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11～12 月のおすすめ行事 12 月のおすすめ行事

凍土会展2018　－北土を綴る－
「凍土会10周年記念展」
日　時：10/27～11/11　9:30 ～ 17:00
内　容：本展では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。

その他：作品販売あり観覧料：無料　最終入場16時30分まで
　

第４回江別市中学校・高校美術部合同展 えべつFUROSIKIフェスティバル2018

～風呂敷デザインコンテスト～
日　時：11/17～12/2　9:30 ～ 17:00
内　容：市内中学校・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美術作品を展示します。
その他：観覧料：無料　最終入場016時30分まで

初日13時30分から、最終日15時まで

日　時：12/8～2/10　9:30 ～ 17:00
内　容：今回で12回目迎える風呂敷デザインコンテスト、

公募による様々なデザインの風呂敷が会場内を
彩ります。

その他：観覧料：無料　最終入場16時30分まで
作品の人気投票は1/27まで

・陶器のミニクリスマスツリーをつくろう！／実施日 11/4　10:00～12:30／受付開始日10/21　9：00～／定員：先着20名／対象：小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)、定員：先着30名、受講料：1,200円、LEDライトを別途購入可
1個453円希望の場合申込時に。 ・冬の親子陶芸教室～カレー皿を作ろう！～ ／実施日12/8・9　10:00～12:00／受付開始日11/24　9：00～／対象：小学生と保護者、定員：各日先着30名受講料：700円

連続講座がんを考える　第1回、第2回
日　時：第1回 10/28(日）、第2回 11/11（日）

　14：00～16:00
場　所：第1回 江別市大麻公民館
　　　　第2回 江別市野幌公民館　　　
内　容：北海道がんセンターの医師による講演と、当館

資料の紹介で、がんについての知識を深めます。
その他：定員：各40名　参加無料

北海道150年記念　講演会・資料で語る北海道の歴史（第19回）
「昭和・戦前期における北海道の字名改正について―札幌を中心に―」
日　時：11/17（土）　14:00 ～ 16:00
場　所：北海道立教育研究所　　　
内　容：昭和・戦前期に道庁が進めた字名改正事業による
　　　　古い地名の消滅と新地名誕生の過程を、札幌を中心
　　　　にみます。
その他：定員：６0名　参加無料

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

連続講座「さらに、縄文文化を知る・学ぶ４」
日　時：10/27（土）　13:30 ～ 15:30
内　容：縄文人に挑戦と題して縄文人が利用した素材
　　　　と道具で遺物を再現。どれだけ縄文人に迫る
　　　　ことができるのか。
その他：9月27日申込開始 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第1調査部主査）

連続講座「さらに、縄文文化を知る・学ぶ５」
日　時：11/24(土)　13:30 ～ 15:30
内　容：「西日本の縄文文化を中心に」と題して照葉

樹林の中ではぐくまれた西日本の縄文文化の
実像を読み解く。

その他：10月24日申込開始 参加費無料
講師：水ノ江和同（同志社大学教授）

「北海道150年」事業資料展示
「子どもたちの北海道～明治から平成まで～」

日　時：11/1（木）～11/30（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：北海道の子どもの暮らしや遊びの移り変わりを当館
　　　　所蔵資料で、子どもにもわかりやすく紹介します。
その他：入場無料

10月のおすすめ行事 11 月のおすすめ行事

10月のおすすめ行事 11 月のおすすめ行事 11 月のおすすめ行事

・まいぶん遺跡探検隊3　火起こし ／実施日 1/5(土)　13:30 ～ 15:30／受付開始日 12/5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4　発掘体験　／実施日 1/12(土)　13:30～15:30／受付開始日12/12から ／定員：20名 参加費無料 講師：倉橋直孝（公財）北海道埋蔵文化財センター普及活用課主査）

10～11 月のおすすめ行事

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。

10-12

親子コンピューター教室

日　時：11/17（土）　9：00～12:00　
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
その他：定員：30名（親子15組）

江別市郷土資料館は，江別の歴史を紹介する施設として、ふるさと江別、大昔の江別、開拓の始まり、町の発展、産業の歴史をテーマに江別市内で出土した国指定重要文化財をはじめ，

道指定の土偶など400点以上の土器や，まちの貴重な資料を展示しています。

EBETSU LOCAL HISTORY MUSEUMEBETSU LOCAL HISTORY MUSEUM

親と子の理科教室［冬季］

日　時：12/1（土）　9：30～12:00（午前の部）
13:00～15:30（午後の部）　

内　容：物理、化学、生物の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
その他：72名（親子36組）

中学生の科学実験教室

日　時：12/15（土）　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：対象：中学生
その他：定員：24名

募集
開始

・親子コンピューター教室　／実施日 11/17（土）　9:00～12:00 ／受付開始日 10/22から ／申込期日：11/２日（予定）／ 参加費無料

・中学生の科学実験教室 ／実施日 12/15（土）　9:45～15:15 ／受付開始日 11/5から ／申込期日：11/16日（予定）／参加費用 100円程度（参加者の傷害保険料）

