
夏休み期間中をはじめ、夏季に予定されている「赤レンガ・チャレンジ事業」について、

お子様やご家族連れでお楽しみいただけるイベントなどをご紹介いたします。

平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」
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平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」

夏休み期間に限り、通常は休館日となっている土・日曜日及び

祝日も知事公館を開館し、一般公開します。

■対 象 日：平成３０年７月１４日（土）～８月１９日（日）の

土曜日、日曜日及び祝日（１３日間）

※行事等により閉館となる場合もあります。

■開館時間：９時００分～１７時００分

■場 所：北海道知事公館（札幌市中央区北1条西16 丁目）

■そ の 他：入場無料・事前申込不要

■お問合せ：北海道知事公館

ＴＥＬ ０１１－６１１－４２２１

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsh/koukan/gkoukan.htm

２ 総 合 政 策 部

8月の「北方領土返還要求運動強調月間」にあわせて、道内では様々な啓発活動が行われます。その

一環として、多くの方々に北方領土問題を知っていただき、北方領土をより身近に感じていただくため、

北方四島の概要や日本人が暮らしていた当時の様子、現在の状況について、わかりやすくご紹介するパ

ネル展示会を開催します。

■実施期間：平成３０年８月１日（水）～８月３１日（金）

■場 所：

○ 北海道根室振興局１階道民ホール（根室（根室市常盤町3丁目28番地）

○ 大地みらい信用金庫本店１階ロビー市梅ヶ枝町3丁目15番地）

○ 北海道立北方四島交流センター（ニ・ホ・ロ）（根室市穂香110―９）

※ なお、より多くの方々に見ていただけるように、北方領土対策根室地域本部のホームページで

「デジタル展示会」として展示資料を公開する予定です。

■そ の 他：入場無料、事前申込不要

■お問合せ：北海道北方領土対策根室地域本部

ＴＥＬ ０１５３－２３―６８２７

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrn/digital_exhibition.htm

１ 総 務 部

北方領土イメージキャラクター
エリカちゃん

北方領土返還要求運動の
シンボルの花「千島桜」

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsh/koukan/gkoukan.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrn/digital_exhibition.htm
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北海道電力(株)とコラボして、環境に優しい「水素」について学ぶため、水素について調べたり、燃

