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Pick up!

募集
開始

2 月のおすすめ行事 2～3 月のおすすめ行事

2019謝陶の集い「第19回工房利用者展」

日　時：2/23～3/17　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。

その他：観覧料：無料　最終入場16時30分まで

風呂敷オンステージ

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。

その他：参加料：無料　

・1～3月の陶芸・絵付け体験 ／実施日 1/20、2/17、3/24　10:00 ～12:00 ／受付開始日 1/6、2/3、3/10　9：00～（各開催日の２週間前から）／対象：小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)、定員：各月先着30名、
　受講料：陶芸700円、絵付け800円 ・ミニかぶとづくり体験～子供の日を楽しもう～ ／実施日 3/10　10:00～12:00 ／受付開始日 2/24　9：00～ ／対象：小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)

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６」
日　時：1/26（土）　13:30 ～ 15:30
内　容：「縄文の奇跡」ともいわれる佐賀市東名遺跡。  

そこにみられる縄文人の知恵と技を調査担当者が
具体的に語る。

その他：12月26日申込開始 参加費無料　
　　　　講師：西田巌（佐賀市教育委員会）

1 月のおすすめ行事 1 月のおすすめ行事

1-3

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。

ロビー展
「昔なつかし　えべつ昭和レトロ館」
日　時：12/15 ～ 3/24　9:30 ～ 17:00

(最終入館は16：30まで)
内　容：昭和期の江別市街の写真、家電や家具等を展示。

けん玉やコマ等、昔のおもちゃで遊べるコーナーも！
その他： 観覧料：無料（常設展示観覧は有料）　

1～3 月のおすすめ行事

1～2 月のおすすめ行事
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：～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

連続講座「さらに、縄文文化を知る・学ぶ７」
日　時：３/16(土)　13:30 ～ 15:30
内　容：北海道の歴史の大きなエポック、続縄文文化。
　　　　長年その研究に取り組む講師がその魅力を語る。
その他：２月16日申込開始　参加費無料　
　　　　講師：高瀬克範（北海道大学准教授）

北海道立埋蔵文化財センターは　常設展示および各種教室、講演会、体験学習コーナーなど、無料でご利用いただけます。

3 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。

THE HOKKAIDO EDUCATION RESEARCH INSTITUTETHE HOKKAIDO EDUCATION RESEARCH INSTITUTE

親子コンピュータ教室中学生の科学実験教室

HOKKAIDO PREFECTURAL LIBRARYHOKKAIDO PREFECTURAL LIBRARY

北海道立図書館は、道内唯一の道立図書館として、道内市町村図書館への協力貸出しのほか、来館者への貸出し、インターネット予約貸出しも行っています（平成31年3月末まで臨時休館中）。

また、北方資料室では北海道と旧樺太・千島など北方地域についての資料を収集・保存しています。



募集
開始

工作コーナー
「ウッドプレート　「木」ホルダーづくり」
日　時：1/5～3/3　9:30 ～ 16:30
内　容：木の枝を使ってキーホルダーをつくろう！
その他：参加無料、予約不要

自然観察会「冬の森の観察会」

日　時：2/７(木)　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
集 合：自然ふれあい交流館
持 物：防寒服

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

科学館天体観望会

日　時：3/16（土）18：00～19：00
内　容：科学館正面玄関前で望遠鏡から星を見て

みませんか。月、冬から春の星座の星を見ます。
※悪天候時は中止。

その他：無料 当日直接会場へ

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

1 月のおすすめ行事 1 月のおすすめ行事

かわいい顔した福の神
「笑う門にはフグきたる！」

日　時：12/15（土）～1/20（日）
10:00～18:00（入館は17:30まで）

内　容：ユニークな体形が人気のフグたちの生態や
　　　　特徴を詳しく紹介します。

「神社水槽」登場！

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！

ちゃれんが子どもクラブ

雪のなかで宝さがし
日　時：2/16（土） 13:30～15:00
内　容：雪のつもった森で宝さがしをします。昔の道
　　　　具をつかって雪と格闘。みごと宝を掘りだそう！
その他：定員：40名（先着）1/17（木）より受付開始
　　　　対象：小学生／中学生（小学生以下は保護者同伴）

