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Pick up!

募集
開始

7 月のおすすめ行事 8 月のおすすめ行事

東京国立近代美術館工芸館名品展
多彩なる近現代工芸の煌めき
日　時：7/14～9/30　9:30～17:00
内　容：東京国立近代美術館工芸館の膨大な収蔵品の中か

ら、各分野を代表する珠玉の名品を展示します。
その他：観覧料：大人500円 大学生200円 高校生以下

無料　最終入場16時30分まで　

やきもの市陶芸・絵付け体験体験 講演会
「日本の近現代工芸の歩みから現代（いま）を考える」

日　時：7/14・15　①10:00～12:00 ②13:30～15:30
内　容：マグカップやお皿を作る陶芸体験か素焼きの作品に
　　　　　自由に絵を書く絵付け体験が選べます。
その他：対象：小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)
　　　　定員：各回当日先着30名　受講料：陶芸700円・絵付け800円

日　時：8/4　14:00～15:30
内　容：東京国立近代美術館工芸課長 唐澤晶宏氏を講師
　　　 にお招きして、開催中の名品展に関連するお話を

伺います。
その他：対象：一般　定員60名　受講料：無料　受付:7/21～

・金工体験～オリジナルのペン皿を作ろう！～ ／実施日 9/15　10:00～12:00／受付開始日9/1から／定員：先着20名／対象：小学5年生以上(小学生は保護者同伴)／受講料：1,500円
・木象嵌体験～オリジナルのプレートを作ろう！～ ／実施日9/23　10:00～12:00／受付開始日9/9から／定員：先着10名／対象：小学5年生以上(小学生は保護者同伴)／受講料：1,500円

「北海道150年」事業 資料展示
「道立図書館所蔵資料で振り返る北海道の150年」
日　時：8/1（水）～８/31（金）　9：00～18:00
場　所：北海道立生涯学習推進センター「情報交流広場
　　　　（まなびの広場）」（かでる2.7 9階）　　　
内　容：道立図書館所蔵資料で、「北海道」命名から

現在までの150年の歴史をたどります。
その他：対象　一般　入場無料　

北海道150年記念・レコードコンサート
「”音”でたどる北海道の歴史」（北海道立図書館利用講座）
日　時：９/８(土)　14:00～15：00
場　所：北海道立教育研究所　２階大講義室　　
内　容：道立図書館所蔵のレコードや録音テープ等の音源
　　　　を活用して、北海道の歴史を音からたどります。
その他：定員：40名　参加無料
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④ 北海道立教育研究所　江別市文京台東町42　Tel:011-386-4511④ 北海道立教育研究所　江別市文京台東町42　Tel:011-386-4511

③ 北海道立図書館　江別市文京台東町41　Tel:011-386-8521③ 北海道立図書館　江別市文京台東町41　Tel:011-386-8521

② 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 江別市郷土資料館　江別市緑町西1-38　TEL:011-385-6466① 江別市郷土資料館　江別市緑町西1-38　TEL:011-385-6466

② セラミックアートセンター　江別市西野幌114-5　TEL:011-385-1004

⑤ 北海道立埋蔵文化財センター　江別市西野幌685-1　Tel:011-386-3231⑤ 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

企画展示「北の縄文-縄文探訪と縄文工房」
日　時：7/7（土）～9/30（日）　9:30 ～ 16:30
内　容：縄文探訪と工房を通して、北海道の縄文・続縄文
　　　　 文化を分かりやすく紹介します。
その他：入場無料　

連続講座「さらに、縄文文化を知る・学ぶ２」 連続講座「さらに、縄文文化を知る・学ぶ３」

日　時：7/21（土）　13:30 ～ 15:30
内　容：サメと縄文人と題して古今のサメを巡る話題と  

ともにサメと縄文人の関係に迫ります。
その他：6月21日申込開始　参加費無料 講師：長沼孝

（公財）北海道埋蔵文化財センター常務理事）

日　時：9/29(土)　13:30～15:30
内　容：「新潟・青田遺跡と縄文のクリ」と題して調査

担当者が語るクリと縄文人の親密な関係。
その他：8月29日申込開始 参加費無料 講師：荒川隆史

（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団）

「北海道150年」事業　資料展示解説
「道立図書館所蔵資料で振り返る北海道の150年」
（北海道立図書館利用講座）
日　時：8/19（日）　14:00～15:30
場　所：北海道立生涯学習推進センター「情報交流広場
　　　　（まなびの広場）」（かでる2.7 9階）　　　
内　容：道立図書館職員が、情報交流広場で開催中の資料展示に
　　　　ついて会場内で解説します。（道民カレッジ連携講座）
その他：定員：20名　参加無料

