
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

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

4月のおすすめ行事

日時：4/29　9:30～17:00
内容：北海道有形文化財に指定されている屯田兵中隊本部を見学

できます。4/29～ 11/3の土・日・祝日のみ開館。
備考：所在地：江別市野幌代々木町 38 番地、大人 100 円。小中

学生 50円。入館は 16:30まで。

江別市屯田資料館開館
日時：5/27　9:30～16:00
内容：屯田兵が生活していた家屋を復元した建物を見学できます。

5～ 9月の第３土曜日のみ開館。
備考：所在地：江別市野幌寿町 19番地（湯川公園内）
　　　入館無料。

野幌屯田兵屋開館
日時：6/29　9:00～12:00
内容：江別の歴史を物語る史跡などを解説員と共に歩きます。
備考：参加無料。定員 50名。

再発見・江別探訪

5月のおすすめ行事 6月のおすすめ行事

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

4月のおすすめ行事 4月のおすすめ行事

日時：4/22～5/14　9:30～17:00
内容：道内で活動している若手・中堅工芸作家の新作作品を紹介。
備考：観覧料：高校生以上 300 円・小中 150 円（常設展示含む）

最終入場 16時 30分まで

北の生活デザイン展
　　　 ～あったら便利なアイデアグッズ～ 日時：4/29、4/30　13:30～14:300

内容：G・W の 2 日間、ホルンとオーボエのソロやピアノとのア
ンサンブルでお馴染みの曲演奏します。

備考：鑑賞無料、直接会場へ

気楽に楽しむ♪　春のロビーコンサート

●G・W陶芸体験　▶実施日 4/30　10:00～12:00▶受付開始日：4/16から▶定員：先着 30名▶対象：小学生以上 (小学 3年生以下は保護者同伴 )▶受講料：700円
●ツルツルピカピカ！カラフルどろんこだんごづくり　▶実施日5/21　10:00～12:00▶受付開始日：4/16から▶定員：先着15名▶対象：小学生以上 (小学3年生以下は保護者同伴 )先着15名▶受講料：500円

●子ども学芸員カレッジ（全 10回）　▶実施日 5/13　9:00～12:00▶受付開始日：4/11から▶定員：25名（原則江別市内の小学 4～ 6年生）▶参加料：600円
●再発見・江別探訪　▶実施日6/29　9:00～12:00▶受付開始日：6/15から▶定員：50名▶料金：無料

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：5/5　14:00～15:30
内容：参加の皆さんに、いつもは入れない書庫という道立図書館

のヒミツの場所をご案内します。
備考：定員：親子 10組 20名。参加無料

子ども向け図書館ツアー
「図書館のヒミツをさがせ！」

日時：3/1～ 4/27　9:00～17:00
内容：北方資料室所蔵の旅行雑誌を展示の中心とし、そこから見

えてくる北海道観光の移り変わりや旅の魅力をご紹介。

北方資料展示
「旅は愉 ( たの ) し
　　　　　～北海道の旅行雑誌今むかし～」

5月のおすすめ行事

日時：4/1～ 5/30　9:00～17:00
内容：科学の絵本や知識の絵本をめくって、ものしり博士になっ

てみませんか？　大人も楽しめる絵本を展示します！

えほんコーナー展示
「めくってわかる！ものしりえほん」

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

4月のおすすめ行事

日時：4/15　13:30～16:30
内容：平成 28年度調査について、担当者が説明する。
備考：無料。3月15日より受付開始。定員100名。定員になり次第、

締め切り。

（公財）北海道埋蔵文化財センター
発掘調査報告会

5月のおすすめ行事

日時：5/20　13:30～15:30
内容：人類学研究の最前線に立つ講師が、南の海を舞台とした航

海プロジェクトを語る。
講師：海部  陽介（国立科学博物館研究員）
備考：無料。4/20より受付開始。定員100名（定員になり次第、締切）

人類学と考古学を知る・学ぶ 1　春季講演会
「日本人はどこから来たのか？海を渡った祖先たち」 日時：6/3　13:30～15:30

内容：親子でガラス玉つくりを体験。
講師：宮﨑 幸子（装飾タイル制作家）
備考：無料。5月 3日より受付開始。定員 15名。定員になり次第、

締め切り。

親子ガラス玉づくり教室

6月のおすすめ行事

募集
開始

●子ども向け図書館ツアー「図書館のヒミツをさがせ！」　▶実施日 5/5　14:00～15:30▶受付開始日：4/14から▶定員：親子 10組 20名▶参加料：無料

