会場

HAKODATE CULTURE NIGHT

会場

★開館時間17：30〜20：00

HAKODATE男爵倶楽部 ホテル＆リゾーツ

函館市東雲町4-13

Tel.0138-27-1174

自衛隊函館地方協力本部

陸上自衛隊函館駐屯地

会場

★開館時間17：30〜20：00

NTT東雲ビル

函館市東雲町14-8
Tel.0138-21-2011

ＮＴＴドコモ北海道支社 函館支店

Tel.0138-32-6655

光ブロードバンド＆ケータイおもしろ体験と災害への取り組み
●テレビでカンタンにインターネット 大画面で動画視聴やインターネットを体験
●ケータイおもしろ体験
●クイズにチャレンジ！ 全問正解者には記念品をプレゼント
（数量限定）
●災害用伝言ダイヤル利用体験 体験者に記念品進呈（先着100名様）
●災害対策用車両の展示
会場

★開館時間17：30〜21：00

JR北海道 函館支社

Tel.0138-23-3359

函館市千歳町13-1

NHK函館放送局

Tel.0138-27-1114

NHK函館放送局 施設見学・体験コーナー
＜施設見学＞
●スタジオ見学 ●中継車見学
＜体験コーナー＞ ●カメラマン体験 ●キャスター体験
※来場者には記念品プレゼント

函館市元町33-14
Tel.0138-27-8159

函館市元町12-18
Tel.0138-27-3333

夜間無料開放（常設展示）
★開館時間17：30〜21：00

北海道坂本龍馬記念館

Tel.0138-31-0110
（内線2123）

★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

函館市末広町8-6
Tel.0138-24-1115

★開館時間17：30〜20：00

ロシア極東連邦総合大学函館校 ロシアセンター

★開館時間17：30〜20：00

函館市中央図書館

夜間無料開放
●かんたんロシア語
ロシア語のアルファベット表を参考にして、
自分の名前カードを作成する。
●ロシア民族衣装試着体験
ロシアの民族衣装を着て、記念写真を撮る。
●ロシア民芸品の展示 ●パネル展示 ●DVD上映

函館市五稜郭町26-1

函館市中央図書館

Tel.0138-35-6800

夜間通常開館（閲覧・貸出・ほか）

湯の川エリア

函館市元町14-1
Tel.0138-26-6523

Tel.0138-56-6311

夜間開放
●特別展
『陶酔のパリ・モンマルトル〜シャ・ノワールをめぐるキャバレー文化と芸術家たち』
※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『異国の情景〜欧州追想』 ※無料

「幕末動乱期の日本刀と洋式銃」特別実演コーナー
※実演は模造刀を使用
●武士の魂とも言われた日本刀の部位や手入れ方法の解説、居合（いあい）の実演などを
行います。また、館内には大変貴重な幕末動乱期の日本刀を多数展示しています。
●薩長同盟締結のため、龍馬が亀山社中を通じてグラバーから薩摩名義で購入し、長州へ
斡旋したゲベール銃やミニエール銃の構造、特徴、使用法などを実物をもとに解説。
実施時間：①19:00〜 ②20:00〜
入館料：大人お一人様300円、大学生・高校生お一人様200円、小・中学生お一人様100円

★開館時間18：00〜21：00

土方・啄木記念館

函館市日之出町25-4

土方・啄木記念館
夜間無料開放（常設展示）
●石川啄木常設展示の観覧
●土方歳三常設展示の観覧

Tel.0138-56-2801

●石川啄木シアターの無料上映

★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

★開館時間18：00〜20：00

函館山ロープウェイ

Tel.0138-51-4785

北海道立函館美術館

写真歴史館

函館山ロープウェイ

函館市五稜郭町43-9

北海道警察函館方面本部

★開館時間17：30〜20：30

北海道坂本龍馬記念館

五稜郭タワー

[タワー1Fアトリウム]
●道警音楽隊によるミニコンサート
道警音楽隊による演奏（19：30〜20：30）
カラーガード隊によるミニドリル
（20：00〜20：30）
●パトカー、白バイの展示・体験乗車（固定） ●ちびっ子警察官ミニ制服試着体験
●似顔絵作成実演、先着20名（予定） ●鑑識体験コーナー、先着100名（予定）

函館市元町19-7
Tel.0138-23-6288

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出来ない機械室にある大きな「車
輪」をご覧いただきます。見学後は、世界一と称される函館夜景をお楽しみ下さい。
実施時間：①18：00〜 ②18：20〜 ③18：40〜 ④19：00〜
定員：各回20名（要電話予約Tel.0138-23-6288、先着順）
参加費：大人（中学生以上）
お一人様880円、小学生お一人様440円
※荒天によりロープウェイが運休の場合は中止とさせていただきます。
※参加者全員に函館山山頂2Fクレモナホールで上映の5.1chサラウンドシアター歴史と
光の街函館の鑑賞チケットとオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。

