
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

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

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：10/28 ～ 11/12　9:30～17:00

内容：全国のこ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ご覧ください。

備考：観覧料：無料　最終入場 16 時 30 分まで

第 5 回こども陶芸展 in びえい（江別巡回展）

日時：12/9 ～ 2/10　9:30～17:00

内容：今回で 11 回目迎える風呂敷デザインコンテスト、応募作品

の中から約 50 点の風呂敷が会場内を彩ります。

備考：観覧料：無料　最終入場 16 時 30 分まで

　　　作品の人気投票は 1/28 まで

えべつ FUROSIKI フェスティバル 2017
　～風呂敷デザインコンテスト～

●冬の親子陶芸体験　～スープカップを作ろう！～　▶実施日 12/2・3　10:00～12:00　▶受付開始日：11/18 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

●10月～ 12 月の星空観察会　▶実施日10/28・11/25・12/23　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

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10~11 月のおすすめ行事

日時：9/30 ～ 11/29　9:00～17:00

内容：秋はたべものがおいしい季節。カレー、ハンバーグ、ケーキ、

アイスクリームなど、おいしい話を紹介します。

えほんコーナー展示

「たべものがおいしい季節がやってきた！」

日時：11/3　14:00～16:00

内容：今回は、芸術の秋にちなみ、美術や音楽など芸術分野の本

を多く紹介します。館内のアートめぐりも行います。

書庫ツアー

「アートへの誘い 一般向け書庫ツアー 

                                   芸術の秋 2017」

11 月のおすすめ行事

日時：11/25　14:00～15:30

内容：北海道百年記念塔の建設と北海道開拓記念館のオープンを

当時の記録映像からたどり、現在までをふり返ります。

講師：東俊佑氏（北海道博物館学芸主査）

備考：定員：50 名　参加無料（定員になり次第締め切り）

　　　申込：10 月 25 日 ( 水）より

北海道150年プレ事業：連続講座「映像によみがえる北海道」（第1回）

「北海道開拓記念館の誕生から北海道博物館まで」

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

11 月のおすすめ行事 12 月 ~ のおすすめ行事

10~11 月のおすすめ行事 11~12 月のおすすめ行事 12 月 ~ のおすすめ行事

日時：11/18 ～ 12/3　9:30～17:00

内容：江別市内の中学校・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作品を展示します。

備考：観覧料：無料　最終入場 16 時 30 分まで

　　　初日 13 時 30 分から、最終日 15 時まで

第 3 回江別市中学校・高校美術部合同展

●講演会・資料で語る北海道の歴史（第 18 回）「戦前、公文書の中のキリスト教－取締りと統制を北海道で読み解く」 ▶実施日 11/11　14:00 ～ 16:00 ▶受付開始日：10/24 から ▶定員：先着60名（無料）

●北海道 150 年事業：連続講座「映像によみがえる北海道」（第 2 回）　「北海道の記録映画～北の記憶を観る～」▶実施日　1/20　14:00～16:00　▶受付開始日：12/20 から　▶定員：先着50名（無料）

日時：12/2 ～ 2/25　9:30～16:30

内容：北海道の代表的な遺跡を紹介する「遺跡百選」をテーマに、北海

道埋蔵文化財センターの調査から、これまでの成果を紹介する。

備考：観覧無料

企画展示

「北海道遺跡百選 10
-（公財）北海道埋蔵文化財センターの調査から -」日時：11/25　13:30～15:30

内容：土器に残る小さな凹み。シリコンでその形を復元し、電子

顕微鏡で観察。そこで見えてきた縄文人とコクゾウムシと

の関係は？

備考：定員：100 名　10/25 より受付開始（011-386-3231）

　　　参加無料

縄文のコクゾウムシ？ - 圧痕・レプリカの考古学 -

●まいぶん遺跡探検隊第 3 次　火起こし　▶実施日  1/6　 13:30～15:30　▶受付開始日：12/6 から   ▶定員：定員：20 名（親子）　  ▶参加料：無料

●まいぶん遺跡探検隊第 4 次　発掘体験　▶実施日  1/13　13:30～15:30　▶受付開始日：12/13 から ▶定員：定員：20 名（親子小 4 から小６） ▶参加料：無料
募集
開始

募集
開始

●冬休み　縄文土器を作ろう！　▶実施日 1/6　9:00～12:00　▶受付開始日：12 月 16 日から　▶定員：15 名　▶対象：小学 4 ～ 6 年生　　▶参加無料　

