
 

 

平成 27 年度 

第２回石狩市文化財保護審議会 

 

 

日時：平成 28 年１月 15 日（金） 

会場：石狩市民図書館 視聴覚ホール 

 

 

 

    【日程】 

      １．会長あいさつ 

      ２．報 告 

         ①平成 2７年度事業実績について 

         ②平成 2８年度事業計画について 

③プロジェクトＭの活動について 

      ３．協 議 

     地域資料の取り扱いについて 

      ４．その他 

         ※イベント案内その他 

 

 

 

 

石狩市教育委員会 
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２．報告 

①平成２７年度事業実績について 

 

 

平成 27 年度文化財関係事業実績（11 月までの暫定） 

 

■資料館入館者数（平成 27 年４月～11 月） 

いしかり砂丘の風資料館 2,140 人（H26 同時点：2,079 人） 

厚田資料室     1,326 人（H26：2,710 人） 

はまます郷土資料館  738 人（H26：969 人） 

 

■講座 

体験講座      ６件（７回） 

野外講座      ３件 

講演・トーク等  ３件（４回） 

 

■展示 

テーマ展等 ６件 

 

■小中学校における出張事業 

出張授業・展示 ２校（授業４日間、同時期に展示） 

 



- 2 - 
 

 
 

 

 

■講座

種類 名称 開催日 曜 場所 参加人数

野外講座 石狩ビーチコーマーズ／春の海辺の漂着物 4月19日 日 石狩浜、砂丘の風資料館 28

体験講座 縄文土器復元講座（全２回） 7/5、8/1 土 市公民館、紅葉山49号遺跡 13

体験講座 勾玉づくり 7月11日 土 砂丘の風資料館 26

体験講座 テンキ作り〜ハマニンニクで小かごを編む〜 7月25日 土 砂丘の風資料館 12

体験講座 サケ切身骨格標本をつくる 9月5日 土 砂丘の風資料館 8

トークイベント ウミベオロジー／石狩海辺学2015 10月3日 土 紀伊國屋書店札幌本店 46

体験講座 縄文文化の暮らしをジオラマで作ろう 10月10日 土 いしかり砂丘の風資料館 11

野外講座 石狩ビーチコーマーズ／秋の海辺の漂着物 10月25日 日 石狩浜、砂丘の風資料館 中止

講演会 石狩紅葉山49号遺跡から縄文世界遺産へのメッセージ 12月5日 土 石狩市民図書館 49

体験講座 フライドチキン骨格標本をつくる 12月19日 土 いしかり砂丘の風資料館 未

連続講座 石狩大学博物学部（全２回、４科目） 1/30、2/6 土 石狩市民図書館 未

野外講座 石狩ビーチコーマーズ／冬の海辺の漂着物 ２月 日 石狩浜、砂丘の風資料館 未

■展示

種類 名称 開催日 場所

テーマ展 海辺のオバケ？石狩湾の蜃気楼 4/29〜6/29 砂丘の風資料館

テーマ展 石狩と戦争 8/2〜9/7 砂丘の風資料館

テーマ展
石で作った縄文文化の道具たち
―石狩紅葉山49号遺跡から出土した石器―

9/16〜12/13 砂丘の風資料館

テーマ展 資料館のお宝2016 12/31～3/31 砂丘の風資料館

期間限定展示
市指定文化財
「石狩紅葉山49号遺跡出土の木製品」紹介

7/30～12/13 砂丘の風資料館

ミニ展示 縄文文化の暮らしをジオラマで見よう 12/2～12/8 石狩市民図書館

■小中学校における「授業と展示」による出張事業

種類 名称 開催日 場所 学年

出張授業 石狩紅葉山49号遺跡について学ぶ 7/13 緑苑台小学校 4

出張展示
石狩紅葉山49号遺跡からみつかった
縄文時代の暮らしと道具

7/10-7/16 緑苑台小学校　ホール

出張授業 石狩紅葉山49号遺跡から縄文文化を学ぶ 8/25,8/26,9/10 花川中学校 1,2

出張展示 縄文時代の木の道具―石狩紅葉山49号遺跡より
授業実施期間に
合わせて実施

花川中学校　ホール

平成27年度実績
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②平成２８年度事業計画について 

 

 

平成 28 年度文化財関係事業予定 

 

■講座 

体験講座      ４件 

野外講座      ３件 

講演・トーク等  ２件（３回） 

 

■展示 

テーマ展等 ３件 

 

■小中学校における出張事業 

出張授業・展示  ２～３校（授業と同時期に展示） 

 



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講座

種類 名称 開催予定日 曜 場所

野外講座 石狩ビーチコーマーズ／春の海辺の漂着物 ４月後半 日 石狩浜、砂丘の風資料館

体験講座 テンキ作り 7月下旬 砂丘の風資料館

体験講座 昆虫標本をつくる（仮） ７月〜８月 砂丘の風資料館

体験講座 サケ切身骨格標本をつくる ９月 土 砂丘の風資料館

トークイベント ウミベオロジー／石狩海辺学2016 10月 土 紀伊國屋書店札幌本店

野外講座 石狩ビーチコーマーズ／秋の海辺の漂着物 10月後半 日 石狩浜、砂丘の風資料館

体験講座 縄文文化の暮らしをジオラマで作ろう（仮） 11月上旬 石狩市内

連続講座 石狩大学博物学部（全２回、４科目） １月〜２月 土 石狩市民図書館

野外講座 石狩ビーチコーマーズ／冬の海辺の漂着物 ２月後半 日 石狩浜、砂丘の風資料館

■展示

種類 名称 開催予定日 場所

テーマ展 海辺のホネ図解 夏 砂丘の風資料館

テーマ展 石狩市内の遺跡をテーマにした展示（仮） 秋 砂丘の風資料館

テーマ展 資料館のお宝2017 冬 砂丘の風資料館

■小中学校における出張事業

種類 名称 開催日 場所 備考

出張授業･展示 石狩紅葉山49号遺跡について学ぶ（仮） ― 市内小学校 １～2校実施予定

出張授業･展示 石狩紅葉山49号遺跡から縄文文化を学ぶ（仮） ― 市内中学校 １校実施予定

平成28年度予定（暫定）
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③プロジェクトＭの活動について 

     

     

 

３．協 議 

地域資料の取り扱いについて 

    

 

 

４．その他 

 

 

 


