
 

 

気象状況、新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、掲載のイベントは予告なしに中止・変更する場合があります。 

最新情報は、北海道開拓の村にお問合せいただくか、公式ホームページで必ずご確認ください。 

■４月のイベント 

年中行事 開拓期の日常再現 生活体験／特別イベント等 展示／講演・講習会等 

北海道の年中行事 
■年中行事展示「端午の節句」 
４月２３日(土)～５月８日(日) 

 

■季節展示「五月人形」「鯉のぼり」 
４月２３日(土)～５月８日(日) 

■大道芸人の実演 
４月２９日(金)～４月３０日(土) 

①１１:００ ②１３:３０ ③１５:００ 

演目：街頭紙芝居、南京玉すだれ、 

ガマの油売り 
 

■縄ない機械の操作実演 
４月２９日(金)～３０日(土) 

①１０:３０～１２:００ 

②１３:３０～１５:００ 

●伝統遊具づくり 

 『紙の起き上がり小法師』 
  毎日  平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

     土日祝 ９:３０～１６:００ 
 

●昔のしごと道具体験 
４月２９日(金)～３０日(土) 

１０:００～１６:００ 

■”モノ”語り資料の展示 

「手持ち鐘」 
４月～６月 

○たてもの観察会① 

「明治の商家の様式」 
４月２４日(日) １０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 
 

○先生のための村内ガイド 

４月２４日(日) １３:３０～１５:３０ 

対象：小・中学校教諭 定員：３名 

■５月のイベント 

年中行事 開拓期の日常再現 生活体験／特別イベント等 展示／講演・講習会等 

北海道の年中行事 
■年中行事展示「端午の節句」 
５月８日(日)まで 

 

■季節展示「五月人形」「鯉のぼり」 
５月８日(日)まで 

 

●端午の節句「兜づくり」 
５月３日(火)～５日(木) 

１０:００～１６:００ 
 

●端午の節句「鯉のぼりをあげよう」 
５月３日(火)～５日(木) 

①１２:００ ②１４:３０ 

対象：小学生以下 ※各 10 分前に集合 

■大道芸人の実演 
５月１日(日)、３日(火)～５日(木) 

①１１:００ ②１３:３０ ③１５:００ 

演目：街頭紙芝居、南京玉すだれ、 

ガマの油売り 
 

■縄ない機械の操作実演 
５月１日(日) 

①１０:３０～１２:００ 

②１３:３０～１５:００ 
 

■畳職人の実演 
５月３日(火)～４日(水) 

１０:００～１５:００ 

●伝統遊具づくり 

 『ぶんぶんゴマ』 
  毎日  平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

     土日祝 ９:３０～１６:００ 
 

●昔のしごと道具体験 
５月１日(日)、３日(火)～５日(木) 

１０:００～１６:００ 

■”モノ”語り資料の展示 

「手持ち鐘」 
４月～６月 

○学芸員とむらの建物探訪① 

「学び舎」 
５月２１日(土) １０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 

農作業体験、参加家族募集 
開拓の村の畑で、種まき等から収穫までの一連の農作業を数カ月にわたり行います。 

 

受付：４月１２日(火)より電話受付開始 

料金：１プログラム 1 家族 1,000 円（初回参加時にお支払いください） 

プログラム：ジャガイモ 5 月上旬・6 月下旬・9 月上旬 計 3 回 

      リンゴ    5 月中旬・6 月中旬・7 月上旬・8 月下旬・10 月上旬 計 5 回 

※日程等は申込された方へ別途案内します 

対象：小学生のいる家族 定員：各プログラム先着 5 家族 

建物の年中行事 
■岩間家年中行事 

「季節展示 菖蒲刺し」 
５月３日(火)～５日(木) 

■６月のイベント 

年中行事 開拓期の日常再現 生活体験／特別イベント等 展示／講演・講習会等 

  ●伝統遊具づくり 

『風車』 
  毎日 

 平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

 土日祝 ９:３０～１６:００ 

■”モノ”語り資料の展示 

「手持ち鐘」 
４月～６月 ■：観覧自由 ●：当日参加 

○：事前申込(実施１ヶ月前から受付開始 例：6 月 12 日開催事業は 5 月 13 日より受付) 

