
●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）
  ①18:00～ ②18:20～ ③18:40～ ④19:00～ ⑤19:20～ ⑥19:40～
  料金 : 無料　定員 ：60名（全6回 ※1回あたりの定員は10名、先着順。定員になり次第終了）
  協力／ 表千家同門会函館支部
●呈茶席　～お茶と和菓子で一服しませんか～（18:00～20:00）
  ①18:00～ ②18:20～ ③18:40～ ④19:00～ ⑤19:20～ ⑥19:40～
  料金 : 大人 300円（同伴の中学生以下無料）
　定員 ：120名（全6回 ※1回あたりの定員は20名、先着順。定員になり次第終了）
  協力／ 表千家同門会函館支部

函館市役所 1階 市民ホール 函館市東雲町4 -13

Tel.0138-21-3566函館市教育委員会

★開館時間17:30～20:00

●特別展
　「笠間日動美術館コレクション　魅惑の西洋近代絵画 モネ、ルノワールからピカソ、マティスまで」
　※優待料金（一般1,100円、高大生600円、中学生350円）、小学生以下無料
●ミュージアム・コレクション（常設展）
　「岩船修三 アイヌ・ユーカラの世界」　「散らし書きの美」
　※無料

北海道立函館美術館 函館市五稜郭町37-6

Tel.0138-56-6311北海道立函館美術館

★開館時間17:30～ 21:00（入場は20:30まで）

●電気って、どうやって作るのかな？
   手廻し発電機を作って、実際に電気をつくってみよう。
   豆電球と LED電球で、灯りをつけたら、何がちがうんだろう。
   （省エネってどういうものかわかるよ。）
   電気ってどこから来るの？どうやって来るのかな？
   本州と北海道の電気を結んで４０年以上、津軽海峡の海底ケーブルの実物も展示します。

アルファ函館ビル4階 函館市若松町7-16アルファ函館ビル 4F

Tel.0138-22-1601電源開発㈱

★開館時間17:00～20:30

＜感染防止のためロビー内への入場を制限（２０名程度）してのご案内になります＞
●特別展示「渋沢栄一にまつわるお金のはなし」
～渋沢邸と第一国立銀行の描かれた錦絵を鑑賞できるのは今夜だけ～
●２０２４年に発行される「新しいお札」について勉強しよう！　など。
※錦絵やお札はレプリカです。※感染防止のため対面でのガイドは行いません。
※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シャトルバスをご利用ください。

日本銀行函館支店・ロビー 函館市東雲町14-1

Tel.0138-27-1174日本銀行函館支店

★開館時間17:30～20:00

●防火衣の着装体験。
●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、体験・見学が出来ない場合がありますのでご了承ください。

函館市消防本部 函館市東雲町5-9

函館市消防本部

★開館時間17:30～20:00

●キャスター体験
　スタジオでニュース原稿を読んでカメラの前でキャスターの体験ができます。
●クロマキー体験
　「クロマキー合成」は背景を透明にして、カメラで撮った映像の一部に別の映像を合成する技術
　です。実際に合成映像の中に入ることができます。
●カメラマン体験
　放送でも使用されているカメラの操作体験ができます。
●中継車公開
　実際に番組などの中継で使われている中継車内の様々な機器の見学ができます。
●まねっこどーもくん
　モニターに映るＮＨＫのキャラクター「どーもくん」が、カメラの前の人の動きを真似るＡＩ
　（人工知能）と３次元ＣＧの融合システムです。
●８Ｋインタラクティブコンテンツ＆縄文ぬりえ
　縄文時代の重要文化財「遮光器土偶」（東京国立博物館蔵）の造形の魅力を超高精細映像８Ｋで
　鑑賞できます。コントローラーで見る角度やサイズの変更が可能で、普段見ることができない細
　部まで鑑賞できます。
　また、縄文をテーマにした「ＪＯＭＯＮぬりえ」もお楽しみいただけます。
●ＡＲ浸水体験＆こわがりヒーローお面作成
　「１ｍ浸水したら周囲の物はどのくらい水につかるの？」をＡＲで体験できます。
　また、「みんなのうた」でお馴染み、こわがりヒーローのお面も作れます。
　※展示は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。
　※駐車場はご利用いただけません。公共交通機関、または無料シャトルバスをご利用ください。