料電池カーを走らせる実験などを行います。

【内 容】水の電気分解実験、水の合成実験、燃料電池カー走行実験、

燃料電池自動車（FCV）：トヨタ・ミライ実車展示

■日 時：平成３０年８月１８日（土）午前クラス １０時００分～１２時００分

午後クラス １４時００分～１６時００分

■場 所：科学であそぼ「おもしろ実験室」（札幌市東区苗穂町１丁目１－２０）

■対 象：小学４・５・６年生

■そ の 他：参加料無料、要申込（申込期間：７月３０日（月）まで）

■お問合せ：北海道電力株式会社 科学であそぼ「おもしろ実験室」

ＴＥＬ ０１１－７４２－５５４６

ホームページ http://www.hepco.co.jp/corporate/nextgeneration/omoshiro/index.html

３ 環 境 生 活 部

「カルチャーナイト２０１８」において、赤れんが庁舎、知事公館などの道有施設を夜間開放します。

また、カルチャーナイトのプレイベントとして、赤れんが庁舎前庭で音楽コンサートを行います。

★カルチャーナイト２０１８

【内 容】「カルチャーナイト」は公共施設や文化施設を夜間開放し、地域文化を楽しむ行事で、

札幌市内の１００以上の施設が参加します。（詳しくはホームページをご覧ください。）

道では、赤れんが庁舎と知事公館などでイベントを行います。

例）赤れんが庁舎・・・合唱コンサートが行われます。

・日 時：平成３０年７月２０日（金）１８時００分～２０時３０分

例）知事公館・・・・・北加伊道かるた体験、演奏会などが行われます。

・日 時：平成３０年７月２０日（金）１７時００分～２０時００分

★カルチャーナイト マジックアワー・ライブ

【内 容】カルチャーナイト２０１８に先駆けて、道庁赤れんが前庭で野外コンサートを行います。

・日 時：平成３０年７月１８日（水）１６時１０分～２０時１０分

・場 所：赤れんが庁舎前庭（札幌市中央区北３条西６ 丁目）

（雨天の場合、もしくは出演者によっては、赤れんが庁舎

２階で実施）

■入場料・参加料：道関連施設は無料で入場、ご参加いただけます。

■お問合せ：認定ＮＰＯ法人カルチャーナイト北海道

ＴＥＬ ０１１－２６１－８６３３

ホームページ http://www.culture-night.com/

４ 環 境 生 活 部

平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」

mailto:m.kontyu@gmail.com
http://www.culture-night.com/


大道芸やストリートミュージックなど、身近に親しめる文化芸術活動を行う人々を「赤れんがアー

ティスト」として登録し、赤れんが庁舎前庭を活動の場として提供しています。

■登録されているアーティストのジャンル（平成３０年7月1日現在）

「音楽・楽器演奏」 「ジャグリング系」 「マジック」 「ダンス・舞踏」

「ピエロ・パントマイム」 「日本伝統芸能」 「似顔絵」 など

■アーティスト出演予定

○ アーティストから予約が入り次第、随時下記ホームページでお知らせします。

※ホームページに記載の「出演予定時間」は、アーティストへの場所の提供時間です。

天候等により実演しない場合や、実演していない時間帯もありますのでご注意ください。

■場 所：赤れんが庁舎前庭（札幌市中央区北3条西6丁目）

■入 場 料：無料

■お問合せ：環境生活部文化局文化振興課文化グループ

ＴＥＬ ０１１－２０４－５２１５

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/artist/top27.htm

５ 環 境 生 活 部

平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」

○ 第１７回札幌技能フェスティバル －札幌高等技術専門学院－

フェスティバル会場内に札幌高等技術専門学院のコーナーを設け、実習作品等の展示を行うとともに、

小学生を対象としたものづくり体験を実施します。

【内 容】「木製ロボットペン立て」

■日 時：平成３０年７月２９日（日） １０時００分～１４時３０分

■場 所：ポリテクセンター北海道

（札幌市西区二十四軒4条1丁目4番1号）

■対 象：札幌市及び近郊の小学生（保護者の方の同伴をお願いします。）

■申込方法：当日９：４５～直接会場にて予約

■参 加 料：無料

■お問合せ：北海道立札幌高等技術専門学院

ＴＥＬ ０１１－７８１－５５４１

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sps/

６
経 済 部

「ものづくり体験会」は、次ページに続きます。
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○ 子供ものづくり教室 － 函館高等技術専門学院 －

函館高等技術専門学院の各科の特色を活かした「ものづくり体験」や「作業実演見学」を通して、も

のづくりの楽しさや技能の大切さをお伝えします。

【内 容】「メタルクワガタ」（定員１０名）、「バランスペンホルダー」（定員１０名）
「ピカピカ心拍計」（定員２０名）、「ミニ４駆」（定員１０名）、
「積木小物入れ」（定員２０名）、「アイス棒自由工作」（定員２０名）、
「万華鏡」（定員８名）、「ブックラック」（定員１２名）、
「テーブルタップ」（定員２０名）、「ＬＥＤイルミネーション」（定員５名）

■日 時：平成３０年７月２９日（日）９時４５分～１１時４５分

■場 所：北海道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町435番地）

■対 象：函館市及び近郊の小学生（保護者の方の同伴をお願いします。）

■申込方法：当日８時３０分～ ９時２０分 体験抽選用整理券配布

■参 加 料：無料

■お問合せ：北海道立函館高等技術専門学院

ＴＥＬ ０１３８－４７－１１２１

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/hks/

○ＧＩＳＥＮ（技専）子どもものづくり教室 － 旭川高等技術専門学院 －

旭川高等技術専門学院の各科の特色を活かした「ものづくり体験」「自動車の点検整備体験」を通し

て、ものづくりの楽しさや仕事の大切さをお伝えします。

【内 容】「カップめんホバーづくり」（定員１２名）、「デザインノートづくり」（定員２０名）、

「トートバックづくり」（定員１５名）、「巣箱づくり」（定員１２名）、

「フリーラックづくり」（定員２０名）、「自動車の点検整備体験」（定員１０名）

■日 時：平成３０年８月１日（水）１０時００分～１２時００分

■場 所：北海道立旭川高等技術専門学院（旭川市緑が丘東3条2丁目1-1）

■対 象：旭川市及び近郊の小学４～６年生（保護者の方の同伴可。）

■申込方法：電話による申込み（保護者の方からお願いします。）

■申込期間：平成３０年７月２３日（月）～７月２５日（水）

■参 加 料：無料

■お問合せ：北海道立旭川高等技術専門学院

ＴＥＬ ０１６６－６５－６６６７

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ahs/index.htm

5

「ものづくり体験会」は、次ページに続きます。

平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」
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○ 第７回青年技能士祭り 親子ものづくり体験会
－ 北見高等技術専門学院 －