 

申込先：北海道開拓の村 ℡０１１－８９８－２６９２ 

（受付時間 ９:００～１７:００） 
 

雨天時または主催者・演示者の都合、新型コロナウイルス感染状況により変更・中止ま

たは順延になる行事があります。また行事の詳細な内容・時間ならびに申込方法につい

てはお問合せください。 

○学芸員とむらの建物探訪② 

「徳島県人の入植と藍」 
６月２５日(土) １０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 
 

○たてもの観察会② 

「郷里の建築様式」 

６月２６日(日) １０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 

■７月のイベント 

年中行事 開拓期の日常再現 生活体験／特別イベント等 展示／講演・講習会等 

北海道の年中行事 
■年中行事展示「七夕」 
７月１日(金)～８月７日(日) 

■季節展示「蚕の飼育」 
 ７月２２日(金)～８月中旬まで 

 １０:００～１６:００ 
 

■いけ花・展示 
 ７月２２日(金)～２４日(日)  

９:００～１７:００ 
 

○神楽体験 お神楽を舞ってみよう 

～子ども編～ 

７月２４日(日) 

①１０:００～１２:００ 

②１４:００～１６:００ 

対象：小学４年～６年 

定員：各回４名 

※特別展関連イベント 
 

○野幌太々神楽公演 

「お神楽のストーリーを知ろう」 
７月３１日(日) １３:３０～１５:００ 

対象：一般  定員：１００名 

※特別展関連イベント 

●伝統遊具づくり 

『水鉄砲』 
  毎日  平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

     土日祝 ９:３０～１６:００ 
 

○手フート印刷体験 

７月２９日(金)～３０日(土) 

①１０:００ ②１３:００ ③１４:３０ 

対象：小学生  定員：各回２名 

■”モノ”語り資料の展示 

「手回しミシン」 
７月～９月 

 

■特別展「北海道開拓と神楽」 
７月２日(土)～８月２８日(日)  

○特別展関連講演会 

「野幌のお神楽 過去から未来へ」 
７月３日(日) １３:３０～１５:００ 

講師：兼平一志氏 

   （江別市教育部郷土資料館参事） 

対象：一般  定員：１００名 
 

○特別展関連講座 

「再発見!! えべつ歴史パノラマ 

資料と写真でたどるまちの歩み」 
７月２３日(土) １３:３０～１５:００ 

講師：眞坂隆太氏 

   （江別市教育部郷土資料館主査付） 

対象：一般  定員：１００名 

●開拓の村児童写生会 
７月９日(土)～１０日(日) 

９:００～１７:００ 
 

●着物・浴衣姿で来村すると 

入場無料サービス！ 
７月２３日(土)～８月２１日(日) 



■８月のイベント 

年中行事 開拓期の日常再現 生活体験／特別イベント等 展示／講演・講習会等 

北海道の年中行事 
■年中行事展示「七夕」 
８月７日(日)まで 

 

■年中行事展示「お盆」 
８月１日(月)～１６日(火) 

 

■季節展示「七夕飾り」 
８月４日(木)～７日(日) 

 

■季節展示「盆飾り」 
８月８日(月)～１６日(火) 

 

〇ろうそくもらい 
８月４日(木) 

①１２:００～１４:００ 

②１５:００～１７:００ 

対象：小学生以下の子どもがいる家族 

定員：各回３家族 
 

●七夕「短冊飾り」 
８月６日(土)～７日(日) 

１０:００～１６:００ 

 

■季節展示「蚕の飼育」 
 ～８月中旬まで 

 １０:００～１６:００ 
 

■和菓子・落雁づくりの実演 
８月６日(土) １０:００～１５:００ 

 

○神楽体験 お神楽を舞ってみよう 

           ～大人編～ 

８月１１日(木) 

