開館時間
毎日 午前10時～午後５時
夏期開館時間（６月～９月）
金曜と土曜 午前10時～午後10時

オランダのカリヨン塔

1886年の創立以来、博物館はBC州の人類と自然に関す

カナダ百年祭を祝ってBC州のオランダ人コミュニテ

る歴史資料を収集、保存、公開を行ってきました。1987

ィから贈られたこのカリオン。その演奏はダウンタウ

年に最高という意味の“ロイヤル”の称号がブリティッシュ

ンを訪れる人々を楽しませています。高さ27メートル

コロンビア州立博物館に与えられました。

BCアーカイブズ 開館日は祝日を除く月曜から金曜
IMAX®ビクトリア 午後７時か８時まで
休館日 12月25日（クリスマス）
と１月１日（元旦）
現行の開館時間については電話またはWebサイトで確認してください。

博物館とアーカイブズへのご寄付はブリティッシュ･コロンビア州に対する投資です。BC州

自生植物園

原初版の文書、写真、地図、書物など、中には200年前の記

湿地、砂丘、砂漠、多雨林のすべてが存在する

録も収蔵しています。

BC州。
この植物園では各地を代表する植物す

の故事来歴の保存にご協力をお願いします。ご連絡は、電話250-387-3283またはemailで
donate@royalbcmuseum.bc.ca へ。

BCアーカイブズ
開館日は祝日を除く月曜から金曜までです。

1.	リチャード・ハント作トーテムポール ―
クヮクヮカワク族

ファニン・ビル

2.

初代学芸員ジョン･ファニンに因んで命名されたこのビルに

BC州ピースリバー･キャニオン地方で見つかったハド

は、BC州の貴重な所蔵品が保管され、博物館の学芸員や

ロサウルス（草食恐竜）
とカルノザウルス（肉食恐竜）

収集担当者が収集や整理に励んでいます。

の足跡の化石を原型に作られたレプリカ。
この足跡は

サンダーバードパーク

BC州最高のギフト
心に残る感動を贈りものにしませんか。博物館友の会の会員証やギフトカードなども取り揃えて
いますので、ぜひ贈りものにご利用ください！

博物館のボランティアとしてBC州に眠る数多くの魅惑的な史話に息吹を与えてみません
か。ボランティア登録申込書はインフォメーションデスクでもらえます。またはVolunteer

レクウンゲン族の生活に欠かせない基本的な道具を

公式のコレクションとして一般に公開されました。
もともとの

象徴するこの紡錘車は、
ビクトリアのダウンタウンに７

トーテムポールの多くは、現在収蔵庫に保管されています

ヵ所にある文化上重要な意味を持つ場所を印す記念

が、BC州全域に散らばるファースト・ネーションに見られる

碑の１つです。

彫刻家のマンゴ・マーティン酋長が息子のデービッドと共
に1951年から1953年にかけて建てたこのビッグハウス

環境を守ろう
m.royalbcmuseum.bc.ca/en/appsから無料でダウンロードできます。

ロイヤルBC博物館
所在地はビクトリアのインナーハーバーに面した場所です。
675 Belleville Street, Victoria BC V8W 9W2

ました。

セント･アン校舎

表紙
中国の風水方位盤

5.

エルザ･メイヒュー作彫像

6.

ジャック･ハーマン作彫像

7.	ジェームス･ダグラス総督記念碑、ダグラ
ス総督夫人記念植樹のサクラの木

この校舎は1843年頃に建てられたもので、当時のハドソン

8.

ピーター･オークス作彫像

ズベイ･カンパニーの特色をよく表しています。住居と教室

9.

皇太后記念の石碑

が使いやすく配置されており、セント･アン大聖堂のシスタ
ーたちが最初に授業を行った校舎です。

250-356-7226 | 1-888-447-7977（フリーダイヤル）

BC州警察記念銘板

ヘルムケン･ハウス
元来の敷地に現存するBC州最古の建物で、一般に公開さ
れています。当初ログキャビンだったヘルムケン･ハウスは、

[Japanese]

風水師により、この方位盤（羅盤）は気

ハドソンズベイ･カンパニーが医師のジョン･セバスチャン･

Printed in Canada © Royal BC Museum Corporation
100% recycled

の方位を示している

ヘルムケンと妻のセシリア･ダグラスのために1852年に建
設されました。季節限定でオープン。
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セント･アン
校舎

IMAX®
ビクトリア

ヘルムケン･
ハウス

ファニン・
ビル

ロイヤル･
ブリティッシュコロンビア
博物館

サンダーバードパーク

6
BCアーカイブズ

団体入口
正面入り口
ワワディットラ／
マンゴ･マーティン･ハウス

正面入り口

5

10.	フードトラック･フェスティバルイベント開
催箇所

10

自生植物園
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オランダの
カリヨン塔

T STREET

ロイヤルBC博物館のWIFARERアプリを利用するとより豊かな体験をすることができます。

は、
フォート･ルパートにある住居をモデルとして建設され

4.

