
新札幌と江別には、歴史や文化、自然や科学が楽しく体験できる施設がたくさん！

か る ち ゃ る 通 信 ★
かるちゃる net（文化施設連絡協議会）は、新札幌から江別市にかけてのエリアにある
博物館や水族館・図書館などのネットワークです。 月号

2016

04-06
❶ 江別市郷土資料館 江別市緑町西1-38　tel: 011-385-6466

5月のおすすめ行事

日時：5/14～ 11/12　9:00～12:00
内容：博物館の専門職「学芸員」の仕事などを体験、土器作りや

史跡をめぐり、ふるさと江別を学びます。
備考：定員：25 名（定員を超えた場合は初めての方優先）料金：

土器作り粘土代 500円、他館入館料 120円

子ども学芸員カレッジ（10回シリーズ）

●子ども学芸員カレッジ（10回シリーズ）　▶実施日 5/14～ 11/12　9:00～12:00▶受付開始日：4/14から▶定員：25名▶募集締め切り：4/27▶料金：土器作り粘土代 500円▶他館入館料 120円
●再発見・江別探訪（江別地区）　▶実施日 6/23　9:00～12:00▶受付開始日：6/11から▶定員：50名 ▶参加費：無料

募集
開始

❷ セラミックアートセンター 江別市西野幌114-5　tel: 011-385-1004

6月のおすすめ行事 6月のおすすめ行事

日時：6/19　10:00～12:00
内容：初心者が気軽に体験できる陶芸教室。
備考：受講料陶芸 700円、絵付け 800円。定員 30名

6月の陶芸・絵付け体験
日時：6/3～　9:30～17:00
内容：北海道産原料で制作した陶芸作品の展示・販売。期間中に

は北海道酒造組合とのコラボ企画も予定。
備考：観覧無料

地土と地酒の恋愛事情「凍土会酒器展」

●5月の陶芸・絵付け体験　▶実施日 5/29　10:00～12:00▶受付開始日：5/15から▶定員：30名▶受講料陶芸 700円、絵付け 800円
●6月の陶芸・絵付け体験　▶実施日 6/19　10:00～12:00▶受付開始日：6/5から▶定員：30名▶受講料陶芸 700円、絵付け 800円
●こども陶芸教室　▶実施日 6/26　10:00～12:00▶受付開始日：6/12から▶対象：小・中学生▶受講料 1,000円

募集
開始

❸ 北海道立図書館 江別市文京台東町41　tel: 011-386-8521

4月のおすすめ行事 5月のおすすめ行事

日時：4/23～ 5/8　9:00～17:00
内容：北海道立図書館所蔵の大型絵本をたくさん展示します。も

ちろん貸出も可能。巨大な絵本の迫力をぜひお楽しみくだ
さい。

備考：無料　期間中研修室にて開催

大型絵本 100

6月のおすすめ行事

日時：4/29～ 6/29　9:00～17:00
内容：北海道の昔話やコロポックルのお話など、郷土絵本や物語

を中心とした、まちの歴史や風景をたどる展示です。

エントランス展示
「北の大地の、ふるさとがたり
～わたしのまちの、おはなし・おはなし～」日時：4/12～ 5/15　9:00～17:00

内容：北海道を題材とした絵本や子ども向け読み物の展示です。
絵本を通して郷土の昔話、歴史、風景をたどります。

子どもの読書週間展示
「わたしたちのまちの、おはなし・おはなし」

●道民カレッジ連携講座「あなたもタイムトリップ～北方資料の世界～」　▶実施日 6/4　14:00～16:00▶受付開始日：5/17から▶定員：20名▶募集締め切り：6/3募集
開始