①１０:００～１２:００ 

②１４:００～１６:００ 

対象：中学生以上  定員：各回５名 

※特別展関連イベント 
 

■季節展示「蚕繭の糸くり」 
８月中旬～８月下旬 

１０:００～１６:００ 

●伝統遊具づくり 

『紙とんぼ』 
  毎日  平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

     土日祝 ９:３０～１６:００ 
 

○木型でストラップづくり 

８月７日(日)～８日(月) 

①１０:００ ②１１:００ 

③１３:００ ④１４:００ 

対象：小学生  定員：各回２名 
 

○わらぞうりづくり教室 

８月９日(火) 

１０:００～１４:００ 

対象：小学４～６年生  定員：５名 

■”モノ”語り資料の展示 

「手回しミシン」 
７月～９月 

 

■特別展「北海道開拓と神楽」 
７月２日(土)～８月２８日(日)  

○特別展関連講座 

「北海道に伝承されている 

民俗芸能の特徴」 
８月２０日(土) 

１３:３０～１５:００ 

講師：舟山直治氏 

   （北海道博物館学芸員） 

対象：一般  定員：１００名 
 

○たてもの観察会③ 

「漁家住宅の違い」 
８月２１日(日) 

１０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 
 

○特別展関連講座 

「食に見る伝統的「ハレの日」と 

現代的「ハレの日」」 
８月２８日(日) 

１３:３０～１５:００ 

講師：平井郁（当館学芸員） 

対象：一般  定員：１００名 

●着物・浴衣姿で来村すると 

入場無料サービス！ 
８月２１日(日)まで 

建物の年中行事 
■岩間家年中行事 

「季節展示 七夕飾り」 
８月６日(土)～７日(日) 

 

■秋山家年中行事 

「季節展示 お墓参りの供物展示」 
８月１３日(土) 

■：観覧自由 ●：当日参加 

○：事前申込(実施１ヶ月前から受付開始 例：6 月 12 日開催事業は 5 月 13 日より受付) 

 

申込先：北海道開拓の村 ℡０１１－８９８－２６９２ 

（受付時間 ９:００～１７:００） 
 

雨天時または主催者・演示者の都合、新型コロナウイルス感染状況により変更・中止ま

たは順延になる行事があります。また行事の詳細な内容・時間ならびに申込方法につい

てはお問合せください。 
 

■９月のイベント 

年中行事 開拓期の日常再現 生活体験／特別イベント等 展示／講演・講習会等 

北海道の年中行事 
■年中行事展示「十五夜」 
９月１日(木)～１１日(日) 

 

■年中行事展示「秋まつり」 
９月１日(木)～３０日(金) 

 

■季節展示「十五夜飾り」 
９月７日(水)～１１日(日) 

 

○十五夜「お飾りづくり」 
９月１０日(土) 

①１０:３０～１１:３０ 

②１４:００～１５:００ 

対象：小学生がいる家族 

定員：各回５家族 
 

■神社祭礼､信濃神社子ども神輿 
９月１９日(月) １１:００～ 

 

●露店、農作物の販売 
９月１８日(日)～１９日(月) 

１０:００～１５:００ 

 

■大道芸人の実演 
９月１８日(日)～１９日(月) 

①１１:００ ②１３:３０ ③１５:００ 

演目：街頭紙芝居 

南京玉すだれ 

ガマの油売り 

 ※19 日は、街頭紙芝居のみ 
 

■大道似顔絵描き 
９月１８日(日)～１９日(月) 

１０:００～１５:００ 
 

■田舎芝居 
９月１９日(月) 

①１１:３０ ②１４:００ 

●伝統遊具づくり 

『楊枝ゴマ』 
  毎日  平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

     土日祝 ９:３０～１６:００ 

■”モノ”語り資料の展示 

「手回しミシン」 
７月～９月 

 

■児童写生会絵画展 
９月４日(日)～１０月３０日(日) ●児童写生会 表彰式 

９月４日(日) １０:３０ ○学芸員とむらの建物探訪③ 

「便所めぐり」 
９月２４日(土) １０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 

 

■10 月のイベント 

年中行事 むらの日常再現 生活体験 展示/特別イベント 

北海道の年中行事 
●七五三「家族記念撮影サービス」 
 １０月１５日(土)～１６日(日) 