●人類学と考古学を知る・学ぶ２　手形・足形の考古学　▶実施日 7/22　13:30～15:30▶受付開始日：6/22から▶講師　長沼　孝（公財北海道埋蔵文化財センター常務理事）▶料金：無料
　▶定員：100名（定員になり次第、締め切り）
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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：5/13　10:00～14:30
内容：森への感謝の気持ちをこめ園内のごみを拾いながら、鳥たち

のさえずりや遊歩道わきに咲き誇る花々を楽しみませんか？
備考：参加無料、予約不要、持物：昼食、ごみ袋、軍手、雨具、

集合場所：自然ふれあい交流館

自然観察会「春のありがとう観察会」
日時：4/20　10:00～12:30
内容：春を待ちかねたように、森の中の植物たちが一斉に花開く

早春の野幌森林公園を一緒に散策しませんか？
備考：参加無料、予約不要、持物：雨具、集合場所：自然ふれあ

い交流館

自然観察会「春の花を見つけよう」
日時：6/4　10:00～12:30
内容：木々も芽吹き、森はパステルカラーに染まります。一緒に

新緑の森を歩きませんか？
備考：参加無料、予約不要、持物：雨具、集合場所：自然ふれあ

い交流館

自然観察会「森の新緑観察会」

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

日時：4/28～ 6/4　（4月）9:30～16:30（入場は 16:00まで）
　　　　　　　　   （5～6月）9:30～17:00（入場は 16:30まで）
内容：北海道博物館に出現した夜の森を探検しよう！いつもは見る

ことのできない動物たちの姿をそっとのぞいてみませんか？
備考：入場無料

第 8 回企画テーマ展
「夜の森ーようこそ！ 動物たちの世界へー」

日時：5/3～5/5　13:00～13:30
内容：企画テーマ展担当学芸員が、展示のみどころなどについて

お話しします。
備考：申し込み不要、定員：約 20名（先着）

ミュージアムトーク
企画テーマ展「夜の森」道先案内

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 6月のおすすめ行事

日時：4/8～毎日　9:20～16:00（ダイヤ制）
内容：国内唯一の馬車鉄道にのって車窓から流れる開拓期の風景

をお楽しみください。
備考：乗車料：大人 250円、小人 100円、荒天時運休の場合有

馬車鉄道の運行

5月のおすすめ行事

日時：5/3～5/7　9:00～17:00
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：期間中のｲﾍﾞﾝﾄは日により異なります。開拓の村 HP でご確認くだ

さい。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：6/25　13:00～17:00

内容：なかなか体験する機会がない「いけ花」を初めての方でも
気軽に体験できます。

備考：定員：先着50組（当日受付）、料金：入場料大人800円、高校生・
大学生 600円　他無料

伝統文化「いけ花体験」

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

4月のおすすめ行事 5月のおすすめ行事

日時：3月～６月の日・祝日　14:00～14:40
備考：小中学生対象、料金：無料（同伴の保護者は展示室観覧料

700円）、定員：32名

日曜実験室
「シジミのヒミツ?!　～生きている様子を観察しよう～」

日時：5/3～5/7　9:00～17:00
内容：木の砂場やカプラ、ブロック、大型絵本やしかけ絵本、布

絵本など、親子で楽しめるイベントです。
備考：料金：中学生以下無料（高校生以上展示室観覧料 700円）

ゴールデンウィークイベント
「木と絵本のワンダーランド」

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

日時：～４/9　10:00～18:00
内容：ちょっと変わった特徴のあるお魚や水中の生きものたちを

集めて、紹介します。

水中の変わりもの！「へんてこりんな仲間たち」

4月のおすすめ行事

●もりの講演会「北海道のトンボ」　▶実施日 7/22　10:00～12:30▶受付開始日：6/23から▶定員：40名▶料金：無料
●親子工作教室「親子でつくろう！葉っぱ飛行機をつくろう！」　▶実施日 7/29　10:00～12:00▶受付開始日：6/30から▶定員：5組 10名▶料金：一組 300円▶対象：小学生以上の子供とその保護者

●たてもの観察会　▶実施日①5/6　②6/10　10:00～11:00▶受付開始日：①4/7から　②5/11から▶定員：各回 20名▶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 6/24　10:00～16:00▶受付開始日：5/25から▶定員：３０名▶料金：無料▶持物：汚れてもよい服装、軍手、昼食

●イブニングプラネタリウム　▶実施日 4/29　19:00～20:00▶受付開始日：当日（4/29）受付▶対象：15歳以上（中学生不可）▶料金：500円（各種割引使用可）


