会場

★開館時間17：30〜21：00
函館市若松町12-13

JR北海道 函館支社

Tel.0138-23-3359

Tel.0138-40-6897

Tel.0138-22-2511

函館市上新川町1-8

函館地方裁判所

Tel.0138-38-2371

会場

★開館時間18：00〜20：00

函館市青函連絡船記念館摩周丸

函館市若松町12先

函館市青函連絡船記念館摩周丸

Tel.0138-27-2500

会場

★開館時間17：30〜20：00
函館市千歳町13-1

NHK函館放送局

Tel.0138-27-0111

函館山ロープウェイ FMいるか

会場

★開館時間17：30〜20：30
函館市末広町18-17
Tel.0138-26-9801

●ポケタッチで学ぼう！ ※来場者には、記念品プレゼント

函館山ロープウェイ

函館市元町19-7

函館山ロープウェイ（株）

Tel.0138-23-3105

★開館時間17：30〜20：30

函館市国際水産・海洋総合研究センター

函館市弁天町20-5

函館国際水産・海洋都市推進機構

北海道開発局 函館開発建設部

Tel.0138-42-7740

車両展示
●除雪機械：ロータリー除雪車、除雪トラック ●災害対策用機械：水陸両用車、照明車
普段見る事のできない、
ロータリー除雪車・除雪トラック・水陸両用車の車両見学ができます。照明車
のモニターカメラで、地上9mからの眺めを見てみよう。
※見学はすべて無料です。
※災害等の緊急事態が発生した場合、展示内容が変わる場合があります。
●１階エントランスホールにて、函館新外環状道路パネル展示

自衛隊函館地方協力本部

Tel.0138-53-6241

●ミニ制服試着、写真撮影コーナー（写真はプレゼントします） ●南極の氷展示
●陸海空自衛隊パンフレット等配布 ●メディアランナーによる自衛隊DVDを流します

陸上自衛隊函館駐屯地 第28普通科連隊

函館市五稜郭町26-1

1両

●96式装輪装甲車

ロシア極東連邦総合大学函館校

函館市元町14-1

9：00〜12：00）

★開館時間17：30〜21：00

函館市青年センター

函館市千代台町27-5

函館市青年センター

Tel.0138-51-3390

「青年、あばれる。」＠カルチャーナイト
青年センターで活動しているサークルによるステージ発表です。若いパワーに触れたいという方、サー
クル活動を始めてみたいという方、
かつて青年だった方、
これから青年になるという方、今まさに青年と
いう方、
どなたでもご覧いただけます。
出演団体：マキシマム
（マーチング）、函館躍魂いさり火（YOSAKOIソーラン）、
函館SQUAD（レゲエダンス）
実施時間：19：30〜20：15

★開館時間17：30〜20：30

北海道立函館美術館

函館市五稜郭町37-6

北海道立函館美術館

Tel.0138-56-6311

夜間開放
●特別展「魯山人の宇宙展」 ※優待料金（一般お一人様100円引き、その他お一人様50円引き）
●常設展「没後20年国松登」、
「近代詩文書の世界−金子鷗亭の場合−」 ※無料

湯の川エリア
★開館時間17：30〜21：00

函館競輪場

函館市金堀町10-8

函館競輪場

Tel.0138-51-3121

●施設見学（メインスタンド） ①18：15〜 ②19：10〜 ③20：20〜 （約30分程度）
●施設見学・バンク内ナイター走行体験 ①17：30〜 ②18：30〜 ③19：30〜 （約90分程度）
定員：各30名（要電話予約Tel.0138-51-3121、先着順）
※バンク走行体験された方には、記念品プレゼント！
※バンク内はハイヒール等のかかとの高いもの、先の尖った靴での参加は遠慮ください。
※雨天時は内容が変更になる場合がございます。

