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かかるるちちゃゃるる通通信信かかるるちちゃゃるる通通信信 月号月号

Pick up!

募集
開始

4 月のおすすめ行事 6 月のおすすめ行事4～5 月のおすすめ行事
開館25周年記念展
「小森忍・河井寛次郎・濱田庄司　陶磁器界の三天才　」
日　時：6/22～8/25　　9:30 ～ 17:00

内　容：日本陶芸の近代化に多大な功績を残した三人、

　　　　その個性と表現方法を制作年順に添って紹介します。

その他：観覧料：大人800円 高大生500円 中学生以下 無料

　　　　最終入場16時30分まで

「春のオーボエ ロビーコンサート」

日　時：4/27　13:30 ～ 15:00
内　容：中庭のこぶしの花を見ながら、耳なじみのある

曲やクラシックなどお楽しみください。
出 演：オーボエ　橋本理花さん（江別観光特使）

　ピアノ　長内翔太さん　
※申込不要当日直接会場へ

地域文化功労者表彰記念
「手島圭三郎絵本原画展　北の大地に春の息吹きを感じて」
日　時：4/27～5/12　9:30 ～ 17:00
内　容：江別市在住の版画家・絵本作家手島圭三郎氏の数ある作品

群から「春」をテーマにした版画作品を紹介します。
その他：観覧料：無料　最終入場16時30分まで
関連事業：作品解説＆サイン会 4/28・5/11

14：00～14：30（サイン会は絵本購入者のみ）

・ゴールデンウィーク陶芸体験（カラー粘土で練りこみ、型づくりでサラダボウルを作ります）／実施日 4/2810:00～12:00／受付開始日 4/14／対象：小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）　定員：３０名　受講料：700円
・星空観察会 ／実施日 4/13・5/11・6/15 19:00 ～ 20:30 ／受付開始日　4/2・5/1・6/1 ／毎月テーマを変えて開催します。絶好のコンディションで星空を観察。25ｃｍ反射望遠鏡など数台の望遠鏡を用意します。

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

春季講演会「アートな考古学を知る・学ぶ１」
「洞窟壁画の世界　ヨーロッパの後期旧石器文化を中心に」

日　時：5/25（土）　13:30 ～ 15:30
内　容：わが国洞窟壁画研究の第一人者が語る、その

実像と魅力。
その他：４月20日申込開始　参加費無料　
　　　　講師：五十嵐ジャンヌ（東京芸術大学非常勤講師）

4 月のおすすめ行事 5 月のおすすめ行事

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。

親子ガラス玉づくり教室

日　時：６/１(土)　13:30 ～ 15:30
内　容：親子を対象。ガラスを素材にした玉づくりを

体験する入門講座。
その他：５月１日申込開始　参加費無料
　　　　講師：宮﨑　幸子 （装飾タイル制作家）

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。

6 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

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。

4-6

EBETSU LOCAL HISTORY MUSEUMEBETSU LOCAL HISTORY MUSEUM

4 月のおすすめ行事 4 月のおすすめ行事4～5 月のおすすめ行事
北方資料室書庫ツアー
「書庫探見　鉄道資料で見る北海道の歴史」
日　時：4/20(土)　　14:00～16:00

内　容：普段は入ることのできない書庫を見てまわりながら、

　　　　鉄道資料と北海道の発展の歴史に皆様をいざないます。

その他：場所：北海道立図書館１階研修室

参加無料、定員：20名

講演会「蔵書票の魅力」
日　時：4/20（土）　10:30～12:00
内　容：「蔵書票」の魅力について、専門家の立場から

お話しいただきます。
その他：場所：北海道立図書館１階研修室
　　　　講師：日本書票協会北海道支部長　原 滋 氏
　　　　参加無料、定員：30名

貴重資料特別展示「世界の蔵書票」

日　時：4/2（火）～5/6（月・振休）　9:00～17:00

内　容：国内外の「蔵書票」を、関係資料とともに

展示します。

その他：場所：北海道立図書館１階研修室

参加無料

（公財）北海道埋蔵文化財センター
　2018年度発掘調査報告会

日　時：４/13（土）　13:30 ～ 16:00
内　容：平成30年度に行った調査成果を調査担当職員
　　　　がスライドなどで紹介する。
その他：3月13日申込開始　参加費無料



