博物館 網走監獄 行事のご案内 2022

～企画展～
5/1 〜 8/30 日

〜お申し込み方法〜

▶近代監獄の誕生と建築家山下啓次郎
明治時代後期、千葉・金沢・奈良・長崎・鹿児島に建て
られた監獄は、欧米の監獄の影響を受けた煉瓦・石造り、
そして放射状の獄舎を持つ建築であり、「明治の五大監獄」
と謳われました。
この企画展では、近代監獄の一到達点となった五大監獄
と、その設計者である建築家・山下啓次郎の活動を中心に、
行刑思想の変化やそれに伴う行刑建築の変化、日本の近代
化における監獄の位置づけを紹介します。

7/3 日
▶開館 40 周年記念事業
トーク＆記念コンサート
ジャズピアニスト 山下洋輔
13:00 より

9/1 〜12/30 日
▶大正・昭和戦前期の行刑建築
「明治の五大監獄」の完成後、全国各地で同様の煉瓦造り・
放射状獄舎の監獄が建てられていきました。しかし、昭和
に入ると煉瓦造りが徐々に姿を消し、代わってコンクリー
ト造りの建築が主流となります。
この企画展では、威厳と美しさを兼ね備えた豊多摩監獄
や、庁舎の現存する小菅刑務所を中心に、五大監獄以降の
行刑建築はどのような変遷をたどり、今日的な様式へと変
化していったのかを紹介します。
会場：監獄歴史館 1 階

10/23日
▶重要文化財強化月間
博物館友の会ボランティアによる
重要文化財イベント
重要文化財建造物を維持し、来館者の皆さんにきれいな
状態でご覧になっていただくため、当館の友の会ボラン
ティアで建物内の清掃を行います。
かつて刑務所で食べられていた「でんぷん豆団子」も振
舞います。
会場：博物館内

二見ヶ岡農場

開館時間
9:00 〜 17:00
休館日：12 月 31 日・1 月 1 日
＊ご入館は閉館の 1 時間前まで
にお願いいたします。

会場：監獄歴史館 1 階

会場：教誨堂

体験講座への参加を希望される方は博物館網走監獄まで事
前に電話でお申し込みください。
定員のある講座については、定員になり次第締め切らせていた
だきます。
ご不明な点がございましたら、当館までお問い合わせください。

10：00 より

入館料

ABASIRI PRISON MUSEUM

駐車場
バス専用：21 台
乗用車用：400 台
二輪車用：数十台
＊ご利用は無料になります。

館内ガイド

大人 /¥1,500
ガイドツアーは現在休止してお
高校生 /¥1000
ります。
小・中学生 /¥750
監獄食堂
団体割引 /20 名様以上 2 割引
福祉割引 / 障がいのある方 ¥750 11：00 〜 15：30
＊身分証のご提示をお願いして （ラストオーダー 14：30）
おります。
一般的なメニューの他、刑務所
＊福祉割引はご本人様のみとさ の食事を再現した「監獄食」も
せていただいております。
ございます。
＊ベビーカー・車いすの無料貸し ＊10 名様以上の団体でご利用
出しもございます。希望され
の際は、ご予約を頂けるとス
る方は受付までお申し出くだ
ムーズにご対応することがで
さい。
きます。

アクセス方法
JR 網走駅より 5km
網走バスターミナル、網走駅
より網走バス「観光施設めぐ
り線」に乗車し、当館下車。
＊季節によりバスの運行時刻・
本数に変化があります。
女満別空港より 18.5km
網走バス「女満別空港線」に
乗車し、バス停「天都山入口」
にて下車し、徒歩 10 分。

公益財団法人網走監獄保存財団
〒099‐2421 北海道網走市呼人 1‐1
TEL（0152）45‐2411 FAX（0152）45‐2338
HP http://www.kangoku.jp/
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～ゴールデンウィークイベント～
5/3 〜 5 日

9：00〜16：00

8/7 日

短冊に願いごとを書きましょ
う。10m の竹流しそうめんも体
験してみましょう。

9：30〜15：30

～体験プログラム～
3名様以上、
予約制、
1時間程度

▶煉瓦作り体験
明治から大正時代には全国の
刑務所で受刑者たちが製造した
煉瓦を刑務所内の建物に使って
いました。館内に再現した登り
窯を使ってオリジナルの煉瓦を
作ってみましょう。

3/30 日 3名様以上、予約制、40分程度

▶豆わらじ作り体験
出所を願って受刑者たちがお
守り代わりに作った「反則品」
豆わらじを作ってみましょう。

9：00〜15：30

▶七夕

かつて網走刑務所の二見ヶ岡
農場で行われていた収穫祭を博
物館でも再現します。
迫力満点の神輿の練り歩きや
ねぷた山車の公開に加え、網走
市豊郷地区で代々受け継がれて
きた「豊郷神楽」の演舞を披露
し ま す。『日 本 書 紀』の「岩 戸
隠れの段」の舞が起源とされる
神楽をぜひご覧ください。
他にも餅のプレゼントや手打
ちそばの実演と試食、バナナの
たたき売りなど美味しい物を沢
山提供します。