❹ 北海道立教育研究所 江別市文京台東町42　tel: 011-386-4511

●【夏季】親と子の理科教室　▶実施日 7/16　8:10～17:00▶受付開始日：6/13から▶定員：48名（親子 24組）▶対象：小学校４～６年生児童とその保護者
●【夏季】中学生の科学実験教室　▶実施日 7/23　9:45～15:15▶受付開始日：6/13から▶定員：24名▶対象：道内の中学生
●【夏季】親子コンピュータ教室　▶実施日 7/30　13:00～15:30▶受付開始日：6/27から▶定員：40名（親子 20組）▶対象：小学校４～６年生児童とその保護者　

募集
開始

❺ 北海道立埋蔵文化財センター 江別市西野幌685-1　tel: 011-386-3231

4月のおすすめ行事 5月のおすすめ行事 6月のおすすめ行事

日時：5/28　13:30～15:30
内容：発掘された遺跡や遺物、指定文化財で北海道の歴史を語り

ます。
備考：受講無料

考古学を知る・学ぶ 1　遺跡が語る北海道の歴史
　　　　　　　　-旧石器からビールまで -日時：4/16　13:30～16:00

内容：公益財団法人北海道埋蔵文化財センターが平成 27 年度に
調査した遺跡の内容を担当職員がわかりやすく説明しま
す。

備考：受講無料

平成 27年度発掘調査報告会

●夏季講演会「考古学を知る・学ぶ 2  日本の旧石器文化の中の北海道」　▶実施日 7/23 13:30～15:30▶受付開始日：6/23から▶受講料：無料
●まいぶん遺跡探検隊（第 1次）土器　▶実施日 7/24 13:30～15:30▶受付開始日：6/24から▶受講料：無料

募集
開始
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※行事の詳しい内容については、各施設へお問い合わせください。
　休館日のチェックもお忘れなく！

❻ 自然ふれあい交流館 江別市西野幌685-1　tel: 011-386-5832

4月のおすすめ行事 5月のおすすめ行事 6月のおすすめ行事

日時：5/14　10:00～14:30
内容：日頃の自然への感謝の気持ちを込めつつ雪解けとともに現

れたごみを拾いながら、春の公園を散策します。
備考：参加希望の方は当日当館へ集合。料金：無料、持ち物：昼食、

ごみ袋、軍手、雨具

自然観察会「春のありがとう観察会」
日時：5/21～6/26　9:00～17:00
内容：紙をつかって、とことこ進むかたつむりを作ってみよう！
備考：参加希望の方は当日当館へ集合。料金：無料

工作コーナー「とこ ×２かたつむり」
日時：4/21～ 11/12　10:00～12:30
内容：野幌森林公園に咲く早春の花、野鳥などを観察しながら春

色に色付く公園内を散策します。
備考：参加希望の方は当日当館へ集合。料金：無料、持ち物：昼食、

ごみ袋、軍手、雨具

自然観察会「春の花を見つけよう」

●自然観察会「環境月間スペシャル　森のひ・み・つをさぐろう！」　▶実施日 6/18　10:00～12:00▶受付開始日：5/19から▶定員：15名▶料金：無料▶持ち物：雨具
●自然観察会「森のゆうがた観察隊」　▶実施日：7/23　18:00～19:30▶受付開始日：6/24から▶定員：先着 20名▶料金：無料▶持ち物：懐中電灯、防虫対策、雨具

