
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

07-09
❶ 江別市郷土資料館 江別市緑町西1-38　tel: 011-385-6466

7 月のおすすめ行事

日時：7/15 ～ 9/24　9:30～16:30

内容：道内で最初に開通した幌内鉄道（後の函館本線）や夕張鉄

道の在りし日の情景を紹介します。

備考：観覧無料（常設展示観覧は有料）

ロビー展「写真で見るえべつの鉄道」

日時：7/29　9:30～12:00

内容：焼かなくても乾燥のみで強度のある粘土を使用し、縄文土

器作りに挑戦します。

備考：定員：15 名（小学 4 ～ 6 年生）参加無料

夏休み　縄文土器を作ろう！

日時：9/3　13:00～16:00

内容：野幌・大麻地区の遺跡をバスでめぐります。また、国登録

有形文化財「林木育種場旧庁舎」の内部も見学します。

　　　（小雨決行）

備考：定員：40 名　参加料：500 円

再発見・江別探訪　
　－バスでめぐる野幌・大麻地区の遺跡－

7・8 月のおすすめ行事 9 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

日時：7/5 ～ 7/17　9:30～17:00

内容：江別市民の公募展「市民美術展」の第 26 回から第 30 回ま

での入賞作品と実行委員の作品を一堂に集め展示します。

備考：観覧料：無料　最終入場 16 時 30 分まで

江別市民美術展　第 26 ～ 30 回受賞作品展
日時：8/26 ～ 9/18　9:30～17:00

内容：本展では、当センターにおけるこれまでの展覧会を踏まえ、

地域原料の特異性を活かした地域性豊かな陶芸品の可能性

を探ります。（作品販売あり）

備考：観覧料：無料　最終入場 16 時 30 分まで

凍土会展 2017「北土への矜持 ( きょうじ )」

●夏の親子陶芸体験～スープカップを作ろう！～　▶実施日 7/16・17　10:00～12:00　▶受付開始日：7/2 から　▶定員：各日先着 30 名　▶対象：小学生とその保護者 　▶受講料：700 円

●7月～ 9 月の星空観察会　▶実施日7/15・8/12・9/23　19:00～20:30 　▶受付開始日：開催日の二週間前から ▶定員：先着 50 名　▶対象：小学生以上( 小学生は保護者同伴 ) 　▶受講料：無料

●夏休み　縄文土器を作ろう！　▶実施日 7/29　9:00～12:00　▶受付開始日：7/15 から　▶定員：15 名（原則江別市内の小学 4 ～ 6 年生）　▶参加料：無料

●再発見・江別探訪　－バスでめぐる野幌・大麻地区の遺跡－　▶実施日9/3　13:00～16:00　　▶受付開始日：8/20 から▶定員：40名　▶参加料：500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

7・8 月のおすすめ行事7月のおすすめ行事

日時：7/30　10:00～16:00

内容：今年も様々なイベントを行うまつりを開催します！

         サイエンスカーや、セラピードッグも来館します。

※事前申込制イベント

　　　・埋文ワークショップ「オリジナル土偶をつくろう！」

　　　　　　　　　　　　　　　小学生と保護者先着 15 組 30 名

　　　・「書庫ツアー（一般向け）」　　先着 20 名

道立図書館まつり

日時：7/1 ～ 8/30　9:00～17:00

内容：「道みんの日」にちなみ、北海道の名付け親・松浦武四郎

の直筆書簡などを展示します。

展示

「北海道の名付け親 - 松浦武四郎と「道みんの日」」

9 月のおすすめ行事

日時：9/9　14:00～16:00

内容：来年の「北海道 150 年」にちなみ、松浦武四郎の関連資

料を巡る書庫ツアーです。

備考：定員：20 名　参加無料（定員になり次第締め切り）

書庫ツアー

「北海道 150 年プレ事業
　　北海道の名付け親松浦武四郎を追って」

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

7 ～ 9 月のおすすめ行事

日時：7/8 ～ 10/1　9:30～16:30

内容：縄文時代の耳飾りの変遷、製作技法の説明などを通して縄

文人の精神世界を紹介します。

備考：観覧無料

企画展示

「北の縄文 - 縄文耳飾りの世界 -」

8 月のおすすめ行事

日時：8/5　13:30～15:30

内容：石の道具に関する体験。自由研究の課題にも最適。

備考：定員：20 名　7/5 より受付開始（011-386-3231）

　　　参加無料

　　

