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令和３年度浦幌町社会教育振興事業計画（抜粋） 
 

芸術文化・文化財 

 

課題 

○文化や芸術活動に触れる機会の創出や、相互に学び合える環境づくりと情報発信の推進 

○若年層から中高齢層まで各世代に応じた文化活動の取り組みと発信 

○地域文化に対する町民の関心と意識、需要に関する情報把握 

○文化財の周知活動と、新たな文化財の指定 

○近隣町村や関係機関との広域連携による魅力発信事業の継続 

○浦幌町周辺のアイヌ民族の歴史や伝承活動について「まちづくり計画」に基づき国や道、関係

団体等と連携した情報発信や教育普及活動の推進 

重点目標 

▽町民同士が絆を深め、生涯を通じて、創造性や感性を育み、心豊かに暮らすための文化活動の

推進 

課題を解決するための施策事業 

施策 事業 

（１）文化活動に触れる機会創出と情

報発信の推進 

▽各世代の需要に応じた文化活動情報の発信方法の検

討 

▽子ども居場所づくり事業等を活用した幅広い世代へ

の体験機会の創出  

▽幅広い町民から日常的に文化事業への要望などを聞

く公聴機能の充実 

（２）各種イベントへの積極的な参加

意識の高揚促進 

 

▽子ども居場所づくり事業、体験講座等を通じた周知 

▽公民館主催事業と連携した学習機会の提供 

▽文化協会情報誌などの配布及び、インターネットを活

用したサークル団体や町民への周知 

▽各サークルの活動状況を把握し周知する事業の創出 

（３）多種多様な芸術文化の鑑賞機会

の充実 

▽他市町村と連携した鑑賞機会の設定 

▽小規模コンサートの継続実施 

▽地域の人材発掘と交流機会の設定 

▽小・中学生の作品巡回展示の検討 

（４）文化財や伝統芸能の保存や次世

代への継承 

▽町のホームページやマップを活用した各種文化財の

周知 

▽文化財周知標識等の計画的改修と増設 

▽博物館情報紙やインターネットを活用した文化財の

周知 

▽様々な伝統芸能の記録化と情報発信 

▽文化財の新たな指定 
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▽地域のアイヌ民族の歴史や文化に関する情報発信と

教育事業の推進 

（５）広域連携による魅力発信事業の

継続 

 

▽サークル団体間の連携拡充 

▽近隣町村との定期的な交流機会の設定 

▽各種交流事業の町民周知 

▽国や道、他市町村、大学、博物館など、関連する各種

機関との連携による事業の開催や情報発信 

 

施  策 （１）文化活動に触れる機会創出と情報発信の推進 

事  業 

▽各世代の需要に応じた文化活動情報の発信方法の検討 

▽子ども居場所づくり事業等を活用した幅広い世代への体験機会の創出  

▽幅広い町民から日常的に文化事業への要望などを聞く公聴機能の充実 

 

事 業 名 町広報誌、アシール・レーラ（生涯学習情報）の掲載、タウン情報の活用 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

毎月、全戸配布される広報誌に生涯学習情報

（アシールレーラ）を掲載するとともに公共施設

に掲示されるタウン情報を効果的、効率的に活用

する。連載「博物館の窓」を通じて文化財の周知

をはかる。 

■期日 通年 

 

事 業 名 博物館移動講座の開設 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

町内に所在する文化財標識看板を教材に本町

の歴史を学ぶ。 

■期日 通年 

 

事 業 名 ホームページの更新事業 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

インターネットに掲載している社会教育、図書

館、博物館に関する情報ページを逐次更新してい

く。博物館のホームページやデータベースを新設

する。 

■期日 通年 
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事 業 名 近代化遺産全国一斉公開企画事業「列車で学ぶ地理・歴史」 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