北見高等技術専門学院の実習作品等の展示を行うとともに、小学生を対象としたものづくり体験を実

施しものづくりの楽しさや技能の大切さをお伝えします。

【内 容】「振動ブラシロボット製作」「ＰＰクラフト自動車製作」「カリンバ(楽器)製作」

「卓上小物入れ製作」「ペーパークラフト製作」

■日 時：平成３０年７月２９日（日）１０時３０分～、１１時３０分～、

１３時３０分～、１４時３０分～

■場 所：北海道立北見高等技術専門学院（北見市末広町356－1）

■対 象：北見市及び近郊の小学生（保護者の方の同伴をお願いします。）

■申込方法：受付は抽選になります。開始時間の１時間前から２０分間抽選券を配布します。

■参 加 料：無料

■お問合せ：北海道立北見高等技術専門学院

ＴＥＬ ０１５７－２４－８０２４

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kts/index.htm

○ものづくり体験会 －室蘭高等技術専門学院－

室蘭高等技術専門学院の各科の特色を活かした「ものづくり体験」を通して、ものづくりの楽しさを

お伝えします。

【内 容】「メタルゴム鉄砲づくり」（定員１５名）

「メタルクワガタづくり」（定員１５名）

■日 時：平成３０年７月３０日（月）９時３０分～１２時００分

■場 所：北海道立室蘭高等技術専門学院（室蘭市みゆき町2丁目9－5）

■対 象：室蘭市内の小学校５・６年生（保護者の方の同伴をお願いします。）

■申込方法：電話による申込（電話番号：0143-84-8855）

■申込期間：平成３０年7月９日（月）～（定員に達し次第、募集締め切り）

■参 加 料：無料

■お問合せ：北海道立室蘭高等技術専門学院

ＴＥＬ ０１４３－４４－３５２２

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/mrs/index.htm

「ものづくり体験会」は、次ページに続きます。

平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」
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○小学生ものづくり教室 － 帯広高等技術専門学院 －

帯広高等技術専門学院の各科の特色を活かした「ものづくり体験」を通して、ものづくりの楽しさや

仕事の大切さをお伝えします。

【内 容】「イライラ棒ミニづくり」「ポンポン船づくり」「スターターを動かそう」

「木製ティッシュボックスづくり」「木製時計づくり」

■日 時：平成３０年７月２９日（日）８時５０分～１２時４０分

■場 所：北海道立帯広高等技術専門学院（帯広市西24条北2丁目18番地1）

■対 象：帯広市及び近郊の４年生以上の小学生（保護者の方の同伴をお願いします。）

■申込方法：電話または当学院窓口にて受付

■申込期間：平成３０年７月９日（月）～２０日（金）

■参 加 料：無料

■お問合せ：北海道立帯広高等技術専門学院

ＴＥＬ ０１５５－３７－２３１９

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ois/index.htm

○ 小学生ものづくり教室 － 釧路高等技術専門学院 －

釧路高等技術専門学院の各科の特色を活かした「ものづくり体験」を通して、ものづくりの楽しさを

お伝えします。

【内 容】ものづくり体験

「模擬リニアモーターカーの製作」「木製時計の製作」

「電気自動車の作成（ペーパークラフト製）」

■日 時：平成３０年７月２９日（日）９時００分～１２時００分

■場 所：北海道立釧路高等技術専門学院（釧路市大楽毛南1丁目2-51）

■対 象：釧路市及び近郊の小学生（保護者の方の同伴をお願いします。）

■申込方法：電話または当学院窓口にて受付

■申込期間：平成３０年７月９日（月）～１８日（水）

■参 加 料：無料

■お問合せ：北海道立釧路高等技術専門学院

ＴＥＬ ０１５４－５７－８０１１

ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kss/index.htm

平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」
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森林を身近に感じていただくため、夏休み期間を利用して自然素材（小枝・木の実・木材など）を