Tel.0138-51-3121

●競輪場施設見学
●バンク内でナイター走行体験 実施時間：①17：30〜 ②18：30〜 ③19：30〜
定員：各回30名（親子ペアで15組）先着順 定員になり次第締切
会場

NHK函館放送局

Tel.0138-22-1001

夜間無料開放（常設展示）

会場

会場

★開館時間17：30〜20：00

函館市元町11-13

旧イギリス領事館

函館市写真歴史館

★開館時間17：00〜21：00（北海道警察函館方面本部は17：30〜）

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「ELV機械室」や「窓清掃用ゴンドラ収納部」などを紹介します。
実施時間：①17：00〜17：30 ②17：45〜18：15
③18：30〜19：00 ④19：15〜19：45
定員：各回10名（要電話予約Tel.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・高校生お一人様1,000円
小・中学生お一人様500円
※雨天・荒天時は見学コースを変更、
または中止する場合があります。

会場

Tel.0138-38-2371

Tel.0138-22-9700

五稜郭エリア

会場

函館地方裁判所

●裁判員裁判法廷等を夜間開放します
4つの異なった法廷を見学しながらラリークイズに挑戦してみませんか。戦前の法服も
ぜひみてね！
●裁判官の席に座って記念撮影はいかがですか！
裁判官が着用する法服を身につけることができます。※カメラをご持参ください。
●親子ふれあい広場 遊具を用意しています。親子で遊んでみませんか？
※駐車場開放（約60台）17：30〜20：30まで利用可能

函館市末広町4-19

五稜郭タワー

★開館時間17：30〜20：30

函館市旧イギリス領事館

会場

会場

函館地方裁判所

函館市上新川町1-8

Tel.0138-27-7306

旧函館区公会堂

ロシア極東連邦総合大学函館校
★開館時間17：30〜20：00

まちづくりセンター

●市民活動パネル展
●プチ・ハングル講座 ①17：00〜 ②19：00〜 （各10分〜15分程度）
●プチ・スペイン語講座 ①18：00〜 （10分〜15分程度）
●ポスターで紙バックをつくろう （15分程度）
①17：30〜 ②18：30〜 ③19：30〜 ④20：30〜
※全て参加無料、当日受付

会場

Tel.0138-42-6505

★開館時間17：00〜21：00

函館市地域交流まちづくりセンター

会場

北ガス

[函館駅２Ｆ多目的ホール（イカすホール）Aコート]
サイエンスショー
●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〜 ②19：30〜
●天然ガス○×クイズ大会①18：30〜 ②20：00〜※景品有り

Tel.0138-22-4128

函館市大町13-1

★開館時間17：30〜20：30

函館市重要文化財旧函館区公会堂

Tel.0138-22-2511

[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！
●ホバークラフト作り
（17：45〜20：30）
ビニール袋と厚紙で、空気の力を利用して走るホバークラフトを作ろう！
実施時間：①17：45〜18：00 ②18：15〜18：30 ③18：45〜19：00
④19：15〜19：30 ⑤19：45〜20：00 ⑥20：15〜20：30
定員：各回20名程度（参加料無料）

函館市臨海研究所

夜間無料開放（常設展示）
●「あなたのピアノコンサート」
（18：00〜20：00）
お一人5分〜10分ステージでピアノを弾くことができます。
申し込みは当日受付で、10名程度バイエルでもよろしいです。
●「ハイカラ衣裳館」営業時間の延長（有料）19：00まで

会場

ほくでん

函館市末広町21-7

★開館時間17：30〜21：00

一般財団法人 函館国際水産・海洋都市推進機構

会場

[函館駅8番ホーム]
●特急列車の展示（18：00〜20：00予定）
スーパー白鳥で使用されている789系電車と785系電車を連結して展示し、運転席を
見学できます。
※災害・事故等により列車の遅れがある場合は、見学時間を変更、
または中止させてい
ただきますのでご了承下さい。
[函館駅２Ｆ多目的ホール（イカすホール）Bコート]
●ペットボトルを使用した工作教室
ペットボトルを使って、
『 万華鏡』を作ります。飲み終えたペットボトルを使って、
オリジナ
ルの『万華鏡』を作ってみよう。作成時間は約15分で、材料がなくなり次第終了させて
いただきます。
●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

北方民族資料館

Tel.0138-51-9171 内線218・219

夜間無料開放
●写真展「水中案内人の目線part2」
●海藻おしば教室（18：00〜19：30）
※要電話予約Tel.43-0220、定員20名 対象：小学生 参加費100円
●折り紙つり堀 ●水中の生きものを学ぼう
●がごめコスメ紹介・販売 （協力企業：
（有）
バイオクリエイト）
●がごめ製品試食・販売 （協力企業：函館がごめ連合）