7~9 月のおすすめ行事 4~5 月のおすすめ行事 5 月のおすすめ行事

8 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

北海道立教育研究所は、本道教育の研究・研修機関の中核として、子どもたちの教育に直接携わる教職員の資質・能力の向上を図るため、研修講座の開催や教育研究の推進等に努めています。

・まいぶん遺跡探検隊１　土器 ／実施日 8/4(土)　13:30 ～ 15:30 ／受付開始日 7/4から ／定員：20名 参加費無料 講師：田口尚（公財）北海道埋蔵文化財センター普及活用課長）

・まいぶん遺跡探検隊2　石器 ／実施日 8/11(土)　13:30 ～ 15:30／受付開始日 7/11から ／定員：20名 参加費無料 講師：坂本尚史（公財）北海道埋蔵文化財センター普及活用課主査）

7~9 月のおすすめ行事

7~9 月のおすすめ行事

ロビー展
「写真で見るえべつの鉄道」
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。

その他：観覧料：無料（常設展示観覧は有料）

7月のおすすめ行事

夏休み　縄文土器を作ろう！

日　時：7/29　9:00～12:00

内　容：道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。

その他：定員：15名（小学4～6年生）参加無料

9月のおすすめ行事

再発見・江別探訪
－バスでめぐる野幌・大麻地区の遺跡－
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。

その他：定員：40名　参加料：500円（小雨決行）

・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：先着：15名（小学4～6年生）／参加無料
・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：先着40名 ／参加料：500円

募集
開始

全面的なアスベスト除去工事等により、平成31年3月末まで臨時休館とさせていただきます。

ただし、「インターネット予約貸出し」の利用（窓口の開設）、電話等によるレファレンス、市町村や学校への活動支援などは通常どおり実施しています。

道立教育研究所は、教育に関する調査・研究、教員等

の研修や子ども・保護者からの悩みなどの相談を行っ

ています。また、パソコンやサイエンスカーでの小中

学生向け体験学習も行っています。



募集
開始

もりの工作コーナー「とべ×２　紙とんぼ」
日　時：7/7(土)～9/24(月)まで毎日　9:00 ～ 17:00
内　容：トンボたちに負けないぐらい空高く飛ぶ
　　　　紙とんぼを作ってみよう。
その他：料金：無料　
　　　　受付：参加希望の方は当日お越しください

自然観察会「夏の森の観察会」 自然観察会「秋の花でにぎわう森を歩こう」
日　時：8/9（木）　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？
その他：集合：北海道開拓の村前　
　　　　持物：雨具、昼食、野外に適した服装

日　時：9/8（土）　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？

その他：集合：自然ふれあい交流館
持物：昼食、雨具など

⑥ 自然ふれあい交流館　江別市西野幌685-1　Tel:011-386-5832

夏・むら・ロマン
日　時：7/14～8/19　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！
その他：開拓の村入場料のみ

特別展「北海道の暮らし走馬灯」 秋のふるさとまつり
日　時：6/30～8/26　9:00～17:00
内　容：北海道史をフラッシュバックするかのごとく　　　

各年代の流行やエピソードと関連資料を展示し、
　　　　みなさまに時代の流れを感じていただきます。
その他：開拓の村入場料のみ　

日　時：9/15～9/17　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！
その他：開拓の村入場料のみ

（一部参加に料金が必要な場合もあり）

⑥ 自然ふれあい交流館　江別市西野幌685-1　Tel:011-386-5832

⑦ 北海道博物館　札幌市厚別区厚別町小野幌53-2　tel:011-898-0466⑦ 北海道博物館　札幌市厚別区厚別町小野幌53-2　Tel:011-898-0466

⑧ 北海道開拓の村　札幌市厚別区厚別町小野幌50-1　Tel:011-898-2692⑧ 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

