
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

2018

1 - 3
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：12/16 ～ 3/31　9:30～16:30

内容：平成 30 年は屯田兵が江別に入地して 140 周年。屯田兵制

度や人々の暮らしに触れ、江別の屯田兵が歩んだ足跡をたど

ります。

備考：観覧料：無料　最終入場 16 時 30 分まで

ロビー展

「入地 140 周年記念　江別の屯田兵の歩み」

日時：2/24 ～ 3/18　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：観覧料：無料　最終入場 16 時 30 分まで

　　

2018 謝陶の集い「第 18 回工房利用者展」

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～

日時：3/3　11:30～15:30

内容：19 世紀後半～ 20 世紀に、日本とロシア帝国・ソ連との間

を 3 回移動した樺太アイヌの歴史や文化を紹介します。

備考：定員：60 名　参加無料

　　　

ふるさと歴史講座「サハリン、ツイシカリ
                  　－樺太アイヌの歴史と文化－」

●おひなさまづくり体験～ひなまつりを楽しもう～　▶実施日 1/21　10:00～12:00　▶受付開始日：1/7 から　▶定員：24 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

●ミニかぶとづくり講座　～子供の日を楽しもう～　▶実施日3/3　10:00～12:00　 　▶受付開始日：2/17 から ▶定員：24 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

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

お知らせ

　　　臨時休館に伴い、インターネット予約貸出しの受取窓口を第２書

庫１階に開設しました（利用時間：9 時～ 17 時、休業日：月曜日、

毎月末日）。インターネット予約本の貸出、返却、貸出延長ができます。

　　　なお、調査相談（レファレンス）については、電子メール・電話・

ＦＡＸでお受けします。どうぞご利用ください。

臨時休館（平成 31 年 3 月末まで）に伴う

受取窓口を開設しました

2 月のおすすめ行事

日時：2/24　14:00～15:30

会場：北海道立教育研究所　２階大講義室

内容：1960 ～ 70 年代の北海道の姿を当時の映像で鑑賞します。

講師：北海道立図書館職員

備考：定員：50 名　参加無料（定員になり次第締め切り）

　　　申込：1 月 24 日より

　　　　　　　※道民カレッジ連携講座（ほっかいどう学１単位）

北海道150年事業：連続講座

「映像によみがえる北海道」（第３回）　「なつかし映像鑑賞会」

❹ 北海道立教育研究所 江別市文京台東町42　tel: 011-386-4511

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

3 月のおすすめ行事1~2 月のおすすめ行事

1~2 月のおすすめ行事

1~3 月のおすすめ行事

2 月のおすすめ行事 2~3 月のおすすめ行事

3 月 ~ のおすすめ行事

日時：2/10　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

風呂敷オンステージ

日時：12/2 ～ 2/25　9:30～16:30

内容：湧別町シブノツナイ竪穴住居群を中心に擦文時代を紹介する。

備考：観覧無料

企画展示

「北海道遺跡百選 10　シブノツナイと北の古代」

日時：3/17　13:30～15:30

備考：定員：100 名　2/17 より受付開始（011-386-3231）

　　　参加無料

「人類学と考古学を知る・学ぶ」7
｢考古学からみたアイヌ文化｣

募集
開始

●ふるさと歴史講座「サハリン、ツイシカリ　－樺太アイヌの歴史と文化－」　▶実施日 3/3　11:30～15:30　▶受付開始日：2 月 10 日から　▶定員：60 名　▶参加無料　
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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

