
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

10-12
❶ 江別市郷土資料館 江別市緑町西1-38　tel: 011-385-6466

12月のおすすめ行事

日時：12/17～ 3/31　9:30～17:00
内容：江別市郷土資料館に収蔵している資料を紹介します。
備考：観覧料：無料

ロビー展

10月のおすすめ行事

日時：10/6　10:00～12:00
内容：野幌屯田にまつわる史跡を徒歩でめぐります。
備考：定員：50名（要予約）料金：無料

再発見・江別探訪

●冬休み　縄文土器を作ろう！　▶実施日 2017年 1/14　9:00～12:00▶受付開始日：12/24から▶定員：15名▶対象：小学 4～ 6年生▶料金：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

10月のおすすめ行事 12月のおすすめ行事

日時：10/29 ～ 11/15　9:30～17:00
内容：全国の子どもたちの作品が大集合！自由な発想から生まれ

たエネルギッシュな作品をどうぞご覧下さい。
備考：観覧料：無料　最終入場 16:30分まで

こども陶芸展 in びえい　江別巡回展

11月のおすすめ行事

日時：11/19～ 11/27　9:30～17:00
内容：市内中学校・高校の美術部員が制作した、若々しい感性に

満ちた絵画などの美術作品を展示します。
備考：観覧料：無料　最終入場 16:30 分まで　初日 13:30 から、

最終日 15:00まで

江別市中学校・高校美術部合同展 2016
日時：12/10～ 2/12　9:30～17:00
内容：北翔大学と共同企画で風呂敷デザインコンテストを開催。

応募作品の中から約 50点風呂敷にして展示します。
備考：観覧料：無料　最終入場 16:30まで　12/11 13：30 関連コ

ンサートを開催、作品の人気投票は 1/29まで

えべつ FUROSIKIフェスティバル 2016

●陶器のミニクリスマスツリーをつくろう　▶実施日 11/13　10:00～12:30▶受付開始日：10/20から▶定員：30名▶受講料：1,200円、LEDライトを別途購入可 1個 378円希望の場合申込時に。
●冬の親子陶芸教室～丸皿を作ろう！～　▶実施日 12/3, 4　10:00～12:00▶受付開始日：11/19から▶定員：各日先着 30名▶対象：小学生と保護者▶受講料：700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

11月のおすすめ行事 11月のおすすめ行事

日時：11/12　14:00～16:00
内容：故井上修次博士の業績を中心として、地理学者による北海

道史の研究について講演します。
講師：大庭幸生氏（北海道史研究協議会会員）
備考：10/12より受付開始、定員（70名）になり次第締め切り

講演会「資料で語る北海道の歴史」（第17回）
「地理学者による北海道史の研究について」日時：11/3　13:30～15:30

内容：道立図書館の歴史を学んだ後、普段は入れない書庫をめぐ
ります。珍しい資料に出会えるかも。

備考：10/1より募集開始。道民カレッジ連携事業

書庫ツアー

12月のおすすめ行事

日時：12/1～ 1/31
内容：四季折々に行われる行事の数々。それらの由来や成り立ち、

さらに行事に関わるお話などをご紹介します。

えほんコーナー展示
「年中行事いろいろ」

●北方資料活用講座「むかしの新聞にみる世相 ～ 社会面（三面記事）のいろいろ」　▶実施日 11/19　14:00～16:00▶受付開始日：10/18から▶講師：渡辺真吾氏▶備考：申込受付は電話・FAX・メール
　▶募集締め切り：11/18（定員（25名）になり次第終了）▶入場無料

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

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

10月のおすすめ行事 11月のおすすめ行事

日時：10/22　13:30～15:30
内容：縄文人が利用した石材で玉類を製作
講師：坂本尚史（普及活用課主査）
備考：定員 20名。大人の方。受講無料

考古学講座　縄文人に挑戦
日時：11/26　13:30～15:30
内容：弥生文化研究の現状と続縄文文化を語る
講師：設楽博己（東京大学教授）
備 考：定 員 １ ０ 0 名。先 着 順。お 申 し 込 み は、お 電 話

（011-386-3231）で。受講無料。

秋季講演会　弥生文化と続縄文文化

12月のおすすめ行事

日時：12/10　午前の部 9:30～12:00　午後の部 13:00～15:30
内容：物理、化学、生物の３コースに分かれて観察・実験を行い

ます。
備考：対象は、小学４年生～６年生の児童とその保護者

親と子の理科教室【冬季】
日時：12/17　9:45～15:15
内容：身近な自然や日常生活と関わりのある現象について、観察・

実験を行います。
備考：対象は、中学生

中学生の科学実験教室【冬季】

12月のおすすめ行事

●考古学講座　擦文・オホーツク・アイヌ文化の考古学　▶実施日 1/28 13:30～15:30▶受付開始日：12/28から▶講師：越田賢一郎（公益財団法人北海道埋蔵文化財センター理事長）
　▶定員 100名（先着順）▶申込方法：お電話（011-386-3231）で受付▶受講料：無料。