 全国近代化遺産活用連絡協議会の近代化遺産

一斉公開事業と連動して、浦幌～音別間の鉄道を

活用した近代化遺産の見学会を開催する。 

■期日 10 月 

■場所 浦幌駅～音別駅（列車利用） 

■共催 全国近代化遺産活用連絡協議会 

 

事 業 名 博物館だより 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

地域の恵まれた自然や文化財を題材とした博

物館事業を周知すると共に、文化財を知ってもら

い、親しんでもらう記事を連載する。 

■期日 毎月 

 

事 業 名 マップを活用した文化財の周知徹底 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

東十勝ロングトレイル協議会等と連携し、町内

の文化財についてガイドマップを製作・頒布して

周知と活用をはかる。 

■期日 通年 

 

事 業 名 「お茶を飲みながら資料を磨く会の開催 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

 博物館で収集いた各種文化財の整理作業に、幅

広く町民に参加してもらい、文化財に触れ、理解

を深める機会とする。 

■期日 随時 

■会場 博物館 

■対象 一般 

 

事 業 名 博物館年報・紀要の発行 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

郷土の風土・地歴・動植物・昆虫等に関する調

査・研究の成果の記録化と保存。 

紀要の電子化・オンライン公開を推進する。 

■期日 ３月末 
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事 業 名 町民文芸誌「樹炎」発刊事業 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

文芸愛好家の投稿の場を設け、本町の文化水準

の向上と投稿者等紙面を通じた交流を図る。 

■対象 全町民、元町民 

■特記事項 隔年実施（次回：令和４年度） 

 

事 業 名 文化財講演会＆見学会の開催 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

 町内に散在する指定文化財・未指定文化財につ

いて知る機会を提供する。専門家を招聘しての講

演会および野外巡検を実施する。 

■期日 随時 

■会場 浦幌町立博物館・町内一円 

■対象 一般 

 

事 業 名 アイヌ教育 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

先住民族アイヌの歴史や文化について、地域の

歴史とからめて学ぶ機会を設ける。 

■期日 随時 

■会場 博物館・小中学校 

■対象 小中学生・一般 

 

 

施  策 （２）各種イベントへの積極的な参加意識の高揚促進 

事  業 

▽子ども居場所づくり事業、体験講座等を通じた周知 

▽公民館主催事業と連携した学習機会の提供 

▽文化協会情報誌などの配布及び、インターネットを活用したサークル団体や町民へ

の周知 

▽各サークルの活動状況を把握し周知する事業の創出 

 

事 業 名 文化協会活動支援補助 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

文化協会の自主的活動の促進を図るために補

助する。 

■対象 浦幌町文化協会 

■特記事項 ７６千円を補助 

※昨年度繰越分を減額しての補助 
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事業名 図書館・博物館主催事業 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

図書館「読み聞かせボランティア」「布絵本づ

くりボランティア」、博物館「資料整理ボランテ

ィア」が活動しやすい環境を支援し、活動の場と

機会の拡充を図る。また、公民館と連携した事業

展開を図る。 

■期日 随時 

 

事業名 サークル団体の活動状況の周知 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

サークル団体の活動状況等をホームページ等

で周知することにより、サークルの活性化と若い

世代の加入促進を図る。 

■期日 随時 

 

 

施  策 （３）多種多様な芸術文化の鑑賞機会の充実 

事  業 

▽他市町村と連携した鑑賞機会の設定 

▽小規模コンサートの継続実施 

▽地域の人材発掘と交流機会の設定 

▽小・中学生の作品巡回展示の検討 

 

事 業 名 ロビーコンサート 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

博物館収蔵資料を活用したレコードコンサー

ト、町民の交流の場としての歌声サロン、町内外

の音楽サークルのミニコンサート会場とする。 

■期間 随時 

■会場 教育文化センターロビー・前庭など 
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事 業 名 豊頃町・浦幌町社会教育連携事業 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

町民の多様化、高度化する学習機会に応えるた

め、両町社会教育施設において展開される社会教

育事業の共催化を推進し、両町社会教育の一層の

充実を図る。 

■期日 随時 

■会場 両町の社会教育（体育）施設 

■対象 両町の全町民 

 