11 月のおすすめ行事 12 月のおすすめ行事 12 月のおすすめ行事
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工作コーナー「まわそう！どんぐりゴマ」

日　時：10/6(土)～11/25(日)　9:30～16:30
内　容：どんぐりを使ってクルクル回るコマを作ろう！
その他：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」
日　時：12/8（土）～12/25(火)　9:30～16:30
内　容：松ぼっくりを使ってミニツリーを作ろう！
その他：参加無料、予約不要

⑥ 自然ふれあい交流館　江別市西野幌685-1　Tel:011-386-5832⑥ 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

第11回中高生による科学教室

日　時：10/29（月）13:00～15:30
内　容：中高生科学部のお兄さんお姉さんが科学の不思
　　　　議をわかりやすく教えてくれるよ。科学の面白
　　　　さを発見しよう！
その他：中学生以下無料　高校生以上700円

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

10 月のおすすめ行事 11～12 月のおすすめ行事

カニ？エビ？何者？「ヤドカリの不思議」

日　時：9/14（土）～10/21（日）
10:00～18:00（入館は17:30まで）

内　容：ヤドカリの生態や特徴を詳しく紹介します。

日　時：11/1（木）～12/25（火）
10:00～18:00（入館は17:30まで）

内　容：デンキウナギの発電に合わせてツリーの
イルミネーションが点灯します。

「デンキウナギのクリスマスツリー」

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！

文化の日特別イベント

ミュージアムコンサート　アイヌ音楽ライブ
日　時：11月3日（土・祝）　12：00～13：00
内　容：女性ヴォーカルグループMAREWREW（マレウレ

ウ）が、さまざまなアイヌ民族楽曲を演じます。
その他：定員：100名（先着） 事前申込み不要

募集
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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。

10～11 月のおすすめ行事 12 月のおすすめ行事

・もりの講演会「野幌森林公園のエゾシカの生息実態等について」　／実施日 11/24(土)　13:00 ～ 15:00／受付開始日 10/25～／定員：先着40名 ／参加料：無料
・スライド会＆ミニ観察会「楽しい冬のすごしかた」　／実施日 12/15(土)　10:00 ～ 12:00 ／受付開始日 11/16～／定員：先着20名 ／参加料：無料

・ちゃれんが子どもクラブ　アイヌ語であそぼう　／実施日 1/12（土）13:30?15:00／受付開始日 12/13～／定員：先着10名 ／　料金：無料
・ちゃれんがワークショップ　稲わらで縄をつくって、長なわとびに挑戦！　／実施日 11/25（日）13:30～15:30 ／受付開始日 10/26～／定員：先着40名 ／　料金：無料

字幕付きプラネタリウム

「おかしなお菓子なあまのがわ」
日　時：11/10（土）、11/11（日）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
　　　　いという方も是非！
その他：中学生以下無料　大人500円

11 月のおすすめ行事

第11回　環境科学展

日　時：10/21（日）10：00～16:30
　　　　10/22（月）9:30～16:00
内　容：環境問題や環境保護に取組む企業・団体の活動
　　　　を紹介します。スタンプラリーで環境について
　　　　学びましょう。
その他：中学生以下無料　高校生以上700円

10 月のおすすめ行事 10 月のおすすめ行事

11 月のおすすめ行事 12 月のおすすめ行事

はっけんイベント　しめ縄づくり

日　時：12/1(土) ～12/24(月)　
　　　　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」「宝船」をつくります。
その他：定員：各回10名（先着）11/1より受付開始

文化の日講演会

近世初期における日本人の地理認識の転換
日　時：11月3日（土・祝）　13:30～15:30
内　容：藤井讓治さんをお招きし近世初期における日本人
　　　　の地理認識の転換について語っていただきます。
その他：定員：80名（先着） 10/4より受付開始

11 月のおすすめ行事

わら細工講習会
日　時：11/10、11/11、11/18　10:00 ～ 15:00
内　容：11月10、11日はぞうり、18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
その他：料金：無料　
　　　　受付開始：ぞうり（10/11）、わらじ（ 10/19）
定員：各先着15名

冬・むら・ロマン　～むらのもちつき＆クリスマス～
日　時：12/22～12/23　10:00～16:00
内　容：年末のｲﾍ゙ ﾝﾄ、冬至やおもちつき、そしてクリスマスを
　　　　村内で楽しもう！
その他：開拓の村入場料のみ（馬そりは別料金）

11 月のおすすめ行事

・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 12/1(土)　13:00～16:00 ／受付開始日 11/2~／定員：10組20名（小学生以上の親子） ／参加料：1000円
・親子チャレンジ「万華鏡づくり」　／実施日 12/24(月)　13:00～16:00 ／受付開始日 11/25～／定員：10組20名（小学生以上の親子） ／参加料：1000円

12 月のおすすめ行事