募集
開始

●親と子の理科教室【冬季】　▶実施日 12/10　午前の部 9:30～12:00　午後の部 13:00～15:30▶受付開始日：11/7から（予定）▶申込期限：11/18（予定）
●中学生の科学実験教室【冬季】　▶実施日 12/17　9:45～ 15:15▶受付開始日：11/7から（予定）▶申込期限：11/18（予定）
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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

10月のおすすめ行事 11月のおすすめ行事 12月のおすすめ行事

日時：10/8～ 11/20　9:30～16:30
内容：野外で見られる鳥たちをモデルに、ストラップを作ってみ

よう
備考：参加無料、予約不要

工作コーナー「ミニデコイづくり」

日時：12/3～ 12/25　9:30～16:30
内容：松ぼっくりを使ってミニツリーを作ろう！
備考：参加無料、予約不要

工作コーナー
「松ぼっくりのクリスマスツリーづくり」日時：10/13　10:00～14:30

内容：落ち葉、木や草の実など･･･様々な匂いを秋の森を散策し
ながら感じてみませんか

備考：集合場所：北海道開拓の村（予約不要）、料金：無料、持ち物：
昼食、雨具

観察会「秋の森の匂いをかごう」

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

10月のおすすめ行事 11月のおすすめ行事 12月のおすすめ行事

日時：10/14 ～ 11/27　9:30～16:30
内容：北海道の海辺には、南や北からいろいろなものが流れつき

ます。ワクワク・ドキドキするお宝を探してみよう。
備考：料金無料

第 6回企画テーマ展
「きれい？不思議？楽しい！？漂着物」

日時：12/22～ 1/15　9:30～16:30
内容：当館所蔵の明治期から現代までのアイヌ民族の木盆を、初

めて一堂に集めて紹介します。
備考：料金無料

第 1回蔵出し展
「アイヌ民族の造形美」

日時：11/3　12:00～13:00（開場 11:30）
内容：アイヌの伝統歌「ウポポ」の再生と伝承をテーマに活動す

る女性ヴォーカルグループによる演奏です。
備考：料金無料

文化の日特別イベント
「MAREWREWアイヌ音楽ライブ」

●漂着するクジラを追って　▶実施日 11/3　13:30～15:30▶講師：山田　格氏（国立科学博物館名誉研究員）▶受付中▶申込先：011-898-0500▶定員：1000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

10月のおすすめ行事 12月のおすすめ行事

日時：10/8～ 10/9　16:30～19:30
内容：夜間特別開館する村内で紅葉と素朴な灯りの競演をお楽し

みください
備考：時間内の入場料金は 500円

紅葉のむら・宵のたてものライトアップ

日時：12/23　10:00～16:00
内容：年末のｲﾍﾞﾝﾄおもちつきとクリスマスを村内で楽しもう！
備考：入場料金のみ（馬そりは別料金）

冬・むら・ロマン
　　　　～むらのもちつき＆クリスマス～

●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」　▶実施日 /11/23　13:00～16:00▶受付開始日：10/24から▶対象：小学生以下とその保護者▶定員：先着20組 20名
　▶料金：一組1,000円

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

10月のおすすめ行事 11月のおすすめ行事

日時：10/22　10:00～16:30　10/23　9:30～16:00
内容：環境問題や環境保護に対する企業・団体の取り組みを紹介

し、環境について学べる展示を行います。
備考：申し込み等は不要、直接会場へ。無料。ただし大人は展示

室観覧料 700円が必要。

日時：11/12～ 11/13　12:00～15:00
内容：簡単にできる工作や実験、楽しいサイエンスショーなど、

一日で色々な体験を家族みんなで楽しめます。
備考：申し込み等は不要、直接会場へ。無料。ただし大人は展示

室観覧料 700円が必要。

第 10回環境科学展 ちびっこワークショップ スペシャル
～家族でサイエンス～

12月のおすすめ行事

日時：12/3　13:00～15:30
内容：中学校や高校の科学部が日頃研究している内容や成果をポ

スターセッションや演示実験により発表します。
備考：申し込み等は不要、直接会場へ。無料。ただし大人は展示

室観覧料 700円が必要。

中高生による科学教室

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

募集
開始

10月のおすすめ行事

日時：～ 10/16　10:00～18:00
内容：魚の「口と歯」をテーマに形の違いや役割を詳しく紹介し

ます。

お魚ウォッチング「口と歯のふしぎ」

11月のおすすめ行事

日時：11/1～ 12/25　10:00～18:00
内容：デンキウナギの発電に合わせてツリーが点灯します。

デンキウナギのクリスマスツリー

●プラネタリウム夜間特別投影「キトラの星空を望む」　▶実施日：11/5　19:00～20:00▶受付開始日：受付中（10/21まで）▶定員 200名（多数時抽選）
　▶備考：詳しい申し込み方法は科学館まで問い合わせ（011-892-5004）