 

施  策 （４）文化財や伝統芸能の保存や次世代への継承 

事  業 

▽町のホームページやマップを活用した各種文化財の周知 

▽文化財周知標識等の計画的改修と増設 

▽博物館情報紙やインターネットを活用した文化財の周知 

▽様々な伝統芸能の記録化と情報発信 

▽文化財の新たな指定 

▽地域のアイヌ民族の歴史や文化に関する情報発信と教育事 

業の推進 

 

事 業 名 文化財周知標識看板設置事業 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

町内に所在する文化財を周知するため、標識看

板を設置する。また、破損状況等に応じて計画的

に改修を行う。 

■期日 随時 

 

事 業 名 町広報誌、アシール・レーラ（生涯学習情報）の掲載、タウン情報の活用 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

毎月、全戸配布される広報誌に生涯学習情報

（アシールレーラ）を掲載するとともに公共施設

に掲示されるタウン情報を効果的、効率的に活用

する。連載「博物館の窓」を通じて文化財の周知

をはかる。 

■期日 通年 
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事 業 名 ホームページの更新事業 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

インターネットに掲載している社会教育、図書

館、博物館に関する情報ページを逐次更新してい

く。 

■期日 通年 

 

事 業 名 博物館だより 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

地域の恵まれた自然や文化財を題材とした博

物館事業を周知すると共に、文化財を知ってもら

い、親しんでもらう記事を連載する。 

■期日 毎月 

 

事 業 名 マップを活用した文化財の周知徹底 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

東十勝ロングトレイル協議会等と連携し、町内

の文化財についてガイドマップを製作・頒布して

周知と活用をはかる。 

■期日 通年 

 

事 業 名 文化財の新規指定に向けた取り組み 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

浦幌町文化財審議委員会、博物館協議会と連携

し、新たな指定文化財を選定するための巡検や解

説事業などを行う。 

■期日 通年 

 

事 業 名 アイヌ文化伝承教室 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

アイヌ協会と共催してアイヌ文様などの伝承

教室を行う。 

■期日 随時 

■会場 浦幌町立博物館 

■対象 アイヌ協会員、一部一般 
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事 業 名 博物館年報・紀要の発行 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

郷土の風土・地歴・動植物・昆虫等に関する調

査・研究の成果の記録化と保存。 

紀要の電子化・オンライン公開を推進する。 

■期日 ３月末 

 

事 業 名 文化財保護団体活動支援補助 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

町無形文化財第１号指定の浦幌開拓獅子舞の

保存、継承を図るため補助する。 

■対象 浦幌開拓獅子舞保存会 

■特記事項 １４千円を補助 

      ※昨年度繰越分を減額しての補助 

 

事 業 名 近代化遺産全国一斉公開企画事業「列車で学ぶ地理・歴史」 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

全国近代化遺産活用連絡協議会の近代化遺産一

斉公開事業と連動して、浦幌～音別間の鉄道を活

用した近代化遺産の見学会を開催する。 

■期日 10 月 

■場所 浦幌駅～音別駅（列車利用） 

■共催 全国近代化遺産活用連絡協議会 

 

事 業 名 文化財講演会＆見学会の開催 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

 町内に散在する指定文化財・未指定文化財につ

いて知る機会を提供する。専門家を招聘しての講

演会および野外巡検を実施する。 

■期日 随時 

■会場 浦幌町立博物館・町内一円 

■対象 一般 
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事 業 名 アイヌ教育 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

 先住民族アイヌの歴史や文化について、地域

の歴史とからめて学ぶ機会を設ける。 

■期日 随時 

■会場 博物館・小中学校 

■対象 小中学生・一般 

 

 

施  策 （５）広域連携による魅力発信事業の継続 

事  業 

▽サークル団体間の連携拡充 

▽近隣町村との定期的な交流機会の設定 

▽各種交流事業の町民周知 

▽国や道、他市町村、大学、博物館など、関連する各種機関との連携による事業の開

催や情報発信 

 