8

9

GOVERNMEN

Services、250-387-7901へお問い合わせください。

3.	紡錘車

意味を持つ物語が彫り込まれたトーテムポールの最初の

ワワディットラ／マンゴ･マーティン･ハウス

ニューカムプラザ

１億年以上前のものです。

1941年サンダーバードパークは、複雑な彫刻とディープな

ものを再現しています。

博物館の概要と
ご案内

恐竜の足跡の化石

DOUGLAS STREET

ボランティア

べてを見ることができます。

ンを持つIMAXシアターでは、真の臨場感を体験できます。

６階建ての建物に相当する高さと幅25m（85ft）のスクリー

SUPERIOR STREET

（90フィート）の塔の最上層にあります。

ブリティッシュコロンビア･アーカイブズ

IMAX® ビクトリア

ご支援のお願い

royalbcmuseum.bc.ca

ロイヤル･ブリティッシュコロンビア博物館

3 ヒトの歴史

先住民ギャラリー
1. 悠久の歴史
2. この大地に住む
3. スピリチュアルな生活
4. 変遷、対立、復活力

2

5. パワフルな歴史的遺産
6. 新たな始まり
3

BC州形成ギャラリー
1. 海路による来着
2. 陸路による来着
3. 国土の塗り替え
4. 州を築く
5. 21世紀へ
4
5

4
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1

現在使われている
言語の展示

3

2

協力

2 自然史
自然史ギャラリー

特別展示

1. 過去の移り変わり
2. 現在の移り変わり
3. 比類なき森林地帯
4. 果てしない海
5. 多様なデルタ地帯
6. 未踏の地

1
6
2
5

3

4

１階
小ギャラリー

展示・ギャラリー

飲食

守衛デスク

１階の展示とアクティビティは入場無料で

• セコイア・コースタル・コーヒーでは、ス

１階にあり、落し物、応急手当、緊急事態

す。上の階の展示、
ギャラリー、見学ツアー

ープ、サンドイッチ、
クッキー、特製コーヒ

には入館料または友の会の会員証の提示

ーなどをご用意しています。

が必要です。

• フードトラック・フェスティバルイベント
では、
ビクトリア市内で営業する最高の

設備
• コートや手荷物の一時預かり
（１階）
（ 大 きな バッグ 類 は 必 ず お 預 けくだ
さい）

フードトラックが揃います。
• IMAX® ビクトリアでは売店でスナックの
販売をしています。

• ベビーカーの貸し出し
（１階）

ロイヤルミュージアムショップ

• おむつ交換用設備（各階に設置）

BC州ならではのミュージアムグッズをぜ

• 身 体の不自由な方のための車いす、エ

ひお土産にどうぞ。ロイヤルBC博物館の

レベーター、洗面所（各階に設置）

出版物、工芸品、アクセサリー、音楽CD、

• 噴水式水飲み場（各階に設置）

Ｔシャツなどのアパレルグッズ、玩具など

• 公衆電話（１階）

オリジナルグッズを取り揃えております。

• 現金自動預け払い機（IMAX ビクトリア
®

付近）

ガイド付きツアー

博物館展示の写真やストーリー満載の
Highlights（展覧会カタログ）
もぜひお求
めください。

などに速やかに対応いたします。

展示室の中には照明が暗いもの
があるのは？
貴重な展示品を、紫外線や赤外線から守
るために照明を調節しています。すべての
展示室では照明を最大限明るくするよう
に努めています。

写真撮影
個人でお使いになる場合に限り、大概の
展示品の写真撮影を歓迎しています。た
だしフラッシュの使用はご遠慮ください。
特定の展示品で写真撮影をご遠慮いただ
く場合には、撮影禁止のマークが掲示さ
れています。マンモスの隣に立ったお子さ
んの写真を撮りたい誘惑にかられるかも
しれませんが、柵内に立ち入ると、展示物

当博物館では様々な見学ツアーを実施し

IMAX® Victoria

ています。ツアー料金は入館料に含まれ

博物館とIMAXシアター両方への入館を

しますのでご注意ください。三脚もしくは

ています。

組合せた料金もご用意しています。館内

一脚の使用はご遠慮ください。写真撮影と

各ギャラリーのキーポイントをご覧にな

全体から湧き出るサウンド、高さ６階建

スケッチは商業目的以外でのみ許可され

りたい方は、ハイライトツアー（所要時間

て、幅2５メートル（85フィート）のスクリー

ています。

１時間半）へご参加ください。各ツアーの

ンにより、劇的な臨場感を味わうことがで

内容と出発時刻はロビーに掲示されてい

きます。

を破損する恐れがあり、防犯ベルが作動

ますのでご確認ください。
ロイヤルBC博物館では展示物の入れ替えや保守点検作業のため一部閉鎖されている場所もありますので、
ご了承ください。詳しくはインフォメーションデスク、
またはチケット売り場でお尋ねください。
ご不便をおか
けしますが、
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