1 ～ 3 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：2/8　10:00～12:30

内容：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：集合：自然ふれあい交流館　持物：防寒服

自然観察会

「冬の森の観察会」

日時：1/6 ～ 3/4　9:30～16:30

内容：きつつきが「コツコツ」しながら下りていく楽しい工作です！

備考：参加無料　予約不要

もりの工作コーナー

「コツ ×２　きつつき」

自然観察会

「森の中で春をさがそう」

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

2~3 月のおすすめ行事 2 ～ 3 月のおすすめ行事

日時：2/2 ～ 4/8    9:30～16:30（入場は 16:00 まで）

内容： アイヌの人たちが伝えてきた、いろいろな〈ものがたり〉には、

カムイとアイヌのお話がたくさん。そんな〈ものがたり〉の世

界をのぞいてみませんか？ 

備考：観覧料：無料

第 10 回企画テーマ展

「カムイとアイヌの ものがたり」

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

1~2 月のおすすめ行事

日時：12/9 ～ 2/18　9:00～16:30

内容：北海道の産物や気候を活かし、西洋の技術・文化導入とと

もに進められた産業振興の姿をご覧いただきます。

備考：観覧料：開拓の村入場料のみ

企画展

「写真にみる開拓の姿２　～北の大地の殖産興業～」

日時：1/6 ～ 3/ 中旬　9:00～16:30

内容：昔の除雪道具を使ったり、ソリや竹スキーなどの昔の冬遊

びを体験したして、昔の冬のくらしを体験しよう！

備考：参加料：開拓の村入場料のみ

冬の生活体験

日時：2/17 ～ 3/18　9:00～16:30

内容：大正時代から昭和中期までの 17 組のひな人形を展示しま

す。装飾や人形の顔立ちなど時代ごとに見比べらがら村内

を『雛めぐり』はいかがでしょうか

備考：参加料：開拓の村入場料のみ

端午の節句　ひなまつり

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

2 月のおすすめ行事 2 月のおすすめ行事

日時：2/24、2/25　10:50～16:00

内容：地球を飛び出し眺めてみれば…宇宙の広さを感じる、星が

飛び出す立体シアターです。　

　　　１回１５分程度　１日７回を予定

備考：中学生以下無料（高校生以上展示室観覧料 700 円）　

４次元デジタル宇宙シアター

日時：2/17　12:00～15:00

内容：ビニール袋を使ってぽんぽん弾むボールを作って遊んでみよう。

備考：料金：中学生以下無料（高校生以上展示室観覧料 700 円）　

　　　　　

ちびっこワークショップ

つくって遊ぼう！ぽんぽんボール

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

2月のおすすめ行事

●親子観察会「冬の森の探検隊 IN 開拓の村」　▶実施日 2/17   10:00～12:00　▶受付開始日：1/18 から  ▶定員：小学生以上の子供とその保護者先着 10 組 20 名  ▶参加料：無料　▶集合：北海道開拓の村

●企画展関連講座「伝統的な産業の盛衰」　▶実施日  2/10　13:30～15:30  ▶　受付開始日：1/11 から▶定員：定員：先着 200 名 ※事前に申し込まれた方は入場無料

●親子チャレンジ！「竹馬づくり」　▶実施日  3/21　13:00～16:00▶　受付開始日：2/22 から▶定員：小学生以下の親子先着 10 組 20 名  

毎週日曜・祝日のおすすめ行事

●ちゃれんが子どもクラブ  アイヌ語であそぼう！　▶実施日 3/3　 13:30～15:00　▶受付開始日：2/4 から　▶定員：40 名（先着）（小学生以下は保護者同伴）　▶参加料：無料　

●企画テーマ展「カムイとアイヌのものがたり」関連講演会　アイヌの物語世界　▶実施日 3/17　13:30～15:30　▶受付開始日：2/18 から▶定員：80 名 （先着）　中学生以上（大人向け）▶参加料：無料　

日時：2/1 ～ 2/28　10:00~18:00

内容：バレンタインデーにちなみ、チョコやハートの名前や模様

の付いた魚たちを集めて紹介いたします。

備考：ガラ・ルファ（ドクターフィッシュ）の足湯を期間限定で

体験できます。3/11 まで

「バレンタインデーの魚たち！」

日時：2/24, 3/10, 3/24   13:30～15:30

内容： アイヌ口承文芸を題材にしたアニメを上映します。物語の内容や、

登場するモノについて解説を聞きながら、アイヌの物語世界をの

ぞいてみましょう。

備考：定員：各回 80 名（先着）（小学生以下は保護者同伴）参加無料

アイヌ語講座

見てみよう！　カムイとアイヌの物語

日時：毎週日曜・祝日　14:00～14:40

内容：色々な種類の石を使って、実験や観察をしてみよう。

備考：定員：32 名　小学生～中学生　参加無料　

　　　　　　

日曜実験室

「あなたのイシはかたい！？」

1~3 月のおすすめ行事 2~3 月のおすすめ行事

日時：3/25　10:00～12:30

内容：まだ雪が残る森の中ですが、春の気配が･･･もうそこまでやっ

て来ている春を一緒に探してみませんか？

備考：集合：自然ふれあい交流館　持物：防寒服

チョコレートグラミー