事業名 浦幌町文化祭 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

町内の文化活動者及び団体が一堂に会し、日頃

の学習活動の成果を発表し、地域文化の創造を図

ることを目的とする。初日午前中には教育の日実

践発表会を同会場で行う。 

■期日 10 月 31～11 月１日（２日間） 

■会場 中央公民館 

■対象 文化協会加盟団体、その他出展・出演を

希望する個人・団体 

 

事業名 公民館まつり（地域文化週間） 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

地域住民の交流を深め、日頃の学習活動の成果

を発表し、絆を深めることを目的とする。 

■期日 １１月・２月 

■会場 上浦幌公民館、厚内公民館、吉野公民館 

■対象 上浦幌地区、厚内地区、下浦幌地区住民 
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事 業 名 豊頃町・浦幌町社会教育連携事業 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

町民の多様化、高度化する学習機会に応えるた

め、両町社会教育施設において展開される社会教

育事業の共催化を推進し、両町社会教育の一層の

充実を図る。 

■期日 随時 

■会場 両町の社会教育（体育）施設 

■対象 両町の全町民 

 

事 業 名 近代化遺産全国一斉公開企画事業「列車で学ぶ地理・歴史」 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

 全国近代化遺産活用連絡協議会の近代化遺産

一斉公開事業と連動して、浦幌～音別間の鉄道を

活用した近代化遺産の見学会を開催する。 

■期日 10 月 

■場所 浦幌駅～音別駅（列車利用） 

■共催 全国近代化遺産活用連絡協議会 

 

事 業 名 アイヌ教育 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

先住民族アイヌの歴史や文化について、地域の

歴史とからめて学ぶ機会を設ける。 

■期日 随時 

■会場 博物館・小中学校 

■対象 小中学生・一般 

 

事 業 名 帯広百年記念館との連携事業 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

ミニ百年記念館・移動展・出前講座、野外観察

会の連携開催 

■移動展を冬季に１ヶ月程度開催予定。 

■出前講座を夏休み・冬休みに開催予定。 
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事 業 名 本別町歴史民俗資料館との連携事業 

事業の概要（目的、日程、対象等具体的に） 実施結果、反省・評価 

本別空襲をはじめ、上浦幌地区と密接に関係す

る歴史や自然をテーマにした講座を、連携して開

催する。 

■バスを用いた移動講座を１回開催予定。 
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令和３年度浦幌町立博物館運営方針 

浦幌町の多様な歴史、自然、文化に関する資料と情報を幅広く収集・保全し、地

域の財産として将来へ引き継ぎ、多方面で活用していくために、浦幌町立博物館は

次のような活動を展開します。 

 

１．昨年度に引き続き、博物館法の動向や全国の公立博物館の現状を鑑みつつ、これ

から先の博物館のありようを考えるための連続講座やシンポジウムを開催します。 

 

２．博物館情報のデジタル化やインターネット対応を進め、ホームページの新規開設

と博物館資料データベースの構築を実施します。 

 

３．町内の文化財情報の発信拠点として、国内外の各種データベースへの情報提供や

連携を進めます。 

 

４．博物館事業の見直しを進め、普及行事や企画展示の回数を減らし、資料の整理・

登録作業、調査研究活動など、博物館活動の土台となる作業に活動の主軸を移します。 

 

５．博物館法にもとづく登録博物館化への検討を進めます。 

 

６．図書館との複合施設である当館のメリットを活かし、事業やレファレンス、地域

資料の収集や、収蔵資料の有効活用、情報発信など、共同で推進できる体制の構築を

はかります。 

 

７．停滞している東山防災倉庫の収蔵資料の搬出や吉野収蔵庫における資料整理活動

を進めます。 

 

８．町内のさまざまな学術資源を、新規に文化財等として指定することを目指した取

り組みを進めます。 

 