まいぶん遺跡探検隊２　石器編

日時：9/30　13:30～15:30

内容：海外調査経験豊富な講師が、近年の研究動向に迫る。

備考：定員：100 名　8/30 より受付開始（011-386-3231）

　　　参加無料

秋季講演会

「近年のホモサピエンスと縄文人研究の動向から」

9 月のおすすめ行事

7 月のおすすめ行事 7・8 月のおすすめ行事 8・9 月のおすすめ行事

日時：7/29 ～ 8/13　9:30～17:00

内容：陶芸で「北海道」を表現する際に動物のモチーフが多く

使われています。当センターの収蔵品から動物を表現し

た作品などを厳選して展示します。

備考：観覧料：無料　最終入場 16 時 30 分まで

収蔵品展「動物大集合！」

●書庫ツアー「あなたもタイムトリップ　～北方資料の世界～」　▶実施日 7/22　14:00 ～ 16:00　▶受付開始日：7/4 から　　▶定員：先着 20 名（定員になり次第締め切り）　▶参加料：無料

●書庫ツアー「北海道 150 年プレ事業　北海道の名付け親松浦武四郎を追って」　▶実施日　9/9　14:00～16:00　▶受付開始日：8/22 から　▶定員：先着 20名（定員になり次第締め切り）　▶参加料：無料

●親と子の理科教室　▶実施日 10/21　①午前の部 9:30～12:00　②午後の部 13:00～15:30　▶受付開始日：9/19 から　　▶定員：144 名（親子 72 組）　▶参加料：無料
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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