★開館時間18：00〜20：00

土方・啄木浪漫館

函館市日乃出町25-4

土方・啄木浪漫館
夜間無料開放
●石川啄木常設展示の観覧

Tel.0138-56-2801

●石川啄木シアターの無料上映

●土方歳三常設展示の観覧

★開館時間17：30〜21：00

函館市熱帯植物園

函館市湯川町3丁目1-15
Tel.0138-57-7833

事務局Tel.0138-52-0230

夜間無料開放
●夜の植物園を楽しもう！
！観察＆クイズラリー
・ライトアップされたサル山でのサルの観察・餌やり ・照明を付けた温室内で植物の観察
※入園者にサルの餌を1袋ずつプレゼント
（先着100名 1家族1袋）
※クイズ解答正解者に記念品をプレゼント
（お楽しみに・
・
・
・
・
・）

Tel.0138-26-6523

夜間無料開放
●ロシア語にふれてみよう。
ロシア語アルファベット表を参考にして、
自分の名前カードをつくろう。
●ロシア民族衣装試着体験
ロシアの民族衣装を着て、記念撮影はいかがですか。※カメラをご持参ください。
●本校オリジナル人形劇の人形を動かしてみよう。
●写真展示（最近のウラジオストク、
ゴシケービッチ生誕200年）
●ロシア民芸品の展示 ●DVD上映

西埠頭

Tel.0138-42-1118

●巡視船 船内見学
●海上保安官の制服を着て写真を撮ろう！
●海上保安協会による海上保安庁グッズ販売
※入場・見学はすべて無料です。
※海難等緊急事案が発生した場合は、見学ができない場合があります。

海上自衛隊 函館基地隊

Tel.0138-23-4241

●掃海艇電灯艦飾

駒場電車営業所

函館市駒場町15-1

函館市企業局交通部

函館市弁天町31

函館海上保安部

★開館時間18：00〜20：30

Tel.0138-32-1730

運転シミュレーター 〜制服・制帽で出発進行！〜
※駐車場はご利用いただけません。公共交通機関または無料のシャトルバスをご利用下さい。

★開館時間17：30〜20：30

●掃海艇パンフレット配布

★開館時間17：20〜21：00

函館市熱帯植物園

1両

ロシア極東連邦総合大学函館校ロシアセンター

Tel.0138-35-6800

Tel.0138-51-7187

Tel.0138-51-9171 内線370・371

★開館時間17：30〜20：00

●掃海艇一般公開

函館市中央図書館

道南食品（株）

Tel.0138-21-4600

夜間開放
●海藻おしば教室（実施：海藻おしばサークル）
対象：小学生以上 参加費：100円 17：30〜 順次（予約不要）
●海藻万華鏡体験（実施：海藻おしばサークル）
対象：小学生以上 参加費：
１００円 １７
：
３０〜順次（予約不要）
●科学演劇（実施：函館工業高等専門学校演劇愛好会）
夢見るイルカ ①18：30〜19：00 ②19：30〜20：00
●写真展 豊かな海の生きものたち
協力：北海道大学水産学部、北海道大学北方生物園フィールド科学センター臼尻水産実験所
●タッチプール
普段触れることのない海の生きものたちに触れて、海を身近に感じてみませんか。

●高機動車

★開館時間17：30〜20：00

キャラメル・チョコレートの製造工場見学
（無料）
①17：20〜18：20 ②18：30〜19：30 ③19：40〜20：40
定員：各60名（要電話予約Tel.0138-51-7187、先着順 受付：平日のみ
対象：3Fまでの階段上り下り可能な方
※来場者には、記念品プレゼント ※駐車場有り
（当社見学者のみ）

会場

Tel.0138-27-8159

安川智巨、佐藤はるか

★開館時間18：00〜20：00

1両

Tel.0138-31-0110
（内線2123）

函館市千代台町14-32

函館市元町18-11
Tel.0138-27-3700

車両展示
●軽装甲機動車

Tel.0138-51-4785

道南食品

会場

函館市元町33-14

夜間無料開放（常設展示）
●来館記念ポストカードプレゼント

●コミュニケーションロボット展示

★開館時間17：30〜20：00

函館山ロープウェイ施設見学
函館山ロープウェイの心臓部で、関係者以外は見る事のできない機械室にある大きな「車輪」をご覧い
ただきます。参加者全員にオリジナルポストカードをプレゼントいたします。