募集
開始

❼ 北海道博物館 札幌市厚別区厚別町小野幌53-2　tel: 011-898-0466

4月のおすすめ行事 5月のおすすめ行事 6月のおすすめ行事

日時：6/11　10:00～12:00
内容：ふだん使っているデジカメやスマホを利用して、昆虫や花

などを撮影し、自然とふれあいます。
備考：5/12より電話（011-898-0500）で受付。定員：40名、料金：

無料

自然観察会②　デジカメで自然観察！

日時：～ 4/10　9:30～16:30
内容：本州などから北海道へ持ち込まれたさまざまな信仰のかた

ちについて明らかにします。
備考：料金無料

第 4回企画テーマ展
「神様おねがい！地域と人をむすぶ祈りのかたち」

日時：4/28～ 6/5　9:30～16:30
内容：アイヌの人々の日々の暮らしや想いがつまった貴重な資料

を守り伝える活動について紹介します。
備考：料金無料

第 5回企画テーマ展
「アイヌ民族資料を守り伝える力」

●自然観察②「デジカメで自然観察！」　▶実施日 6/11　10:00～12:00▶受付開始日：5/12から▶申込先：011-898-0500▶定員：40名▶料金：無料
●「縄文土器をつくる（全 2回）　▶実施日：第 1回目 6/12　10:30～15:30、第 2回目 6/26　10：00～15:00▶受付開始日：5/13から▶申込先：011-898-0500▶定員：40名▶料金：無料

募集
開始

❽ 北海道開拓の村 札幌市厚別区厚別町小野幌50-1　tel: 011-898-2692

4月のおすすめ行事 5月のおすすめ行事 6月のおすすめ行事

日時：4/29～ 5/5　10:00～16:00
内容：期間中は大道芸や畳などの職人の実演の他、兜づくり、大

工さんのしごと体験など様々なイベントを開催。
備考：詳細は開拓の村 HP で要確認。料金：入場料大人 800 円、

高校生・大学生 600円　他無料

ゴールデンウィークイベント「春・むら・ロマン」
日時：4/23～ 5/29　9:00～17:00
内容：北海道新幹線開業を記念し、津軽海峡を舞台にした様々な

ヒト、モノ、そして交通の歴史を紹介。期間中は体験イベ
ントも開催。

備考：詳細は開拓の村 HP で要確認。料金：入場料大人 800 円、
高校生・大学生 600円　他無料

展示会「青函革命　つながるつがるかいきょう」
日時：6/25～ 6/26　9:00～17:00
内容：村内数建造物にその建物の時代背景に合わせて「いけ花」

を展示します。花がある建造物内の様子を見比べながら、
村内見学をお楽しみください。

備考：関連イベント「いけ花体験」6/26 13:00～　無料でいけ花
を体験できます。活けた花は持ち帰り可能（先着 50組）

伝統文化「いけ花」

●たてもの観察会　▶実施日 6/11　10:00～12:00▶受付開始日：5/12から▶料金：入場料大人 800円、高校生・大学生 600円　他無料
●たてもの観まもり隊　▶実施日 6/25　10:00～16:00▶受付開始日：5/26から▶定員100名▶料金：無料

募集
開始

10 札幌市青少年科学館 札幌市厚別区中央1条5丁目2-20　tel: 011-892-5001

4月のおすすめ行事 5月のおすすめ行事

日時：4/14　19:30～16:30
内容：更新工事をおこなっていたプラネタリウムが新たな機器に

生まれ変わりオープンします。美しい星空と新しい空間で、
みなさまをお待ちしています。

備考：中学生以下無料、大人 500円

プラネタリウムリニューアルオープン
日時：4/29～5/5　19:30～16:30
内容：いろいろな科学のおもちゃや工作を家族みんなで楽しもう。
備考：中学生以下無料、大人 700円

ゴールデンウイークイベント

6月のおすすめ行事

日時：6/18　16:00～17:30
内容：プラネタリウム新番組「DARK UNIVERSE」の先行上映と

監修を担当された佐治晴夫先生の講演会です。
備考：6/11より電話（011-892-5004）で受付。定員：200名、料

金 500円

宇宙セミナー「佐治晴夫先生講演会」

募集
開始

❾ サンピアザ水族館 札幌市厚別区中央2条5丁目 -7-5　tel: 011-890-2455

6月のおすすめ行事

日時：6/1～6/30　10:00～18:00
内容：馴染みのある生きものの不思議を紹介するおすすめ企画第

6弾！今回は「ナマコ」を紹介します。

6月の企画展
館長おすすめ！「ナマコがおもしろい！」

募集
開始