募集
開始

自然観察会「春の花を見つけよう」
日　時：4/18(木)　10:00 ～ 12:30
内　容：春を待ちかねたように、森の中の植物たちが

一斉に花開く早春の野幌森林公園を一緒に散策   
しませんか？

その他：参加無料 予約不要 持物：雨具
　集合場所：自然ふれあい交流館

自然観察会「春のありがとう観察会」
日　時：5/11(土)　10:00～14:30
内　容：森への感謝の気持ちをこめ園内のごみを拾い

ながら、鳥たちのさえずりや遊歩道わきに咲き
誇る花々を楽しみませんか？　　　

その他：参加無料、予約不要　持物：昼食、ごみ袋、軍手、
　　　　 雨具　集合場所：自然ふれあい交流館

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

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

4 月のおすすめ行事 4～5 月のおすすめ行事

「水中の忍者！ただいま参上！」

日　時：４/２０（土）～５/６（日）
10:00～18:30（入館は18:00まで）

内　容：魚や水中の生きものたちの「スゴ技！」を
楽しくわかりやすく紹介します。

細長～い体には秘密がいっぱい！
「にょろにょろ展」
日　時：3/16（土）～４/7（日）

10:00～18:00（入館は17:30まで）
※４月から10:00～18:30（入館は18:00まで）

内　容：ウナギやドジョウ、ウツボなどにょろにょろ
の秘密を詳しく紹介します。

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14回企画テーマ展「北の手仕事2019」
日　時：4/27（土）～6/9（日）
　　　　9:30～16:30（4月）、9:30～17:00（5月～）
内　容：道内各地の現代の作り手によるアイヌの民族
　　　　衣装作品を、作者のメッセージも添えて紹介
　　　　します。
その他：観覧料：無料　最終入場は閉館の30分前まで

募集
開始

・天文ボランティア養成講座 ／実施日 5/12（日）～6/23（日）全6回　18：30～21：00 ／受付開始日（電話申し込み）：4/13 ～ 5/11　／定員：18歳以上（高校生不可）で
　札幌市内及び近郊に在住の方　２０名 ／入場料：1,000円（傷害保険料含む）

4 月のおすすめ行事 5 月のおすすめ行事

・もりをたんけん！あそぼう！「小さな生き物を見つけよう」／実施日 5/18(土)　10:00 ～ 12:00／受付開始日 4/19～／対象：4歳～小学生／定員：先着20名 料金：200円
・めざせ！むし博士　でんでん虫をさがそう／実施日 6/29(土)　10:00 ～ 12:00／受付開始日 5/30～／対象：4歳～小学生のお子様がいる親子／定員：先着10組20名 参加無料

・自然観察会　アイヌの人びとが利用した植物　／実施日 5/18（土）　10:00～12:00 ／受付開始日 4/19～ ／定員：先着40名 ／　料金：無料
・特別イベント　海野和男の生きもの写真のススメ　／実施日 6/16（日）11:00～15:30 ／受付開始日 5/17～ ／定員：先着40名 ／料金：無料

サイエンスショー
「回転が引き起こす不思議な世界」
日　時：5 ～ 8月　1日3回開催（平日・土日祝で時間が
　　　　変わります。HPでご確認ください）　　
内　容：自転車のタイヤやコマ、私たちのいる地球も回っている。
　　　　 回転をテーマにあっと驚く実験を紹介します。
その他：中学生以下無料 大人　展示室観覧料700円

当日直接会場へ

5～8 月のおすすめ行事

4～6 月のおすすめ行事

子どもワークショップ
博物館を建てる「モノ」のオリジナル図鑑をつくろう！
日　時：5/11（土） 13:30～15:00
内　容：北海道博物館の建物に使われている色々なモノの
　　　　模様を紙に写しとって、自分だけのオリジナル
　　　　図鑑をつくります。
その他：対象：小学生／中学生（小学生以下は保護者同伴）
定員：10名（先着）　受付開始：4/12～　参加無料

5 月のおすすめ行事

馬車鉄道の運行

日　時：4/13～毎日　9:20～ 16:00ダイヤ制
内　容：国内唯一の馬車鉄道にのって車窓から流れる
　　　　開拓期の風景をお楽しみください。
その他：乗車料：大人250円、小人100円
　　　　荒天時運休の場合有

開拓の村GWイベント「春・むら・ロマン」

日　時：4/28～5/6　9:00 ～ 17:00
内　容：期間中は大道芸や畳などの職人の実演の他、
　　　　兜づくり、大工さんのしごと体験など様々な
　　　　イベントを開催。
その他：開拓の村入場料のみ ※４月は～16:30まで開館

4 月からのおすすめ行事

・学芸員とむらの建物探訪 ／実施日 ①4/21(日)、②5/19(日)、③6/16(日)　10:30～11:30 ／受付開始日 ①3/22～、②4/20～、③5/17～ ／定員：各回10名 料金：開拓の村入場料
・たてもの観まもり隊　／実施日 6/22(土)　10:00～16:00 ／受付開始日 5/23～ ／定員：30名　／料金：無料 ／持物：汚れてもよい服装、軍手、昼食

4～5 月のおすすめ行事

6 月のおすすめ行事

自然観察会「森の新緑観察会」
日　時：6/2（日）　10:00～12:30
内　容：木々も芽吹き、森はパステルカラーに染まります。

一緒に新緑の森を歩きませんか？
その他：参加無料 予約不要 持物：雨具

　集合場所：自然ふれあい交流館

伝統文化「いけ花体験」

日　時：6/30　13:00～
内　容：なかなか体験する機会がない「いけ花」を気軽

に体験できます。
その他：対象：小学生以下

定員：先着50名（当日受付）

6 月のおすすめ行事

SAPPORO SCIENCE CENTERSAPPORO SCIENCE CENTER

募集
開始

小惑星探査機『はやぶさ２』特集
日　時：4/27(土) ～ 5/6(月)　
　　　　４月　9：30～16：30　５月　9：00～17：00
内　容：ゴールデンウィークは遠い宇宙で活躍するはやぶさ2

を応援しよう！パネル展やスタンプラリーを開催！
その他：中学生以下無料 大人　展示室観覧料700円

当日直接会場へ

4～5 月のおすすめ行事