会場

会場

★開館時間17：30〜21：00

エスイーシー（システムビル）

Tel.0138-24-1115

会場

西部エリア
函館市旧イギリス領事館

函館市末広町8-6

FMいるか

会場

●スタジオ見学
●衛星中継車（CSK）見学
静止衛星を使って映像や音声を伝送し、全国どこからでも中継が可能な車です。
※緊急車両のため、当日見学できない場合があります。
●カメラマン体験 実際に現場で使用しているカメラの操作体験ができます。
●クロマキー（映像合成）体験
クロマキー合成とは、映像からブルーやグリーンの色の成分を抜き出し、そこに別の映像を合成する
技術で、
ニュースの気象情報の映像などに使われています。
●親子で楽しめる
「NHKなつかしキャラクター」ペーパークラフト展示
NHKの歴代人気キャラクターが高さ40cmのペーパークラフトでよみがえる！
●ご来場者のみなさまには、
「ＮＨＫなつかしキャラクター」工作用（高さ１０ｃｍ程度）のシートなどの記
念品をプレゼント！
●来場されたお子さんには、記念品をプレゼント！
（先着250名）
※駐車場はご利用いただけません。公共交通機関または無料のシャトルバスをご利用ください。

函館市旧イギリス領事館

北海道坂本龍馬記念館

会場

料金：無料

函館市五稜郭町43-9

夜間開放（常設展示）

会場

●法廷探検クイズツアー
クイズを解きながら、いろんな法廷を探検しよう！
●なりきり裁判官！
裁判官が着ている法服を着て、法廷の裁判官席で写真を撮ろう！
●なるほど！裁判所の歴史
函館の裁判所は、
なんと！今から約140年前に北海道で最初に設置された、
とっても歴史のある裁判
所。古い裁判記録等や明治時代の法服を見てみよう！
※駐車場開放（約60台）17：15〜20：15まで利用可能

五稜郭タワー

●パトカー、白バイの展示、乗車体験（固定） ●ちびっ子警察官ミニ制服着用体験
●似顔絵作成実演（先着２０名） ●指紋採取体験（先着１００名）
●夜光反射材効果体験、信号機展示 ●機動隊装備品展示、着装体験

会場

函館地方裁判所

★開館時間17：30〜21：00

函館市中央図書館

★開館時間18：00〜21：00

北海道坂本龍馬記念館

会場

会場

★開館時間17：30〜20：00

NHK函館放送局

Tel.0138-22-9700

夜間無料開放
●常設展示の観覧
坂本龍馬の手紙・日本刀・洋式小銃など幕末維新の貴重な資料と、坂本家八代当主・坂本直行画伯の
絵画やゆかりの品など。
●クイズラリーに挑戦！
（※中学生以下対象）
クイズラリーで龍馬を学ぼう。解答者には記念品をプレゼント。
●龍馬になりきって記念撮影！
（※無料／先着順）
撮影用の簡単な衣装・小道具を身に付けて龍馬になりきろう。
（※カメラをご持参ください。）

会場

ほくでん

[函館駅２Ｆ多目的ホール（イカすホール）Aコート]
●エネルギー体験広場
自分で発電機を回して撮影する
「人力カメラ」などで、
エネルギー体験を楽しもう！
●「ちぢみっこキーホルダー」作り
電子トースターでぎゅぎゅっと縮む、
自分だけの「ちぢみっこキーホルダー」を作ってみよう！
作成時間：約15分 材料がなくなり次第終了とさせていただきます。
（事前予約不要・無料）

●船内ガイドツアー
①18：00〜 ②19：00〜 （約30分） 定員：各20名
（要電話予約Tel.0138-27-2500）

函館市末広町4-19

●スタジオ見学（生放送の様子をご覧いただけます）
①放送中の番組 ラバーソールとルチャドール ②パーソナリティー
●CD倉庫 ●中継車「いるか号」

[函館駅２Ｆ多目的ホール（イカすホール）Aコート]
●冷たい世界を体験しよう！
（液体窒素を使った冷熱実験）
①18：00〜 ②18：50〜 ③19：40〜
●天然ガス○×クイズ大会（20：20〜）