5/1 〜

9：00〜16：00

五月人形を展示しています。健
康に成長することを祈って兜を
作りましょう。

～二見湖畔神社収穫祭～

5/1 〜 8/30 日

5/5 日

▶端午の節句

子どもから大人まで楽しめる
様々な体験コーナーを用意して
います。竹とんぼや竹笛、パタパ
タ作り、竹馬や車輪回しなどの
昔の遊びを体験してみましょう。
紙芝居コーナーでは明治の脱
獄王五寸釘寅吉の生涯を解りや
すくお伝えします。
餅つきもしていますので、柏
餅のプレゼントもありますよ。
スタンプラリーも行っていま
すので、館内を見学しながら挑
戦してみてくださいね。

9/18 〜 19 日

～看守長屋の年中行事～

9/10 日

9：00〜15：30

▶十五夜
日本各地の十五夜の風習を展示
します。地方の特色ある十五夜
飾りの中から秋の味覚をプレゼ
ントします。

12/27 日

9：30〜12：00

▶正月準備
餅つきをして鏡餅や繭玉を作り、
正月を迎える準備をしましょう。

1/7 日

9：00〜15：30

▶七草粥と絵馬作り
無病息災を願って七草粥を振舞
います。絵馬に祈願しましょう。

1/11 日

9：00〜15：30

▶鏡開き
網 走 刑 務 所 で 収 穫し た 小 豆 で
作ったお汁粉を振舞います。

2/3 日

9：00〜15：30

▶節分
恵方に向って豆まきをしましょ
う。来館者全員に厄除けの豆を
プレゼントします。

3/3 日

9：00〜15：00

▶雛祭り
桜餅と甘酒を振舞います。大正
時代のお雛様も展示しています。

～体験講座～
6/12 日

9：00〜12：00

▶薄 く 削 ら れ た「経 木」
でモビールを作ろう
物 を 包 ん だ り、「わ っ ぱ」と 呼
ばれる弁当箱作りに使われた経
木で、ゆらゆら揺れるモビール
を作ります。

7/31 日

9：00〜12：00

▶大工道具でイスを作ろう
かつての刑務所では受刑者たち
が山から木を伐り出し建物を建
てていました。その際に使う大
工道具を用いて椅子を作りま
す。夏休みの工作にどうぞ。

10/2 日

9：00〜12：00

▶リズミカルに動く竹の
メトロノームを作ろう
楽器を弾く際に上手なリズムで
奏でるためのメトロノームを、
竹で手作りします。

11/13日

9：00〜12：00

▶ヤマブドウ染めのエコ
バッグを作ろう
館内に自生するヤマブドウの皮
を煮出した染液を用いて、買い
物に使えるエコバッグの絞り染
を行います。

12/4 日

9：30〜12：00

▶縁起の良い藁亀の正月
飾りを作ろう
お正月に玄関に飾るしめ縄に加
え、縁起の良い藁亀の飾りを作
ります。

2/6 日

9：30〜12：00

▶お正月に遊べる昔ながら
の六角凧を作ろう
正月や春先に空を見上げること
は健康に良いと言われていま
す。凧を作って遊んで無病息災
を祈りましょう。

～農園体験ワークショップ～
網走刑務所は畑の面積日本一を誇る「農園刑
務所」として刑務所の自給自足を支え、過去に
は他の刑務所に加工用の作物を供給していたこ
ともありました。この講座ではそのような網走
刑務所の歴史を実際の農作業を通じて学ぶこと
を目的としています。
今年はトウモロコシと大豆を育て、最後には
収穫した大豆で味噌の手作りを行います。

▶1 回目

5/15

9：00 〜 12：00

畑の畝切り、トウモロコシの種まき

▶2 回目

6/5

9：00 〜 12：00

畑の畝切り、大豆の豆まき

▶3 回目

6/26

9：00 〜 12：00

除草・土寄せ

▶4 回目

7/17

9：00 〜 12：00

除草・土寄せ

▶5 回目

8/7

9：00 〜 12：00

除草・土寄せ

▶6 回目

9/4

9：00 〜 12：00

トウモロコシの収穫、畑の手入れ

▶7 回目

10/16

9：00 〜 12：00

大豆の収穫、ニオ積み、畑の手入れ

▶8 回目

10/30

9：00 〜 12：00

大豆の脱穀と選別

▶9 回目 11/5・6 9：00 〜 12：00
大豆で味噌作り
＊天候等の関係により日程の変更を行う可能
性がございます。あらかじめご了承下さい。