NHK函館放送局 函館市千歳町13-1

NHK函館放送局

★開館時間17:00～20:00

●夜間無料開放
　守り、遺す、伝えていきたい函館の歴史！
　明治13年築の商家で想いを巡らせにいらして下さい。
　当館キャラクター「ハイカラくんシール」を小学生以下の児童、幼児にプレゼント！！

市立函館博物館郷土資料館（旧金森洋物館） 函館市末広町19 -15

市立函館博物館郷土資料館（旧金森洋物館）

★開館時間17:30～20:30

Tel.0138-23-3095

●夜間無料開放
●ロシア語で遊ぼう
　ロシア語アルファベット表を見ながら、自分の名前カードや缶バッジをつくってみよう。
●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？ ※カメラをご持参下さい。
●ロシア民芸品の展示　●DVD上映

ロシア極東連邦総合大学函館校 函館市元町14-1

ロシア極東連邦総合大学函館校

★開館時間17:30～20:00

Tel.0138-26-6523

●VR体験

株式会社エスイーシー 函館市末広町18-17

株式会社エスイーシー

★開館時間17:30～20:30

Tel.0138-26-9801

●夜間無料開放
●常設展示「北方民族資料の展示」　●企画展示「北のシルクロードと蝦夷錦」
●切り紙細工体験（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。

函館市北方民族資料館 函館市末広町21-7

函館市北方民族資料館

★開館時間17:30～20:30

Tel.0138-22-4128

●夜間無料開放
●石川啄木資料をはじめとする常設展示
●特別展｢啄木の遺品～没後110年に寄せて｣
●企画コーナー収蔵資料展｢生誕120年記念 久生十蘭展｣
●クイズに挑戦してオリジナルしおりをもらおう！
●啄木デジタル紙芝居上映

函館市文学館 函館市末広町22-5

函館市文学館

★開館時間17:30～20:30

Tel.0138-22-9014

●カルチャーナイト限定！特別体験
　幕末の洋式銃に触れてみよう。（※担当者が付き添います）
●展示室の無料開放
　坂本龍馬の手紙や愛刀、また幕末の志士や明治天皇ゆかりの品々などを展示しています。

北海道坂本龍馬記念館 函館市末広町8-6

北海道坂本龍馬記念館

★開館時間18:00～21:00

Tel.0138-24-1115

●普段入ることができない茶室や収蔵庫などの博物館の裏側を案内するバックヤードツアー。
　触れることができるアンモナイト化石などをご用意。
　※申し込み不要

市立函館博物館 函館市青柳町17-1

市立函館博物館

★開館時間17:00～20:30

Tel.0138-23-5480

●東北以北最古の手動式エレベーターの搭乗体験

函館市地域交流まちづくりセンター 函館市末広町4-19

函館市地域交流まちづくりセンター

★開館時間17:00～21:00

Tel.0138-22-9700

●電気を守るお仕事を体験しよう！
　所要時間：約10分 定員：1回2名開館時間中随時体験可能
　普段使うことができない道具を使って電柱や電線にひっかかったものを取りのぞいてみよう！
●食卓をもっと楽しく！キッチン家電を使ったおやつ作り。
　①１８：１５～１８：４５ ②１９：００～１９：３０ ③１９：４５～２０：１５
　※各回　親子４組（先着順　定員になり次第受付終了）
　※事前申込要（受付：平日９：００～１７：００　℡２２－２５１１）
●電気自動車の展示。

ほくでん（株）・ほくでんNW（株） 函館市千歳町25-15

Tel.090-3774-5246ほくでんネットワーク

●コーポレートキャラクター「エネモ」との楽しい撮影会。
●エネルギー体験広場～自分で電気をつくって撮影する「人力カメラ」などでエネルギー体験を
　楽しもう！

ほくでん㈱

★開館時間18:00～ 20:30

Tel.0120-340-804

●ミニ裁判員裁判体験～裁判官、検察官、弁護人役になって、裁判員裁判を体験してみよう！
　①18:00　②18:30　③19:00　④19:30　（各20分程度）
　※1回あたりの定員は11名です。希望者多数の場合は、各回抽選となります。
●裁判官への質問コーナー
　裁判官に直接、聞きたいことを質問してみよう！
●クイズラリー
　全問正解して表彰状をもらおう！