Tel.0138-23-0647

五稜郭タワー（株）

会場

北ガス

函館市地域交流まちづくりセンター

函館市地域交流まちづくりセンター

会場

[函館駅２Ｆ多目的ホール（イカすホール）Bコート]
●簡単にできる手作り工作教室
好きな列車のヘッドマークや写真を選んで
『特製バッチ』
を作ってみよう！
（予定）
※作成時間は約10分程度で、材料がなくなり次第終了いたします。
●いるか文庫（ＮＰＯ法人 語りつぐ青函連絡船の会）
鉄道・船に関する図書の閲覧ができます。

函館市東川町12-12

タワー展望台屋上探検ツアー
五稜郭タワー展望台のさらに上にある、関係者以外は絶対に見ることのできないエレベーターの心臓
部である
「ELV機械室」や「窓清掃用ゴンドラ収納部」を紹介。
①17：30〜18：00 ②18：15〜18：45 ③19：00〜19：30
定員：各10名（要電話予約Tel.0138-51-4785、先着順） 対象：小学生以上
参加費（傷害保険料含む）
：大人・大学生・高校生 1,000円 小・中学生 500円
※雨天・荒天時は見学コースを変更、或いは当社の判断で中止する場合があります。

会場

●防火衣の試着体験 ●消防車・救急車見学 ●消防指令センター見学
※火災等の災害が発生した場合、見学ができない場合がありますのでご了承ください。

本願寺函館別院（西別院）

北海道警察函館方面本部

★開館時間17：30〜21：00

●東北以北最古の手動式エレベーターをスタッフがご案内します。
●市民活動パネル展

Tel.0138-22-2142

★開館時間17：30〜21：00

五稜郭エリア

会場

函館市東雲町5-9

Tel.0138-27-3333

Tel.0138-23-3095

本願寺函館別院（西別院）

会場

函館市消防本部

函館市元町12-18

函館市末広町19-15

夜間開放
当日限定で本堂をライトアップします。ご自由に参拝ください。
●本堂ロビーにて堀川乗経師特別パネル展示
●雅楽の演奏（①17：30〜 ②20：30〜）
●腕輪念珠あみ体験
（18：30〜） 定員：30名（要電話予約Tel.0138-23-0647、先着順）
参加費：中学生以上300円 小人無料 申込締切：9月29日まで
※駐車場有り

Tel.0138-22-4128

函館市写真歴史館

市立函館博物館郷土資料館（旧金森洋物店）

市立函館博物館郷土資料館

函館市末広町21-7

★開館時間17：30〜21：00

★開館時間17：30〜20：30

夜間無料開放
●明治函館のハイカラ商い風景 ※観覧所要時間15〜20分
●蓄音機で聴くレトロな音楽 蓄音機でSPレコードを掛けます

★開館時間17：30〜20：30

函館市北方民族資料館

函館市写真歴史館

会場

会場

★開館時間17：30〜20：00

Tel.0138-22-9014

夜間無料開放（常設展示）
●来館記念ポストカードプレゼント ●特別展（写真展）開催

会場

夜間開放（お金についての学習・体験）
事前予約不要で見学・体験可。混雑状況（会場内見学者上限：30名程度）
により、入場を制限する場合が
ございます。お金について学習しながら、記念撮影はいかがですか？ ※カメラをご持参ください。
●お札の肖像になろう
（顔はめパネル） ●1億円のイスに座ろう ●1億円の重さ体験
●お札の身長計 ●貨幣の重さ体験 ●お札の歴史（昔のお札のレプリカ展示）
●お札の復元に挑戦（お札パズル） ●あなたのお札は大丈夫？(自分のお札を調べて本物か確かめよう）
●ビデオ上映（お札と探検！日本銀行） ●クイズラリー
※駐車所はご利用いただけません。公共交通機関またはシャトルバスをご利用ください。