９アイヌ振興法の考え方にもとづき、ラポロアイヌネイションやアイヌ民族文化財団

と連携して、アイヌ民族の歴史や文化を発信する活動に取り組みます。 

 

10．「国際博物館の日」や「文化財保護強調月間」「近代化遺産の日」などを軸に、全

国の博物館や文化機関と連携した、多様な博物館事業を展開していきます。 

 



分
類

領　　　　域 No. 事業名 事 業 概 要 期日
来場者また
は参加者数

備 考

1
コロナな時代を語り継
ぐために

新型コロナウイルスにより変化した地域の生活
を身近な資料で記録する試みです。

2月27日
〜4月11日

344名
(記帳者の

み)

2 アイヌ伝統文化作品展
ラポロアイヌネイション主催のアイヌ刺繍教室の受
講生が製作作品を展示

4月22日
～5月23日

204名
(記帳者の

み)

ラポロアイヌネイ
ション共催

3 ナキウサギ写真展
高山帯に生息し、十勝地方でも東大雪で見ることの
できるナキウサギの貴重な生態をとらえた写真展。

5月29日か
ら7月27日

ナキウサギふぁんく
らぶ共催

4 紙の宝石　蔵書票展
「紙の宝石」とも呼ばれる蔵書票は日本ではなじみ
の薄い美術品。千葉氏の蔵書票コレクションを紹
介。

7月31日～8
月29日

5

帯広百年記念館移動展「過ぎ
さりし街角：荘田喜與志の見
た帯広・十勝」

昭和20年代末から平成初期の十勝の様子を記録した
荘田喜與志氏の写真を展示し、地域社会の移り変わ
りを紹介します。

10月9日〜
11月21日
（未定）

帯広百年記念館運営
連絡協議会共催

6 孔版画年賀状展
うらほろ孔版画サークルが全国と交換した孔版画年
賀状を公開。

1月20日〜
2月2日

うらほろ孔版画サー
クル・浦幌文化協会
共催

7
ぼくのわたしの書き初
め展

小中学生の書き初めの展覧会
2月5日〜

17日
もみじ子会共催

12
北海道で初めて確認さ
れた水草「トリゲモ」
について

2019年に豊頃町の沼で北海道で初めて記録された水
草トリゲモの話題を中心に水草の研究や魅力につい
てお話頂きます。

4月21日 19名
講師　首藤光太郎
（北海道大学総合博
物館助教）

13 ヌタベット湿原の特徴
豊北海岸の入口付近に広がる通称ヌタベット湿原の
特徴や貴重性について解説。

8月 講師：持田誠学芸員

14
写真展・十勝・帯広の
記録（仮称）

帯広百年記念館移動展関連講座。 10～11月
講師：帯広百年記念
館学芸員

15
厚内神社の絵馬と神社
のあゆみ

厚内神社の歴史と、神社に奉納されている絵馬の歴
史的な意義について紹介。

8月 講師：持田誠学芸員

駐在さんのしごと
浦幌には駐在さんが何人いるのか？駐在所と交番は
どう違うのか？知っているようで知らない駐在さん
の仕事を紹介。

9月
講師：浦幌駐在所／
協力：池田警察署

16 オタフンベチャシ
国指定史跡オタフンベチャシの歴史や重要性につい
て紹介。

10月 講師：未定

17

国際博物館の日記念講
座「写真・映像に見る
1950年代アイヌの踊
り」

残された写真から、釧路地方のアイヌ文化を振り返
ります。

2021/5/16→
延期

講師：城石梨奈（釧
路市立博物館学芸
員）/緊急事態宣言発
令のため中止

18

［企画展関連講座」氷
河期からつないできた
命：エゾナキウサギの
生態と保護

徐々に解明されつつあるナキウサギの生態と、海外
のナキウサギを映像でご紹介します。

7月4日
講師：市川利美氏
（ナキウサギふぁん
くらぶ）

19
[企画展関連講座]