会場

JR函館駅構内及びJR函館駅2F多目的ホール（イカすホール） 函館市若松町12-13

★開館時間17：30〜20：30

陸上自衛隊車両展示
●装甲戦闘車両 96式装輪装甲車、軽装甲機動車
●輸送用車両 高機動車

会場

ＮＴＴ東日本-北海道 函館支店

Tel.0138-53-6241

第28普通科連隊

Tel.0138-22-9014

夜間無料開放（常設展示）
●常設展示 アイヌ民族など北方民族資料の展示
●収蔵展・企画展「渡島半島のアイヌ資料ー椎久家旧蔵資料などー」
切り紙細工無料体験（18：00〜20：00）
●切り紙細工で、
アイヌ民族やウイルタ民族の美しい文様を作ります。

会場

Tel.0138-22-2142

●防火衣の試着体験 ●消防車・救急車見学
※火災等の災害が発生した場合、見学が出来ない場合がありますのでご了承下さい。

Tel.0138-42-1118

●東日本大震災災害派遣活動写真展示
●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）
●南極の氷に触ってみよう ●陸海空自衛隊パンフレットの配布

函館市東雲町5-9

函館市消防本部

函館市弁天町31

●函館港に輝く、巡視船びほろイルミネーション
（船内見学もできます）
●海上保安官の制服を着て写真を撮ろう！
（子供用、大人用あります）
●海難防止パネル展示
●道産子海上保安官大募集！ 学生採用試験説明コーナー＆海上保安庁業務紹介
●海上保安庁マスコットキャラクター「うみまる」
と遊ぼう
●リアル「海猿」函館航空基地所属機動救難士が身につける救難資機材展示
●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。
※海難等の緊急事案が発生した場合、見学が出来ない場合があります。

会場

会場

★開館時間17：30〜20：00

消防本部

西埠頭

会場

日本銀行 函館支店

夜間見学・体験ご案内
事前予約不要で見学・体験可(受付時に住所・氏名を記入して頂きます）。混雑状況により、
入場を制限する場合がございますので、
ご承知おきください。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 ●お札の身長計
●1億円の重さ体験 ●40億円パック ●お札の歴史（昔のお札のレプリカ展示）
●貨幣の重さ体験 ●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）

函館市末広町22-5

函館市北方民族資料館

17：30〜21：00
（函館海上保安部は〜20：30）

函館海上保安部

函館市東雲町14-1

函館市文学館

夜間無料開放（常設展示）
●石川啄木直筆資料をはじめ常設展示の観覧
●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、楽しみながら啄木について学びます。挑戦者には「石川啄
木の年譜」
「啄木かるた一覧」
「クイズの回答」などをセットでプレゼントいたします。
会場

会場

会場

日本銀行 函館支店

★開館時間

★開館時間17：30〜20：30

函館市文学館

Tel.0138-21-3323
（ブランド推進課）
Tel.0138-21-3495
（文化振興課）

★開館時間17：30〜20：30
（最終受付は20：15）

会場

会場

函館市役所

Tel.0138-21-1111

西部エリア

★開館時間17：30〜20：00

Tel.0138-27-3700

函館市大手町22-10

●日本最古の車に乗って一緒に写真をとろう （対象：小・中学生）
●メークインと男爵いもの違いって？

［市役所見学ツアー］
●市長室、議会議場を見学
①18：00〜 ②19：00〜 定員各10組・先着順
［市役所1Fホール］
●夜間開放（17：30〜20：00）
●青少年芸術教育奨励事業パネル展及び
縄文交流センターPRパネル展（18：15〜20：00）
●市電らっくる号運転シミュレーター〜制服・制帽で出発進行！〜
君はどこへ行く？電停輪投げにチャレンジ！
（18：15〜20：00） 協力／函館市企業局交通部
●イベント
（18：30〜19：30）
（第1部） 教育大学函館校アカペラサークル「The green man」ライブ
（第2部） 「高野太吾マジックショー」

函館市元町18-11

FMいるか施設見学
●第1スタジオ、第2スタジオ、CD庫、中継車など ①18：00〜 ②19：00〜
（各10組）
※要電話予約Tel.27-3700、先着20組

HAKODATE 男爵倶楽部 ホテル＆リゾーツ

函館市役所

FMいるかビル

函館山ロープウェイ FMいるか

ふだんは行けない、いろんな施設の「ハテナ？」の答えを探しに行こう。

駅周辺エリア

★開館時間17：30〜20：00

★開館時間17：30〜21：00

函館市熱帯植物園

函館市湯川3丁目1-15

函館市熱帯植物園
夜間無料開放
●ライトアップされたサル山の観賞 サルの餌を1袋プレゼント・写真撮影
●夜の植物の観察 鯉や亀の餌を1袋プレゼント・写真撮影
●スタンプラリー＆クイズ 正解者に景品をプレゼント

体験や講座の事前予約が必要な施設は全て、10月3日（月）から受付開始いたします。

Tel.0138-57-7833