JR函館駅2F多目的ホール（イカすホール）

函館市末広町22-5

夜間無料開放
●常設展示 アイヌ民族や北方民族資料の展示
●収蔵資料展 「ドクトル・馬場 千島を行く −馬場脩が観た北方考古学・民族学の世界−」
切り紙細工無料体験（18：00〜20：00）
●切り紙細工で、
アイヌ民族やサハリンのウイルタ民族の美しい文様を作ります。

会場

Tel.0138-27-1174

函館市消防本部

函館市文学館

函館市北方民族資料館

函館市東雲町14-1

日本銀行 函館支店

★開館時間17：30〜20：30

夜間無料開放
●石川啄木直筆資料をはじめとする常設展示と企画コーナー「収蔵資料展」の観覧
●クイズ「石川啄木と函館」に挑戦！
（参加無料）
啄木に関するクイズに挑戦し、楽しみながら啄木のことを学びます。参加者には、石川啄木の年譜、
啄木かるた一覧、
クイズの解答などをセットでプレゼントします。

会場

会場

★開館時間17：30〜20：30
（最終受付は20：15）

日本銀行 函館支店

Tel.0138-22-1001

会場

Tel.0138-21-3645
（総務課）
Tel.0138-21-3566
（生涯学習文化課）

市役所見学ツアー／総務課
●市長室、議会議場を見学 ①18：30〜 ②19：30〜 定員各10組・先着順
［市役所1F市民ホール］／生涯学習文化課
●夜間開放（17：30〜20：00）
●お点前体験コーナー 〜お茶を自分で点ててみよう！〜
（18：00〜20：00）
（中学生以下限定）
料金：無料 定員：200名（先着順）
●呈茶席 〜お抹茶と和菓子で一服しませんか？〜
（18：00〜20：00）
料金：大人300円（同伴の中学生以下のお子様は無料） 定員：300名（先着順）
協力／表千家同門会函館支部・青年部
●箏（こと）体験コーナー（18：30〜20：00） 〜箏（こと）
を弾いてみませんか？〜
料金：無料（未就学児不可）
協力／「宮崎 加奈古 箏・三弦教室（箏曲美音和会）
」 演奏／宮崎 加奈古
●青少年芸術教育奨励事業パネル展

（株）エスイーシー

旧函館区公会堂

会場

会場

函館市東雲町4-13

函館市役所

函館市元町11-13

函館市文学館

★開館時間17：30〜20：30
（生涯学習文化課は20：00まで）

函館市役所本庁舎

函館市重要文化財旧函館区公会堂

夜間無料開放（施設観覧）
●「夜の公会堂スペシャル観覧ツアー」
（18：00〜19：00）
ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン2つ星の夜の景色をご覧いただきながら、公会堂の隠れた魅力を
「スペシャル観覧ツアー」で紹介します。 定員：20名（先着順）

会場

駅周辺エリア

会場

体験や講座の事前予約が必要な
施設は全て、9月24日（水）から
受付開始いたします。

★開館時間17：30〜20：30

★開館時間17：30〜21：00

国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局 函館視力障害センター

国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局 函館視力障害センター

函館市湯川町1丁目35-20

Tel.0138-59-2751
（内線224）

●見えない世界を感じてみよう
①17：30〜18：45 ②19：15〜20：30 ※1親子につき15分程度
定員：各親子10組（要電話予約Tel.0138-59-2751、先着順 受付：平日のみ 9：00〜17：00）
対象：子供は小学生以上 ※参加者には記念品プレゼント！
●障害者って何だろう？
見えないってどういうこと？全く見えないの？じゃあどうするの？サポートのこと、便利な道具について
もご紹介します。
●かんたんツボ紹介 〜ツボで元気に！
！誰にでもできる こころとからだのケア〜
国家資格を持つ鍼灸マッサージ師が簡単に押せるツボを皆さんに紹介します。

