作品を織り交ぜて展示します。

文学館 どなたでも 料金：入館料のみ

～9/27（日）
9:30～17:00

ミニ企画展
「スペイン風邪と文学」

1918年から1920年にかけて日本
を含め全世界に蔓延し、史上最大の
パンデミック（感染爆発）といわれ
た「スペイン風邪」が、文学に残し
た痕跡をたどります。

文学館 どなたでも 料金：入館料のみ

～9/27（日）
9:30～17:00

文學舎主催無料展示
「カワウソお司書の読書記
録展」

明治・大正期に活躍した文豪の作品
を、カワウソお司書さんによるイラ
スト付き解説パネルで分かりやすく
紹介します。

文学館
無料展示スペース

どなたでも 料金：無料

一般 300円

高校生 150円

市内高齢者 150円

中学生以下 無料

美術館との共通入館券あり
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館される際は必ずマスクの着用をお願いいたします。

※新型コロナウイルスの状況によって、各種講座・教室等の開催内容が変更になる場合があります。

　○　美術館 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月13日（月）まで休館します。

問合せ先　電話 34-0035 観覧料

【前期からの継続】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

～7/31（金）
9:30～17:00

企画展
DeadEnd-『十間坂』
〈手宮地区－小樽〉谷口能
隆写真展

小樽の「十間坂」を中心とした、手
宮地区の写真展を開催します。

美術館　2階
企画展示室

どなたでも 料金：観覧料のみ

～9/22（火祝）
9:30～17:00

企画展
「幻視者 一原有徳の世界
17」機能美の勝利　小坂
秀雄の建築と一原有徳

市立小樽美術館の前身である「小樽
地方貯金局」を設計した建築家、小
坂秀雄の業績と一原有徳との拘わり
を紹介します。

美術館　3階
一原有徳記念ホール

どなたでも 料金：観覧料のみ

【７月】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

7/14（火）
～1/11（月祝）
9:30～17:00

企画展
「さあ風景画を始めよう」

小樽出身の日本を代表する風景画家
の一人、中村善策の描いたスケッチ
と風景画を展示します。

美術館　1階
中村善策記念ホール

どなたでも 料金：観覧料のみ

一般 300円

高校生 150円

市内高齢者 150円

中学生以下 無料

文学館との共通入館券あり
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【美術館】

【８月】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

8/10（月祝）
①10:00～12:00
②14:00～16:00

第1回まちかど科学実験・
工作教室「まちかど子ども
アートスタジオ2020夏～
小樽の自然や建造物～」

「小樽の自然や建造物」をイメージ
しながら、各自の自由な発想で木工
工作を行います。

ミーティングルーム
及び色内広場

小学生～高校生
（小学３年生以下は
保護者同伴）

講師：旭　司益 氏
料金：300円（保険料含む）
定員：各回先着12名
受付：8/1（土）から電話で。

8/15（土）
9:30～12:30

ワンコイン・スタジオ
「アート書道に挑戦」

絵具を使い、絵画のように自由に表
現する書道に挑戦します。

市民ギャラリー どなたでも

講師：佐々木　鳳月 氏
料金：500円
定員：先着10名
受付：8/1（土）から電話で。
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館される際は必ずマスクの着用をお願いいたします。

※新型コロナウイルスの状況によって、各種講座・教室等の開催内容が変更になる場合があります。

　○　図書館 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月13日（月）まで休館します。

問合せ先　電話 22-7726 入館料　無料

【９月】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

９月５日（土）
14:00～15:00

たるばとクラブ
「え・ん・ぴ・つ」

「えんぴつ」にちなんだおはなし会
と工作など

図書館
視聴覚室

どなたでも

参加料：無料
定員：１０名
事前申し込み：要
（申込期間　８月１５日～前日）

９月9日（水）
15:00～15:30

ぐうちょきぱぁのおはなし
会

「おたる子ども劇場ぐうちょき
ぱぁ」のみなさんによる絵本や紙芝
居などの楽しいおはなし会

図書館
児童室

どなたでも

参加料：無料
定員：１０名
事前申し込み：要
（申込期間　８月１９日～前日）

９月１９日（土）
14:00～15:00

たるばとクラブ
「としょかんで遠足」

「遠足」にちなんだおはなし会と工
作など

図書館
視聴覚室

どなたでも

参加料：無料
定員：１０名
事前申し込み：要
（申込期間　９月１日～前日）

９月４、１１日、１
８日（金）

たるぴよタイム 読み聞かせや手遊びなどのおはなし
会や乳幼児向けの絵本の紹介

図書館
児童室

乳幼児と保護者

参加料：無料
定員：５組
事前申し込み：要
（申込期間　８月２１日～前日）
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館される際は必ずマスクの着用をお願いいたします。