7~9 月のおすすめ行事 8 月のおすすめ行事 9 月のおすすめ行事

日時：8/3　10:00～13:30

内容：暑い夏！ですが森の中は少しひんやり。そんな真夏の森を一

緒に散策しませんか？

備考：参加無料　予約不要　持物：雨具、昼食、野外に適した服装

集合場所：集合：北海道開拓の村前

自然観察会「夏の森の観察会」

日時：7/15 ～ 9/24　9:00～17:00

内容：キチキチとなるバッタのおもちゃを作ろう！

備考：参加無料　予約不要

もりの工作コーナー「きち ×２　バッタ」

日時：9/9　10:00～14:30

内容：この時期も、見ごろを迎えるお花が沢山。初秋の森を花々

を観察しながら一緒に歩きませんか？

備考：参加無料　予約不要　持物：昼食、雨具など　

　　　集合場所：自然ふれあい交流館

自然観察会「秋の花でにぎわう森を歩こう」

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

7~9 月のおすすめ行事 9 月のおすすめ行事

日時：7/8 ～ 9/24    9:30～17:00（入場は 16:30 まで）

内容： 野球は、いまから 140 年ほど前に北海道へ伝わってきました。

本展では、北海道における野球の歩みを豊富な資料で紹介します。

備考：観覧料：一般（600 円 )　大学生・高校生（300 円）

第3回特別展

「プレイボール！―北海道と野球をめぐる物語―」
日時：9/24　13:30～15:30

内容：1929 年に始まった善道樺太実業野球大会から、大正末～

　　　 昭和戦前期の実業団野球チームの活躍を探ります。

備考：定員：80 名（先着）　参加無料　詳しくは HP で！

ミュージアムカレッジ

全道樺太実業野球大会

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

7・8 月のおすすめ行事 9 月のおすすめ行事

日時：7/15 ～ 8/20　9:00～17:00

内容：期間中は浴衣姿で来場すると入場無料！毎週末には家族で

楽しめるイベントも多数！詳しくはＨＰで！

備考：参加料：入場料のみ

夏・むら・ロマン

7・8 月のおすすめ行事

日時：7/14 ～ 8/27　9:00～17:00

内容：図画工作にスポットをあて、当時の教科書などから、当時

の子供たちの様子、教育の変化、当時の図画工作について

紹介

備考：参加料：入場料のみ

特別展

「表現革命　北海道の画学事始め」

日時：9/16 ～ 9/18　10:00～16:00

内容：開拓当時の農村の収穫祭を再現した秋祭り。子ども相撲や

開拓の村産の農作物の試食提供など、昔懐かしいお祭りを

体験！

備考：参加料：入場料のみ（一部参加に料金が必要な場合もあり）

秋のふるさとまつり

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

7・8 月のおすすめ行事 8 月のおすすめ行事

日時：7/22 ～ 8/20　9:00～17:00

内容：私たちが口から入れた食べ物は、いったいどうなるのかな？

　　  食べ物になったつもりで、体の中を冒険しよう！

備考：中学生以下無料（高校生以上展示室観覧料 700 円）　

夏の特別展

「たべものの冒険～消化！そういうことか～」

日時：日曜・祝日　14:00～14:40

内容：私たちの生活を支える電気はどのように生み出されている

のかな。さまざまな実験で電気を作ってみよう！

備考：定員：先着 32 名（小・中学生）参加無料

日曜実験室

電気・電池・発電機
 ～電気の性質を調べ、電気のつくり方を理解しよう～」

日時：8/19　19:00～20:00

内容：天才科学者ガリレオと太陽や 8 つの惑星、小惑星、オール

トの雲など太陽系をめぐる旅に出よう。

備考：料金：中学生以下無料（高校生以上 500 円）

　　　　　　中学生以下は保護者同伴　　

イブニングプラネタリウム

  「ワク・ドキ！探検☆大宇宙」

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

日時：7/15 ～ 8/20　10:00～18:30

内容：札幌近郊の川や池など、水辺の生きものたちを集めて紹介

いたします。

　※期間中、毎日先着 100 名のお子様に

　　　　　　「オリジナルクリアファイル」をプレゼント！

夏休み特別展

「のぞいてごらん！水辺の生きもの」
日時：7/15 ～ 8/20　19:00~20:30

内容：消灯した水槽を懐中電灯で照らし、夜の魚を観察しよう！

備考：期間中の（金・土・日・祝）開催、子供だけの入館は不可、

懐中電灯貸出

「まっくら・ナイトウオッチング２０１７」

7・8 月のおすすめ行事 7・8 月のおすすめ行事

●平成29年度ボランティア・レンジャー育成研修会　▶実施日9/29～10/1 ※初日は夜間までの開催（詳しくはお問合わせ下さい）9:30～17:00　▶受付開始日：7/1から▶定員：30名（18歳以上で3日間連続で参加できる方）　

●もりの講演会「野幌の森の戦後史　～戦後開拓と高度成長期の痕跡を訪ねる～」　▶実施日 10/14　10:00～12:30 ▶受付開始日：9/15 から▶定員：40 名 　　　※どちらの行事も参加料は無料

●昔のくらし・しごと体験　▶実施日①8/8　②8/9　③8/10　9:30～15:30▶　受付開始日：7/9 から▶定員：各日小学生 20 名　▶参加料：500 円

●年中行事「十五夜　お供え・お飾りづくり」　▶実施日 10/1　①10:00～12:00　②14:00～16:00　▶受付開始日：9/2 から▶定員：各回小学生のいるご家族 15 組　▶参加料：入場料のみ

日曜・祝日の特別行事

●ミュージアムカレッジ・講演会　「日本野球界の現状と課題」　▶実施日 8/6　13:30～15:30　▶受付開始日：7/7 から▶定員：80 名（先着）　▶参加料：無料　

●ちゃれんが子どもクラブ「アンモナイトを解剖しよう」　▶実施日 9/16　13:30～15:30 ▶受付開始日：8/17 から▶定員：40 名 （先着）　▶参加料：無料　