書票の愉しみ

美しく技巧を凝らした書票（蔵書票）の魅力につい
て、製作者の千葉氏が自ら解説。

7月30日 講師：千葉定是氏

20
民俗学の実践と地域教
育（仮称）

民俗学の実践をテーマに取り組んでいる浦幌での地
域教育について解説。

12月
講師：宮前耕史氏
（北海道教育大学釧
路校教授）

21
卒業論文大発表会：浦
幌のヒグマこんなに調
べました！2022

浦幌ヒグマ調査会として白糠丘陵一帯でヒグマの生
態調査を実施している大学生たちに、自分たちの研
究を発表してもらう。

2月12日

共催：浦幌ヒグマ調
査会・酪農学園大学
野生動物生態学研究
室

町民座談会 28

夏休みこども博物館 29
ウチダザリガニ・バス
ターズ

特定外来生物ウチダザリガニの捕獲を体験し、生態
系について学ぶ。

浦幌の自然を楽しむ
会共催
（会と学芸員で調査
のみ実施）

博物館講座（うらほ
ろスタイルゼミナー

ル）

 2021（令和３）年度　博物館教育普及事業計画　（2021年6月現在）

展
示 企画展

博物館講座

教
育
普
及

夜学講座
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分
類

領　　　　域 No. 事業名 事 業 概 要 期日
来場者また
は参加者数

備 考

 2021（令和３）年度　博物館教育普及事業計画　（2021年6月現在）

35
＜月例調査観察会＞
豊北植物調査会

毎月１回豊北原生花園を歩き、植物のフェノロジー
（生物季節観測）を調査・記録する。

5月～11月
毎月1回

5名
新型コロナウイルス
蔓延防止のため6月は
中止。

36
＜自然観察会＞
ウラホロイチゲ観察会

日本では浦幌で最初に発見された植物ウラホロイチ
ゲの自生地を巡って観察する講座

4月29日 21名 講師　坂下禮子

37
＜自然観察会＞
「春の森林公園をある
く」

森林公園の春の植物や動物などを観察します。 5月4日 27名 講師　持田誠学芸員

38
＜自然観察会＞
「青い鳥を探そう」

夏鳥オオルリの美しい姿を、木々の葉が茂って観察
しづらくなる前の初夏に観察する

5月2日 25名
講師　春日基江（ト
リおばさん）

39
＜移動博物館＞「上浦
幌の地形を巡る」

浦幌川の地形的特徴や形成史を、地形図をヒントに
観察しながら学ぶ。

7月11日
講師：乙幡康之（ひ
がし大雪自然館）

42
＜ふるさと探訪＞
列車で学ぶ地理・歴史

列車を活用した鉄道遺産と地理歴史巡検 10月23日
北海道文化財保護強
調月間/全国近代化遺
産一斉公開2021

43
＜自然観察会＞
秋の渡り鳥観察会

ハクガン、シジュウカラガン、マガン、ヒシクイな
ど秋に大終結する渡り鳥を観察する。

11月3日
講師：春日基江（ト
リおばさん）

45 レコードコンサート
収蔵資料のレコードを活用し、ロビーに音楽を流し
て休憩場所を提供。

毎月1回 未計数
新型コロナウイルス
蔓延防止のため中止

46
クリスマス讃美歌コン
サート

日本では一般的の馴染みのうすい讃美歌、聖歌やキ
リスト教文化に触れると共に、池田教会やゆかりの
人物に関する想い出などを語る。

12月18日
企画展関連事業/日本
福音ルーテル帯広教
会共催

ラポロアイヌネイショ
ン共催

47
「初心者アイヌ文様刺
繍講座」

アイヌ文様刺繍について、その独特の技法を伝承者
から学ぶ連続講座

不定期
講師　廣川和子
ラポロアイヌネイ
ション共催

ロビーコンサート

移動講座

教
育
普
及

14