10 月のおすすめ行事 12 月のおすすめ行事11 月のおすすめ行事

日時：10/21　9:30～12:00、13:00～15:30

内容：物理、化学、地学の３コースに分かれて観察・実験を行います。

対象：小学校４～６年生の児童とその保護者

定員：72 名（親子 36 組）

親と子の理科教室

日時：12/16　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。

対象：中学生

定員：24 名

中学生の科学実験教室

日時：11/18 　13:00～15:30

内容：適切なソフトウェアを選択し情報を編集したり、表現した

りする活動を行います。

対象：小学校４～６年生の児童とその保護者

定員：30 名（親子 15 組）

親子コンピュータ教室

●親子コンピュータ教室　▶受付開始日（予定）：10/6 から受付開始、10/31 まで受付 

●中学生の科学実験教室　▶受付開始日（予定）：11/6 から受付開始、11/17 まで受付 
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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 10~11 月のおすすめ行事 12 月のおすすめ行事

日時：10/7~11/26　9:30～16:30

内容：紙をまいて、どんぐりストラップを作ろう！

備考：参加無料　予約不要　

工作コーナー

「まき ×２　どんぐり」
日時：10/12　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：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

「秋の森の匂いをかごう」
日時：12/9~12/24　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」

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

10~11 月のおすすめ行事 12 月のおすすめ行事

日時：10/20 ～ 11/26    9:30～16:30（入場は 16:00 まで）

内容： なかなか見ることのできない北海道の砂金や砂白金、世界の

　　　貨幣、陸ガメの化石など、弥永芳子氏の寄贈資料を紹介します。

備考：観覧料：無料

第 9 回企画テーマ展

「弥永コレクション」

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：10/7 ～ 10/8　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（詳細は HP で）

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

11 月のおすすめ行事

日時：11/4, 11/5, 11/12　10:00～15:00

内容：11 月 4、5 日はぞうり、12 日はわらじを作ります。事前申

込制なのでお早目に申込ください

備考：無料

わら細工講習会

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：参加料：開拓の村入場料のみ（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～

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 10 月のおすすめ行事

日時：10/21（10:00～16:30）、10/22（9:30～16:00）

内容：環境問題や環境保護に取り組む企業や団体の活動を紹介し

ます。スタンプラリーをしながら、環境について学べるイ

ベントです。

備考：中学生以下無料（高校生以上展示室観覧料 700 円）　

「第11回　環境科学展」

日時：10/29　13:00～15:30

内容：中高生の科学部のお兄さんお姉さんが研究している科学の不思

議をわかりやすく教えてくれるよ。色々な種類の研究を聞いて、

科学のおもしろさを発見しよう！！

備考：料金：中学生以下無料（高校生以上展示室観覧料 700 円）　

第 11 回中高生による科学教室

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

10月のおすすめ行事

●観察会＆スライド会「楽しい冬のすごしかた」　▶実施日 12/16    10:00～12:00　▶受付開始日：11/17 から  ▶定員：20 名  ▶参加料：無料

●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▶定員：小学生以下の親子先着 10 組 20 名  参加料：1,000 円

●親子チャレンジ「万華鏡づくり」　▶実施日  12/24　13:00～16:00▶　受付開始日：11/25 から▶定員：小学生以下の親子先着 10 組 20 名  参加料：1,000 円

11 月のおすすめ行事

●ミュージアコンサート　「アイヌ音楽ライブ（マレウレウ）」　▶実施日 11/3　12:00～13:00　▶受付開始日：事前申込不要　▶定員：100 名（先着）　▶参加料：無料　

●特別イベント「博物館のバックヤードを見てみよう」　▶実施日 12/23、1/8　①13:00～14:00　② 11:00～12:00　▶受付開始日：11/24 から▶定員：各回 10 名 （先着）　▶参加料：無料　

日時：9/16 ～ 10/22　10:00~18:30

内容：ギンポというお魚にスポットをあて、面白情報などを集め

てわかりやすく紹介します。

備考：10 月から 10：00 ～ 18：00（入館は 17:30 まで）

秋の特別企画

「おさかな検索！ギンポ展」

左から砂金塊、砂白金塊、銀塊

日時：12/1 ～ 12/24  午前の部（10:30～）午後の部（13:30～）

内容： 稲わらを使って玄関用の「玉じめ」や神棚用の「ごぼうじめ」

などを作ります。※詳細は下記受付までお問合せください。

備考：定員：各回 10 名（先着）参加無料　

　　　11 月 1 日より電話受付開始（011-898-0500 まで）

はっけんイベント

「しめ縄づくり」

日時：11/10、11/11　14:00～15:00

内容：普段のプラネタリウム解説に字幕がつきます。耳の不自由な方

はもちろん、星の名前を覚えたいという方にもおすすめです。

（オート番組の投影と職員による生解説）

備考：料金：中学生以下無料（大人 500 円）

字幕付きプラネタリウム

「おかしなお菓子なあまのがわ」

募集
開始

●サイエンジャー科学教室　「空気鉄砲はなぜ飛ぶ？　～気体の性質から考える～」　▶実施日  11/25　13:00～15:00　▶　受付〆切日：11/16 まで　▶定員：小学校 5 年生以上　20 名（多数時抽選）　参加料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▶ 申込方法：館内申込用紙、FAX、E メール（tenji@ssc.slp.or.jp）にて　　