函館地方・家庭裁判所 函館市上新川町1-8

函館地方・家庭裁判所

★開館時間17:30～20:00

Tel.0138-38-2371

●はこだてエコライフゲームに挑戦！
　パソコンでクイズ形式のゲームに参加すると記念品をプレゼント（先着50名様）
　ごみ焼却発電の電気を電気自動車で運んでパソコンに供給します。

市電駒場車庫 函館市駒場町15-1

Tel.0138-51-0758函館市環境部

★開館時間18:00～20:00

★時間18:00～20:00

●特殊車両展示　　●市電の歴史パネル展示

Tel.0138-52-1273函館市企業局交通部
★時間18:00～20:00

●除雪機械及び防災対策車の展示。パネル展。
   ※災害等の緊急事態が発生した場合は、中止致します。

●海洋総合研究センター夜間特別開放（入場無料17:30～20:30まで）
※無料駐車場開放（約100台）
※新型コロナウイルス感染防止対策のため、ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。 
また、館内の混雑状況により入場制限を行いますので、予めご了承ください。

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

Tel.0138-42-7740北海道開発局 函館開発建設部

● -196℃の冷たい世界を体験しよう！
　 （「液体窒素（えきたいちっそ）」を使ったサイエンスショー）　定員16名
●『自動販売機のお仕事体験』でジュースをもらおう
●ガス管を使った『万華鏡（まんげきょう）』づくりに挑戦！
①17：40～　②18：30～　③19：10～　④20：00～　各所要時間：約20分

Tel.0138-86-7101北海道ガス㈱函館支店

●函館海域に生息する魚や熱帯魚の展示
●海藻おしばづくり　※定員：１コマ6家族（先着順）
　①17：30～　②18：30～　③19：30～　所要時間：約45分
●大型実験水槽公開　●「マスノスケ」稚魚の展示
(実験の都合により公開できない場合もあります )　

Tel.0138-21- 4600( 一財 ) 函館国際水産・海洋都市推進機構

●パネル展とクイズ
●カスタムくん着ぐるみとの記念撮映（チビッ子制服着用）

Tel.0138-40-4218函館税関

★開館時間17:30～20:30

★時間17:30～20:30

★時間17:30～20:30

★時間17:30～20:30

★時間17:30～20:30

●自衛隊車両の展示（軽装甲機動車・高機動車）

西ふ頭 函館市弁天町31

陸上自衛隊函館駐屯地

●掃海艇見学

Tel.0138-23- 4241内線213海上自衛隊 函館基地隊

●巡視船船内見学、海上保安官の制服試着、写真撮影
●海上保安協会による海上保安庁グッズ販売
入場・見学：無料
※海難等緊急事案が発生した場合、見学ができない場合があります。

Tel.0138-42-1118函館海上保安部

★開館時間17:00～20:30

★時間17:30～20:00

★時間17:30～20:30

★時間17:00～20:00

●夜間参拝（昇殿参拝）、境内ライトアップ（キャンドル等）

湯倉神社　本殿および社務所 函館市湯川町2-28-1

Tel.0138-57-8282湯倉神社

★開館時間18:00～20:00

●夜間無料開放

函館市熱帯植物園 函館市湯川町3-1-15

Tel.0138-57-7833函館市熱帯植物園

★開館時間18:00～21:00

●函館駅改札内にて実施予定のパネル展（函館駅開業１２０周年のパネル展）を無料開放。
　※普段は入場券（２００円）をご購入いただいています。
●顔だしパネルを設置し、記念撮影をしていただけます。
●ご参加された方にパンフレットとノベルティをお渡しします。

JR函館駅 函館市若松町12-13

JR北海道 函館支社

★開館時間18:30～ 20:30（受付20:00）

Tel.0138-23-3359

※出展企業・団体等の都合により急遽出展中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※開館時間が変更となる場合がございます。事前にご確認ください。

※出展中止