１１:００～１５:００ 

（七五三を迎えられるお子さまがいる

ご家族をお祝いいたします。七五三対

象のお子様とともに入られるご家族は

無料で入村でき、広瀬写真館でご持参

のカメラで記念撮影ができます。お子

さんの年齢が確認できるものをお持ち

ください） 

※衣装の貸し出しはありません 

 ●伝統遊具づくり 

『やじろべえ』 
  毎日  平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

     土日祝 ９:３０～１６:００ 

■”モノ”語り資料の展示 

「水筒」 
１０月～１２月 

 

■児童写生会絵画展 
９月４日(日)～１０月３０日(日) 

■紅葉のむら・ 

宵のたてものライトアップ 
１０月８日(土)～９日(日) 

１６:３０～１９:３０ 

（入場は１８:４５まで） 

※特別料金 500 円 

○たてもの観察会④ 

「市街地の住宅」 

１０月２日(日) １０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 

○学芸員とむらの建物探訪④ 

「窓とくらし」 
１０月２２日(土) 

１０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 

 



■１１月のイベント 

年中行事 むらの日常再現 生活体験 展示/特別イベント 

  ●伝統遊具づくり 

『落下傘』 
  毎日  平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

     土日祝 ９:３０～１６:００ 
 

○わら細工講習会「ぞうり」 

１１月１２日(土)～１３日(日) 

１０:００～１４:００ 

対象：大人  定員：各回６名 
 

○わら細工講習会「わらじ」 

１１月２６日(土) 

１０:００～１４:００ 

対象：大人  定員：６名 
 

○わら細工講習会「しめ縄」 

１１月２７日(日)、 

２９日(火)～３０日(水) 

１０:００～１４:００ 

対象：大人  定員：各回６名 

※お飾り代 1,000 円必要 

 

■”モノ”語り資料の展示 

「水筒」 
１０月～１２月 

■12 月のイベント 

年中行事 むらの日常再現 生活体験 展示/特別イベント 

北海道の年中行事 
■年中行事展示「冬至」 
１２月１日(木)～１８日(日) 

 

■年中行事展示「クリスマス」 
１２月１日(木)～２５日(日) 

 

■年中行事展示「もちつき」 
１２月１日(木)～２８日(水) 

 

■年中行事展示「正月」 
１２月２０日(火)～１月１５日(日) 

 

●クリスマス礼拝  
１２月２５日(日) 

①１３:００ ②１５:００ 
 

■季節展示「正月飾り」 
１２月２７日(火)～１月１３日(金) 

 ●伝統遊具づくり 

『福笑い』 
１２月１日(木)～１６日(金)、 

１２月２７日(火)～２８日(水) 

『松ぼっくりツリー』 
  １２月１７日(土)～２５日(日) 

 平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

 土日祝 ９:３０～１６:００ 
 

○親子チャレンジ!  

「紙すきで年賀状 

＆クリスマスカードづくり」 
１２月３日(土) １３:３０～１５:３０ 

対象：親子(小学生以下) 

定員：５組１０名 

※参加料 1,000 円(一組) 
 

○布ぞうりづくり 
１２月９日(金)～１１日(日) 

１０:００～１２:００ 

対象：大人  定員：各回６名 

■”モノ”語り資料の展示 

「水筒」 
１０月～１２月 

●クリスマス芝居 
１２月２５日(日) 

①１１:３０ ②１３:３０ 
 

●サンタの馬そり 

１２月２４日(土)～２５日(日) 

１０:００～１５:３０ダイヤ制 

 

■1月のイベント 

年中行事 むらの日常再現 生活体験 展示/特別イベント 

北海道の年中行事 
■年中行事展示「正月」 
１月１５日(日)まで 

 

■季節展示「正月飾り」 
１月１３日(金)まで 

 

●正月「凧あげ」 
１月４日(水)～６日(金) 

９:００～１６:００ 
 

●どんど焼き 
１月１５日(日) １１:００～１５:００ 

 