科学館天体観望会
日　時：７/14（土）8/4（土）・5（日）18（土）
　　　　20:00～21：00
内　容：天体望遠鏡で星を見てみよう。土星、火星、
　　　　夏の星座の星などが見えるよ。
その他：定員なし　当日、直接会場へ　
　　　　雨・曇り時は中止の場合があります。

⑨ 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 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

⑨ 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 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

募集
開始

7～8 月からのおすすめ行事 7~8 月のおすすめ行事

夏休み特別企画
「金魚展」
日　時：7/14～8/19　10:00～18:30
内　容：夏休み特別展は「金魚」の魅力を紹介します。

日　時：7/14～8/19（金・土・日・祝のみ開催）19:00～20:30
内　容：夜の水族館も楽しいよ！
その他：18:30に通常営業閉館後、19:00に再開館します

ので、引き続き見ることはできません。
※懐中電灯貸出、子供だけでの入館不可、入館は、

20:00まで

「まっくら・ナイトウォッチング」

サンピアザ水族館は、開館以来、｢街の水族館」として多くのみなさまに親しまれています。イワトビペンギンやゴマフアザラシ・コツメカワウソをはじめ、デンキウナギや
ナポレオンフイッシュなど海や川に棲息するさまざまな生物たちがご覧いただけます。

※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！

第4回特別展
「幕末維新を生きた旅の巨人 松浦武四郎」
日　時：6/30(土) ~08/26(日)　9:30～17:00
　　　　初日（6/30）のみ12:00開場
内　容：〈北海道の名付け親〉と呼ばれる松浦武四郎。
　　　　展示会では魅力にあふれる希代の生涯をたどります。
その他：観覧料：一般（1000円）大学生・高校生（350円）

募集
開始

札幌市青少年科学館は，子どもと一緒に宇宙や科学について体験しながら学べる「科学」をテーマにした博物館です。

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

・親子工作教室「ゆらゆら葉っぱモビールを作ろう！」　／実施日 8/4(土)　10:00 ～ 12:00 ／受付開始日 7/5～ ／定員：5組10名（小学生以上の親子） ／　参加料：一組500円

・平成30年度ボランティア・レンジャー育成研修会　／実施日10/26(金)～10/28(日)　10:00～17:00／受付開始日7/1～／定員：30名（18歳以上で3日間連続で参加できる方）参加無料※初日は夜間までの開催（詳しくはお問合わせ下さい）

7~8 月のおすすめ行事 7~8 月のおすすめ行事 9 月のおすすめ行事

・年中行事「十五夜　～お供え・お飾りづくり～」 ／実施日 9/23(日)、24日(月)　午前の部10:00 ～/午後の部14:00～／受付開始日 8/24～ ／定員：各回小学生のいるご家族10組 ／開拓の村入場料のみ

・学芸員トーク「開拓期の生業」／実施日 10/28(日)　10:30 ～ 11:30 ／受付開始日 9/29～ ／定員：10名 料金：入場料大人800円、高校生・大学生600円　他無料

7～8 月のおすすめ行事

・ミュージアムカレッジ　特別展　ここが見どころ！　／実施日 7/14（土）13:30～15:30／受付開始日 6/15～／定員：先着80名 ／　料金：無料
・特別イベント　フォーラム　松浦武四郎研究のこれまでとこれから　／実施日 8/26　13:30～16:30 ／受付開始日 7/27～／定員：先着80名 ／　料金：無料

日曜実験室
日　時：７月～10月の日・祝　14：00～14：40
内　容：気分は博士！？子ども用白衣をきて実験に
　　　　チャレンジしてみよう。
その他：対象・定員：小中学生　32名　
　　　　参加無料（引率の保護者は展示室観覧料700円）
　　　　当日13：30から３F案内前で受付け。先着順

7~9 月のおすすめ行事

夏の特別展
「おばけのマ～ルとふしぎなかがくじっけん」
日　時：7/21（土）～8/19（日）　9:00 ～ 17:00
内　容：マ～ルを乗せたスーパーボールロケットを飛ばし
　　　　 たり、磁石で浮かせてみたり…マ～ルと一緒に  

実験に挑戦。
その他：中学生以下無料　大人（展示室観覧料700円）

7~8 月のおすすめ行事 7~8 月のおすすめ行事
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