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。

1～3 月のおすすめ行事 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 2/16(土)　10:00 ～ 12:30／受付開始日 1/17～／定員：小学生以上の子供とその保護者先着10組20名　
料金：無料　集合：北海道開拓の村

・ちゃれんが子どもクラブ　貝の化石で標本をつくろう！　／実施日 1/26日（土） 13:30～15:00 ／受付開始日 12/27～ ／定員：先着20名 ／　料金：無料
・ちゃれんがワークショップ　羊毛を染める・紡ぐ（2日間開催）／実施日 ①2月9日（土）、②2月10日（日）10:30～15:30 ／受付開始日 1/10～ ／定員：先着10名 ／料金：無料

中垣 哲也オーロラ投映＆トークショー
「地球の北で南でオーロラワンダーランド」
日　時：2/23（土）、2/24（日）　18：30～20：00
内　容：オーロラメッセンジャー中垣哲也氏をゲストに、美しい

オーロラをプラネタリウム空間に投影します。
その他：1/26（土）10時よりチケット発売開始。

【料金】1,000円　科学館、チケットぴあで販売

2 月のおすすめ行事

冬の特別展「カンカクをとぎすませ！
～ブラックサイエンジャーからの挑戦～」

日　時：1/5（土）～1/20（日）9:30～16：30
内　容：ラリーシートを片手に三つのエリアを回って

キーワードを集めてブラックサイエンジャーに
挑戦しよう。

その他：中学生以下無料 大人　展示室観覧料700円

1 月のおすすめ行事 3 月のおすすめ行事

2 月のおすすめ行事 2 月のおすすめ行事

企画テーマ展

アイヌ民族の文化財を未来へつなぐ
日　時：2/8(金) ～ 4/7(日)　9:30～16:30
内　容：アイヌ民族の資料を守り伝えるため、あまり
　　　　知られることのない博物館の裏側で行われている
　　　　活動について紹介します。
その他：観覧料：無料　最終入場16時00分まで

国立科学博物館・巡回ミュージアム

「生命のれきし―君につながるものがたり―」
日　時：12/8(土) ～1/20(日)　9:30～16:30
内　容：岩石や恐竜の全身骨格などと一緒に、地球と
　　　　生命のれきしをたどる46億年のものがたりへ
　　　　ご招待します。
その他：観覧料：無料　最終入場16時00分まで

1 月のおすすめ行事

企画展

「写真にみる開拓の姿３　～開拓期のくらし～」

日　時：12/8～2/17　9:00～ 16:30
内　容：開拓当時の人々の日常生活、ハレの日、漁業や

林業に携わる人、商店の様子など、様々なくらし
を振り返ります

その他：開拓の村入場料のみ

冬の生活体験

日　時：1/5～3月中旬　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りして、昔の冬の
　　　 くらしを体験しよう！
その他：開拓の村入場料のみ

1～2 月のおすすめ行事

・企画展関連講座「店先ノスタルジー」　／実施日 2/9(土)　13:30～15:30 ／受付開始日 1/10～ ／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(木)　13:00～16:00 ／受付開始日 2/22～／定員：小学生以下の親子先着10組20名　／参加料：1,000円

1～3 月のおすすめ行事

3 月のおすすめ行事

自然観察会「森の中で春をさがそう」

日　時：3/24(日)　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？

集合：自然ふれあい交流館
持物：防寒服

年中行事「桃の節句　ひなまつり」

日　時：2/16～3/17　9:00～ 16:30
内　容：大正から昭和後期までの17組のひな人形の

装飾や顔立ちなどを見比べながら『雛めぐり』
をしませんか

その他：開拓の村入場料のみ

2～3 月のおすすめ行事

日　時：12/1（土）～1/31（木）
10:00～18:00（入館は17:30まで）

内　容：2019年の干支「亥」にちなんで「イサキ」
を展示しています。