■年中行事展示「節分」 
１月１７日(火)～２月５日(日) 

 ●伝統遊具づくり 

『ダイヤ凧』 
  毎日  平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

     土日祝 ９:３０～１６:００ 
 

●冬の生活体験 
１月７日(土)～３月中旬まで 

 

○凧づくり 
１月５日(木)～６日(金) 

１０:００～１４:００ 

対象：小学生  定員：各回１０名 
 

○布ぞうりづくり 
１月１１日(水)～１２日(木) 

１０:００～１２:００ 

対象：小学生  定員：各回６名 
 

○ピンホールカメラづくり 
１月１３日(金)～１４日(土) 

１０:００～１４:００ 

対象：小学生  定員：各回１０名 

■”モノ”語り資料の展示 

「湯たんぽ」 
１月～３月 

○学芸員とむらの建物探訪⑤ 

「馬と人」 
１月２１日(土) １０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 

建物の年中行事 
●岩間家年中行事展示 

「お正月･しめ縄送り」 
１月１５日(日) １１:００～１５:００ 



■2月のイベント 

年中行事 むらの日常再現 生活体験 展示/特別イベント 

北海道の年中行事 
■年中行事展示「節分」 
２月５日(日)まで 

 

■年中行事展示「ひなまつり」 
２月２３日(木)～３月２１日(火) 

 

■季節展示「ひな飾り」 
２月２３日(木)～３月２１日(火) 

 ●伝統遊具づくり 

『折りびな』 
  毎日  平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

     土日祝 ９:３０～１６:００ 
 

●冬の生活体験 
３月中旬まで 

■”モノ”語り資料の展示 

「湯たんぽ」 
１月～３月 

建物の年中行事 
●青山家・秋山家年中行事 

「節分 豆占い」 
２月３日(金) １１:００～１５:００ 

■3月のイベント 

年中行事 むらの日常再現 生活体験 展示/特別イベント 

北海道の年中行事 
■年中行事展示「ひなまつり」 
３月２１日(火)まで 

 

■季節展示「ひな飾り」 
３月２１日(火)まで 

 ●伝統遊具づくり 

『飛んだり跳ねたり』 
  毎日 

 平 日 ９:３０～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

 土日祝 ９:３０～１６:００ 
 

●冬の生活体験 
３月中旬まで 

 

○親子チャレンジ!「万華鏡づくり」 
３月２５日(土) 

①１０:３０～１２:３０ 

②１３:３０～１５:３０ 

対象：親子(小学生以下) 

定員：各回５組１０名 

※参加料 1,000 円(一組) 

■”モノ”語り資料の展示 

「湯たんぽ」 
１月～３月 

○学芸員とむらの建物探訪⑥ 

「清酒の醸造」 
３月１８日(土) 

１０:３０～１１:３０ 

対象：一般  定員：５名 

■：観覧自由 ●：当日参加 

○：事前申込(実施１ヶ月前から受付開始 例：6 月 12 日開催事業は 5 月 13 日より受付) 

 

申込先：北海道開拓の村 ℡０１１－８９８－２６９２ 

（受付時間 ９:００～１７:００） 
 

雨天時または主催者・演示者の都合、新型コロナウイルス感染状況により変更・中止ま

たは順延になる行事があります。また行事の詳細な内容・時間ならびに申込方法につい

てはお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染防止対策についてお知らせします。ご協力の程、宜しくお願いします。 
 

全ての人が安全に安心してご見学や事業に参加していただくため、次の取り組みを行います。例年とは異なる開催内容や制限があり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、 

何卒ご理解とご協力の程よろしくお願いします。なお、新型コロナウイルスの感染状況や国や北海道等の感染レベルに合わせて、事業を休止・延期または制限を緩和する 

こともありますので、最新情報は、北海道開拓の村にお問合せいただくか、公式ホームページで必ずご確認ください。 
 

●お越しになられる前に 
・発熱または風邪の症状のある方、体調不良の方は、ご入場をお控えください 

 