使った木工作体験を実施します。

【内 容】自然素材で作る作品例（参加者が作りたい作品を自由に制作できます）

乗り物（自動車、飛行機など）、動物、昆虫、家などのミニチュア

ブックスタンド、小物入れ など

■日 時：平成３０年８月２日（木）〔午前の部〕１０時００分～１２時００分

〔午後の部〕１３時００分～１５時００分

■会 場：北海道日高振興局森林室庁舎（浦河郡浦河町常盤町26番地４）

■対 象：浦河町内の幼稚園・保育園児（年長組）及び小学生

（小学３年生以下のお子さまは、保護者の方の同伴をお願いします。）

■申込方法：お電話による申込み（午前の部・午後の部 各２０名様 先着順）

■参 加 料：無料

■お問合せ：北海道日高振興局森林室

ＴＥＬ ０１４６－２２－２４５２

ホームページ http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm

８ 日 高 振 興 局

平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」

北海道教育委員会では、子どもたちが運動に親しみ、楽しみながら体力の向上を図ってもらうため、

学校や家庭、地域と協力しながら「どさん子元気アップチャレンジ」を実施しています。

夏季休業中における取組として、「短縄跳び全道大会『なわとびトライ』（家庭・地域部門）」を実

施します。

【内 容】・ご家庭において、９０秒間で前回し１回跳びが成功した回数

（失敗した後の回数も加算します）を大人に数えてもらい、

記録を北海道教育庁に送付してください。

・北海道教育庁において、小学生は学年別、中学生は全学年の

記録をランキングし、北海道教育委員会のホームページに掲

載するとともに、上位入賞者には記録証を送付します。（１１月を予定）

■実施期間：平成３０年７月１７日（火）～８月３１日（金）

■対 象：道内の公立小・中学校及び特別支援学校（小学部・中学部）の児童生徒

■記録の申告方法：FAXまたはメール（ 詳細はホームページをご覧ください）

■お問合せ：北海道教育庁学校教育局健康・体育課

ＴＥＬ ０１１－２０４―５７５２

ホームページ http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/H30dosanko.htm

教 育 庁７

http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/H30dosanko.htm
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文化活動に興味をもっていただくため、上川管内にゆかりのある演奏家などが出演するランチタイム

コンサートを開催します。

【内 容】北海道１５０年みらい事業に登録している演奏家による篠笛と箏によるコンサートです。

■開催日時：平成３０年８月２２日（水）

１２時００分～１３時００分

■開催場所：北海道上川合同庁舎「大雪カムイミンタラホール」

（旭川市永山6条19丁目）

■出 演：山口 千那（篠笛）、創明音楽会「葦の会」（箏）

■対 象：どなたでもご入場いただけます。

■そ の 他：入場無料、事前申込不要

■お問合せ：北海道上川総合振興局保健環境部環境生活課

E-mail kamikawa.kankyo1@pref.hokkaido.lg.jp

ホームページ http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/concert2.htm

上 川 総 合 振 興 局９

留萌管内の障がい者施設等を利用されている方が製造したパン、お菓子、手芸品などを販売します。

【内 容】展示販売の実施

・留萌産小麦「ルルロッソ」を使ったお菓子やサンドイッチ

・バラエティに富んだ「おにぎらず」

・エコクラフトなどの手芸品 など

■日 時：毎週金曜日（祝祭日除く）の１１時４５分～１３時００分

〔７月〕１３日・２０日・２７日

〔８月〕３日・１０日・１７日・２４日・３１日

※ ９月以降も継続して開催します。（平成３１年３月まで）

■会 場：北海道留萌合同庁舎１階ロビー（留萌市住之江町2丁目1-2）

■お問合せ：北海道留萌振興局保健環境部社会福祉課

ＴＥＬ ０１６４－４２－８３１７

ホームページ http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syf/271208fureaihpkeisai.pdf

10 留 萌 振 興 局

平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」

mailto:kamikawa.kankyo1@pref.hokkaido.lg.jp
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/concert2.htm
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syf/271208fureaihpkeisai.pdf
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地球温暖化の防止を目的に、地域住民のボランティア活動による無立木地への植林をはじめとした健

