
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

2017

01-03
❶ 江別市郷土資料館 江別市緑町西1-38　tel: 011-385-6466

2月のおすすめ行事1月のおすすめ行事

日時：開催中～3/31　9:30～17:00
内容：陶磁器や着物等に描かれた文様に注目。毎週日曜日 14:00

からは学芸員によるギャラリートークも行います。
備考：観覧料：無料、最終入館：16:30
　　　※常設展観覧の際は別途料金がかかります

ロビー展
「暮らしの中の文様～いのりのかたち～」

日時：2/25　13:30～
内容：北越殖民社の歴史を綴った『野幌部落史』の出版を志すも早世した関矢留作と、妻・マリ子の生涯を辿ります。
講師：西山克典氏 (静岡県立大学名誉教授 )
備考：場所：野幌公民館研修室 3・4号、定員：60名 (要予約・2月 11日より受付開始、江別市郷土資料館 011-385-6466まで )、参

加料無料

平成 28年度ふるさと歴史講座
「関矢留作とマリ子の生涯」

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

1月のおすすめ行事 3月のおすすめ行事

日時：開催中～ 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 57 点風呂敷にして展示、人気投票もお
こないます。

備考：観覧無料、最終入場 16:30まで、人気投票は 1/29まで

えべつ FUROSIKIフェスティバル 2016

2月のおすすめ行事

日時：2/12　13:00～15:00
内容：コンテスト表彰式、北翔大学の学生による風呂敷を使った

ファッションショーや風呂敷の結び方教室を開催します。 
備考：参加無料、参加者に、昨年度人気投票第１位の風呂敷をプ

レゼントします（先着 100名）。

風呂敷オンステージ
日時：2/25～ 3/20　9:30～17:00
内容：日頃からセンター工房で、作陶活動に取り組んでいる皆さ

んの 1年間の成果を発表します。
備考：観覧無料、最終入場 16:30まで

2016謝陶の集い「第 17回工房利用者展」

●2月の陶芸・絵付け体験　▶実施日 2/12　10:00～12:30▶受付開始日：1/29から▶定員：先着 30名▶受講料：陶芸 700円絵付け 800円▶対象：小学生以上 (小学 3年生以下は保護者同伴 )
●親子で天体望遠鏡を作ろう！　▶実施日 2/18　15:00～17:00▶受付開始日：2/1から▶定員：先着 15組▶対象：小学生 3～ 6年生と保護者▶受講料：1組 1,000円▶持物：デジカメ、三脚、防寒着

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

1月のおすすめ行事 2月のおすすめ行事

日時：開催中～ 2/26　9:00～17:00
内容：北海道に初めて西洋音楽がやってきたのは、幕末の箱館 だっ

たと言われています。開道 150 年を目前に、北海道におけ
る西洋音楽の歴史と歩みを、北方資料によって紹介します。

エントランス展示
「北海道の音楽事情」

日時：開催中～ 1/29　9:00～17:00
内容：ボブ・ディランの受賞が話題となったノーベル文学賞。今

回は８０年代以降の主な受賞作を紹介します。

展示
「ノーベル文学賞～歴代受賞者の著作から～」

3月のおすすめ行事

日時：2/1～ 3/30　9:00～17:00
内容：つめたい雪やさむい冬に関する本を、暖かい家の中でゆっ

くり読んでみませんか。

展示
「雪をよもう、冬を楽しもう」

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

1月のおすすめ行事

日時：1/28　13:30～15:30
内容：擦文・オホーツク・アイヌ文化の特色を語る。
講師：越田賢一郎（当財団理事長）
備考：定員100名。大人の方。受講無料（定員になり次第、締め切り）

講座
「擦文・オホーツク・アイヌ文化の考古学」

日時：3/11　13:30～15:30
内容：北東アジアの中の北海道の位置づけを語る。
講師：臼杵勲（札幌学院大学教授）
備考：定員 100名。受講無料（2/12から応募開始、定員になり次第、

締め切り）

講座
「北東アジアの中の北海道」

3月のおすすめ行事

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

1月のおすすめ行事 2月のおすすめ行事 3月のおすすめ行事

日時：2/9　10:00～12:30
内容：春への準備を着々と進める植物や、見通しが良くなって観

察しやすくなった野鳥たちの姿を求めて森をめぐります。
備考：参加無料、予約不要、持物：防寒具、集合場所：自然ふれ

あい交流館

自然観察会「冬の森の観察会」
日時：3/26　10:00～12:30
内容：植物たちは春の気配を感じ花を咲かせる準備をすすめ、鳥

たちは恋のさえずりを始めている森を散策しませんか？
備考：参加無料、予約不要、持物：防寒具、集合場所：自然ふれ

あい交流館

自然観察会「森の中で春をさがそう」

日時：開催中～2/26　9:30～16:30
内容：木の板に好きな絵を描いてオリジナルのウッドピンを作ろ

う！
備考：参加無料、予約不要、休館日：平日の月曜日

もりの工作コーナー
「えおかき　ウッドピン」

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

1月のおすすめ行事 2月のおすすめ行事 3月のおすすめ行事

日時：開催中～ 1/15　9:30～16:30（入場は 16:00まで）
内容：当館が所蔵する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ー北海道博物館所蔵の木盆」