※新型コロナウイルスの状況によって、各種講座・教室等の開催内容が変更になる場合があります。

　○　生涯スポーツ関係　　　　　   ※総合体育館は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月12日（日）まで休館します。

【７月】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

7月24日（金・祝）
～8月18日（火）
10：00～11：00

小学生水泳教室
(夏期短期コース)
(7回)

水に対する興味を持たせる
フ ィ ッ ト ネ ス ク ラ
ブ・ソプラティコ小
樽

小 学 1 ・ 2 年 生
（初心者）
定員30名

参加料：無料
申込方法：6月30日(火)～7月5日(日)
コース名,氏名,年齢,性別,住所,電話番号
を明記の上,①直接②往復はがき(消印
有効)③FAXのいずれかでフィットネ
スクラブ・ソプラティコ小樽へ（定員
を超えた場合抽選）

【８月】

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

8月11日（火）・
13日（木）
9：30～11：30

夏休みトランポリン教室
(2回)

トランポリン（小樽体操連盟による
指導）

総合体育館
小学生
（初心者）
20名

参加料：無料
申込方法：7月20日（月）～26日
（日）までに直接または郵送、FAX
にて総合体育館へ（定員を超えた場合
抽選）
問合せ：総合体育館

　　　　　　　　　　　　問合せ／申し込み先　  生涯スポーツ課　　　　　　　　電話32-4111内線318
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （当日 市役所当直室電話 32-4111）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合体育館　　　　　　　　　　　　　　電話 33-3710
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX  24-4334
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィットネスクラブ・ソプラティコ小樽　電話 22-3100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒047-0024小樽市花園4-17-3　  FAX  22-0350

7



【生涯スポーツ課】

■９月に 受付します

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

10月1７日（土）
～3月1１日（木）
毎週 木曜日･土曜日
①
木16:00～17:00
土10:00～11:00
②
木17:00～18:00
土11:00～12:00

小学生水泳教室
(35回) クロール、背泳ぎを中心に練習

フィットネスクラ
ブ・ソプラティコ
小樽

①1・2年生（初心
者）
定員30名
② 3年生以上（初心
者）
定員30名

参加料：無料
申込方法：9月８日(火)～1３日(日)に
コース名、氏名、学年、性別、住所、
電話番号を明記の上、①直接②郵送
(消印有効)③FAXのいずれかで、
フィットネスクラブ・ソプラティコ小
樽へ（定員を超えた場合抽選）

10月4日（日）・
18日（日）
10：30～11：30

スポーツ吹矢教室
スポーツ吹矢式呼吸法と基礎
〈（社）日本スポーツ吹矢協会公認
指導員による指導〉

総合体育館
小学生以上（初心
者）

参加料：高校生以上は毎回入館料がか
かります
高校生100円、一般200円、市内高
齢者100円
申込方法：9月14日(月)～20日(日)
総合体育館へ直接、郵送またはFAX
で
（申し込み多数の場合抽選）
問合せ：総合体育館

【通年】 ★指定管理者　小樽スポーツ協会・シンコースポーツコンソーシアム主催の教室ですが、通年で随時申込みを受け付けています。

　問合せは、総合体育館へ。

日　　時 名　　　称 内　　　  　容 場　所 対　　象 備考

毎週月曜日
①
18：10～19：15
②
19：20～20：40

フ ッ ト サ ル ス ク ー ル
（37回）

初回は感染予防のため個人でできる
ドリブルやステップワークが中心
（元エスポラーダ選手の本田拓磨さ
んより指導）

総合体育館
① 小 学 １ ～ ３ 年 生
② 小 学 ４ ～ ６ 年 生
定員各１５名

入学金：８千円
月謝：１～3年生 5500円、４～６年
生 6000円
申込先：エスポラーダ（011-206-
4285）へ

第２・第４水曜日
18：00～19：30

バスケットボール教室 バスケットボールの基本 総合体育館
小学１～６年生
定員20名

料金：月額2000円
申込方法や問合せは、総合体育館へ
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