全な森林づくりを行います。

【内 容】保育活動（植栽木の周りの笹・草刈り作業）

■日 程：平成３０年７月２１日（土） ９時００分～１１時３０分

■会 場：稚内公園スキー場跡地（稚内市稚内村）

■対 象：プロジェクト実行委員会及び地域住民

■参 加 料：無料

■そ の 他：道具の貸し出し可（笹刈り鎌）

■申込方法：電話又はＦＡＸによる受付

■お問合せ：宗谷総合振興局森林室

ＴＥＬ ０１６３４－２－３８２１

ＦＡＸ ０１６３４－２－３８７８

ホームページ http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srs/index.htm

11
宗谷総合振興局

平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」

地域の方々の芸術・文化活動を支援し、来庁者が芸術・文化に触れる機会を提供するため、庁舎１

階ロビーを「オホーツク地域・住民ギャラリー」として開放します。

■日 時：通年（利用は１４日以内） ９時００分～１７時００分

■場 所：北海道オホーツク合同庁舎１階ロビー

■対 象 者：地域の芸術・文化活動等を行う出展者等

■使 用 料：無料（ただし、会場設営に係る経費は出展者負担）

■申込方法：お電話または窓口にて空き状況を確認のうえ、事前に許可申請書を提出してください。

■留意事項：１ オホーツク地域・住民ギャラリー開催事業実施要綱により展示等を制限する場合が

あります。

２ 出展者は、決定された展示等以外の行為を行ってはいけません。

３ 出展者は、展示等を終えたとき、または展示等の実施決定を取り消されたときは、

直ちに現状回復してください。

４ 出展者は、展示等により建物または備付物品等を損傷又は減失した場合は、その損

害を賠償してください。

■お問合せ（窓口）：北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課

ＴＥＬ ０１５２－４１－０６２７

12 オホーツク総合振興局

http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/concert2.htm
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平成30年度 夏季の「赤レンガ・チャレンジ事業」

オホーツク合同庁舎近隣において開催されるイベント等の主催者に、庁舎駐車場を一部開放します。

■日 時：土曜日、日曜日及び祝祭日

■許可する場所：北海道オホーツク合同庁舎西４丁目駐車場の一部

（駐車可能台数：普通車で１５０台程度）

■対 象 者：イベント等の主催者（事前の申し込みが必要です）

■使 用 料：無料

■申込方法：お電話または窓口にて空き状況を確認のうえ、事前に許可申請書を提出してください。

申請書用紙は窓口にてお渡しします。

■留意事項：１ 使用者は決定された使用以外の行為を行ってはいけません。

２ 北海道が必要とする場合は、駐車場使用を中止することがあります。

３ 施設等を損傷又は減失した場合は、使用者の責により原状復旧していただきます。

４ 駐車場内は徐行とし、駐車場の出入口では歩行者の通行を妨げないようにしてくだ

さい。

５ 駐車場内での盗難、破損、事故があっても当局は責任を負いません。

■お問合せ（窓口）：北海道オホーツク総合振興局総務課

ＴＥＬ ０１５２－４１－０７８８

13 オホーツク総合振興局

北海道オホーツク合同庁舎食堂では、東京ケータリング株式会社と連携してオホーツク地域の旬の食

材を活かした「オホーツクメニュー」を企画・提供しています。

職員だけでなく、来庁者の皆様に「オホーツクメニュー」を食べていただくことで、地産地消の推進

とオホーツク産食材のＰＲの促進を図っています。

【内 容】オホーツク産食材を使った「オホーツクメニュー」の提供

■開催日時：毎月最終週（第４火曜日（シカの日）を除く１週間）

〔７月〕７月３０日（月）～８月３日（金）１１時３０分～１４時００分

〔８月〕８月２７日（月）～８月３１日（金）１１時３０分～１４時００分

※９月以降も継続して開催します。

■会 場：北海道オホーツク合同庁舎２階 食堂（網走市北７条西3丁目）

■対 象：どなたでもご自由にご利用いただけます

■料 金：６１０円（食堂にて食券をご購入いただきます）

※各日とも数に限りがございますので、売り切れの場合はご了承ください。

■お問合せ：北海道オホーツク総合振興局地域創生部地域政策課

ＴＥＬ ０１５２－４１－０６２４

14 オホーツク総合振興局
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