日時：2/3 ～3/17　9:30～16:30（入場は 16:00まで）
内容：1964 年の東京オリンピックを中心に、2020 年に迎える東

京オリンピック・パラリンピックまでの歴史を紹介します。
備考：料金無料

秩父宮記念スポーツ博物館北海道巡回展
「2020年東京オリンピック・
　　　　　　　　パラリンピックがやってくる」日時：2/3 ～3/31　9:30～16:30（入場は 16:00まで）

内容：現在の高断熱・高気密という高い性能をもつ住宅が生まれ
るまでの歩みと、北海道の厳しい冬をすごすための知恵と
工夫を紹介します。

備考：料金無料

第 7回企画テーマ展
「あったかい住まいー北海道・住まいの道のり」

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

1月のおすすめ行事 3月のおすすめ行事

日時：開催中～ 2/19　9:00～16:30
内容：開拓期の様子を記録した写真から情報を読み解くことで、

当時の生活や文化の実際に迫ります。
備考：料金：入場料大人 800円、高校生・大学生 600円　他無料、

休館日：2月 6日を除く毎週月曜日、祝日の場合は翌日

展示会
「写真にみる開拓の姿　～道・橋・港～」

2月のおすすめ行事

日時：2/18～ 3/20　9:00～16:30
内容：大正から昭和後期までのひな人形 17 組を展示するほか、3

月 3日までは折りびなづくり体験ができます。
備考：料金：入場料大人 800円、高校生・大学生 600円　他無料、

休館日：2月 6日を除く毎週月曜日、祝日の場合は翌日

年中行事「ひなまつり」

日時：2/1～2/28　10:00～18:00
内容：バレンタインデーにちなみ、チョコレートやハートなどの

名前が付いた魚たちを紹介します。

「バレンタインデーの魚たち」

日時：開催中～3/20　9:00～16:30
内容：木のスキーやそり、タケスキー等の昔の冬遊びや昔の防寒

具を着て村内見学などができます。
備考：料金：入場料大人 800円、高校生・大学生 600円　他無料、

休館日：2月 6日を除く毎週月曜日、祝日の場合は翌日

冬の生活体験

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

1月のおすすめ行事 2月のおすすめ行事

日時：開催中～1/22　9:30～16:30
内容：普段みることができない小さな世界をテーマにした特別展

を行います。
備考：料金：展示室観覧料のみ（中学生以下無料・大人 700円）

冬の特別展
「小さな世界をみてみたい　～ワクワク・ドキドキ、ミクロの世界～」

日時：2/26　13:00～15:00
内容：地球の自転を証明するために作られたフーコーの振り子の

謎について科学的に考えていく教室です。
備考：定員：20 名（要事前申し込み、多数時抽選）、料金：展示

室観覧料のみ（中学生以下無料・大人 700円）

サイエンジャー科学教室
「フーコーの振り子の謎にせまる」

3月のおすすめ行事

日時：3/18　19:00～20:30
内容：当館の駐車場で、天体観望会を行います。主な観望対象：月、

木星、冬の星座の星
備考：無料。当日、直接科学館駐車場へお越しください。会場と

なる駐車場には駐車できません。アークシティ駐車場をご
利用ください。

科学館天体観望会

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

募集
開始

2月のおすすめ行事

●親子観察会「冬の森の観察隊ＩＮ開拓の村」　▶実施日 2/25　13:30～15:30▶受付開始日：1/26から▶定員：10組 20名▶料金：無料▶対象：小学生以上の子どもとその保護者
●もりの講演会「野幌森林公園の渡り鳥について」　▶実施日 3/11　10:00～12:30▶受付開始日：2/12から▶定員：40名▶料金：無料

●展示会関連講座「写真にみる開拓の姿③」　▶実施日 2/18　13:30～15:30▶受付開始日：1/19から▶定員：200名　※事前に申し込みした方は無料
●親子チャレンジ！「竹馬づくり」　▶実施日 3/20　13:00～16:00▶受付開始日：2/21から▶定員：10組 20名▶料金：1000円▶対象：小学生以下の子どもとその保護者