●入場時には、次のご協力をお願いします 
・マスクの着用（乳幼児の方などは除きます）       ・アルコール消毒液で手指の消毒 

・サーモグラフィーで体温計測              ・入場受付表（氏名・緊急連絡先）の記入または北海道コロナ通知システムの利用 
 

●ご見学中は、次のご協力をお願いします 

・マスクの着用をお願いします（乳幼児の方などは除きます）※夏期間は、熱中症予防の観点からお客様と十分な間隔を確保できる場合は、外していただいても構いません 

・咳エチケット、こまめな手洗いや手指の消毒などご自身で感染予防策をお願いします 

・入場券売場や食堂内、イベント開催場所等、床面等にある表示に沿ってお並び頂くか、ご見学ください 

・入場券売場や食堂内、イベント開催場所等、混雑時は入場を制限させていただく場合があります 

・展示建造物や体験学習棟、並びに旧札幌停車場やビジターセンター内の休憩所は常に入り口や窓を開放し、十分な換気を行っています 
 

●感染予防の主な取組み 
・村内各所にアルコール消毒液を設置していますのでご利用ください 

・展示建造物の扉や窓を開放し換気を行っています（各建物の入り口の扉や窓は、お客様で開閉しないでください） 

・馬車鉄道・馬そりは、乗車定員を削減し運行します。また馬そりは、整理券配布制としています 

・イベントの参加人数は定員減とし、お客様同士またスタッフとお客様の十分な間隔を確保します 

・ハンズオン展示の一部撤去や使用の制限をしています 

・体験学習棟の伝統遊具づくりや参加体験イベントの体験内容を簡素化し、一部セルフ体験型としています 

・展示棟内の映像展示の操作ボタン、子供の広場の遊具等の定期的な消毒を行っています 

・スタッフは、毎朝の検温やこまめな手指の消毒、マスク・ゴム手袋の着用などの取り組みを行っています 

◇営業時間   ５～９月 ９:００～１７:００（入場は１６:３０まで）無休 

１０～４月 ９:００～１６:３０（入場は１６:００まで）休館日：2023年 2/6除く毎週月曜日(祝休日の場合翌日)、12/29～1/3 

◇入場料金 開拓の村年間パスポート １,５００円、一般 ８００円(団体７００円)、高校生・大学生 ６００円(団体５００円) 
※7 月 17 日「道みんの日」は無料開放 ※中学生以下、６５歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの方は無料 

※高校生は、毎週土曜日･子供の日･文化の日に利用する個人･団体、並びに通年で教育を目的として利用する団体は無料 

◇馬車鉄道・馬そり乗車料金 大人２５０円、小人１００円（馬車鉄道:4 月上旬～11 月毎日、馬そり：12 月～3 月の土･日･祝、さっぽろ雪まつり期間） 

◇駐車料金 無料（400台収容駐車場有） 

◇連 絡 先 野外博物館北海道開拓の村 〒004－0006 札幌市厚別区厚別町小野幌 50-1 ＴＥＬ０１１－８９８－２６９２ 

https://www.kaitaku.or.jp e-mail：info@kaitaku.or.jp 

開拓の村のボランティア活動 ～村内ガイドツアーや建造物での日常再現を行っています［活動期間：４月１９日(火)～１０月３０日(日)の開村日］ 

【村内ガイドツアー】：個人から団体（一般・修学旅行等学校団体）まで対応可能です。（団体の場合、ご利用の１週間前までにご予約ください） 

           ※１１月１日(火)～３月３１日(金)の期間は、事前にご予約いただいた方のみ、村内ガイドツアーを実施します。              

【むらびと（日常再現）】：帳場の情景、漁具の補修、わら細工など、開拓期の日常を主要な建造物で再現します。 

［活動場所：旧来正旅館、旧武井商店酒造部、旧青山家漁家住宅、旧山田家養蚕板倉、旧田村家北誠館蚕種製造所］ 

※北海道の感染対策レベル０の場合のみ、昔の巡査、手フート印刷の実演を行います。 
 

［北海道の感染対策レベル３以上になった場合は、ボランティア活動は休止しますが、レベル２以下の場合でも、感染状況により変更、休止する場合があります］ 


