
外観

江別市郷土資料館 江別市緑町西1-38　TEL: 011-385-6466

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

北海道立図書館 江別市文京台東町41　TEL: 011-386-8521

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

❶ 

❷

❸

❺

江別市郷土資料館は、ふるさと江別、大昔の江別、開拓の始まり、町の発展、産業の歴史のテーマで江別を紹介しています。特に重要文化財となっている江別太遺跡の土器など先史時

代の出土品は一見の値があります。世界の蝶が500余り展示されているコーナーもあります。

募集

開始

募集

開始

◆風呂敷オンステージ　2/11（木・祝）　13：00 ～ 14:00　料金：無料　定員：60名(事前予約制)　申込：1/28（木）から　Tel.011-385-1004、9：30 ～ 17:00

◆ミニカブト作り体験～子どもの日を楽しもう～　3/14（日）　10：00 ～ 12:00　料金：700円　申込：2/28（日）から　Tel.011-385-1004、9：30 ～ 17:00

システム更新及び蔵書点検のため、令和３年３月１日（月）～３月９日（火）は臨時休館とさせていただきます。臨時休館中は、貸出し、レファレンス等の対応はできません。

３月５日～９日はインターネットによる蔵書検索、予約、複写申込等のサービスも休止します。休館期間中に申し込まれた予約等は、開館後の対応となります。

◆まいぶん遺跡探検隊（第3次）日時：1月9日（土）13:30 ～ 15:30定員：20名 講師：坂本　尚史（普及活用課主査） 内容：火起こしについて学び、実際に火を起こしてみます。申込：12/9（水）から（電話 011-386-3231）

◆まいぶん遺跡探検隊（第4次）日時：1月16日（土）13:30 ～ 15:30定員：20名 講師：藤井　浩（普及活用課主査） 内容：遺跡調査に必要な地図や空中写真の知識について、様々な体験をします。申込：12/16（水）から（電話 011-386-3231）

お知

らせ

開催中～ 2/11(木・祝)　9：30 ～ 17:00　

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。

みなさんの投票により、今年度の大賞作品が決定します。

・観覧無料。

・最終入場は16：30まで

12/5（土）～ 2/28（日）　9:30 ～ 16:30

掘り出された情報をどのように記録して歴史の復元に役立

てているかを紹介し、記録保存の大切さを解説します。

入館：無料　

1/23（土）13:30 ～ 15:30

自らこの貝を探し出し、現生貝の採取を行ってきた講師が

語る列島規模の「貝の道」。

参加：無料　申込：12/23（水）から受付開始　定員：48名

講師：忍澤成視氏

　　　（千葉県市原市教育委員会ふるさと文化課主幹）

3/13（土）　13:30 ～ 15:30

この特殊な土器を求めて北海道から本州へと東日本を旅し

た講師が語る、赤い土器の特徴とその魅力。

定員：48名  参加料：無料　申込：2/13（土）から受付開始

講師：阿部明義氏 

　　　（公益財団法人北海道埋蔵文化財センター主査）　

11/28（土）～ 1/28（木）

理化学研究所と編集工学研究所が科学者の生き方・考え方、

科学の面白さ・素晴らしさを伝える本を紹介した「科学道

100冊」をもとに、当館所蔵の本を展示します。

２階一般資料閲覧室

12/26（土）～ 2/28（日）

１年間に日本で出版された絵本の中から、優れた絵本にお

くられる「日本絵本賞」のほか、世界３大絵本賞といわれ

る「国際アンデルセン賞」、「コールデコット賞」、「ケイト・

グリーナウェイ賞」を受賞した絵本を展示します。

１階えほんコーナー

12/19（土）～ 3/21（日）

平成28年度以降に市民の方々から寄贈いただいた収蔵品の

一部をご紹介し、江別の歴史を辿ります。

休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日

（土・日の場合は火曜日）、年末年始

会場：郷土資料館ロビー　料金：無料　※常設展は有料

開館時間：9時30分～ 17時　※入館は16時30分まで

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■場所

■日時

■内容

■場所

ロビー展 「新収蔵品展」

北海道遺跡百選13-遺跡発掘探検― 連続講座講演会 「旅する考古学6」

幻の貝 「オオツタノハ」 を追う！
連続講座講演会 「旅する考古学7」

赤い土器はどこで作られたのか―赤彩土器を追う―

12 ～ 3月のおすすめ行事

1月のおすすめ行事

12 ～ 2月のおすすめ行事 1月のおすすめ行事 3月のおすすめ行事

北海道立文書館 江別市文京台東町41　TEL: 011-388-3001❹

北海道立文書館は、 北海道の歴史に関する文書等の資料を、 直接手に取って閲覧することができる施設です。 現在の北海道庁とその前身に当たる行政機関の文書を中心に、 私文書な

ども収集しています。 箱館奉行所文書、 開拓使文書の2つの文書群は、 国の重要文化財に指定されています。

えべつFUROSIKIフェスティバル2020
～風呂敷デザインコンテスト～

2/7（日）～ 3/21(日)　9：30 ～ 17:00　

愛知県・瀬戸市美術館と瀬戸蔵ミュージアムが所蔵する1

万点以上の作品の中から、選りすぐりの優品を展示します。

・観覧料…大人600円(480円)、高大生300円(240円)、中学生

以下・身体障害者手帳をお持ちの方は無料。※(　)内の料金

は20名以上の団体料金。・最終入場は16：30まで。

■日時

■内容

■備考

瀬戸焼　受け継がれる千年の技と美

2 ～ 3月のおすすめ行事

11 ～ 1月のおすすめ行事 12 ～ 2月のおすすめ行事

展示 「科学道100冊」 展示 「賞をとった絵本」

2/20（土）～ 3/14(日)　9：30 ～ 17:00　

日頃からセンターの工房で作陶活動に励んでいるみなさん

の1年間の成果を発表します。

・観覧無料。

・最終入場は16：30まで

■日時

■内容

■備考

2021謝陶の集い　第21回　工房利用者作品展

2 ～ 3月のおすすめ行事

12/26（土）～ 3/30（火）

照明や暖房に欠かせない身近なエネルギー“電気”の歴史

を紹介し、私たちの暮らしの変化を振り返ります。

2階北方資料展示コーナー（一般資料閲覧室内）

■日時

■内容

■場所

12 ～ 3月のおすすめ行事

「北海道の暮らしと電気　－電気の話あれこれ－」

令和3年3月1日（月）～ 3月9日（火）は、　　
通常の休館日のほか、蔵書点検のため休館と　
させていただきます。

3月のお知らせ

おすすめイベント情報

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

か る ち ゃ る 通 ★信

Pick up
!

2021   1-3

新

収蔵品展

写真

新

収蔵品展

写真

施設

案内

施設

案内



発行：　かるちゃるnet（文化施設連絡協議会）　
事務局：北海道博物館（011-898-0455）

大麻
高砂

野幌
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森林公園

新札幌

厚別

江別

野幌森林公園
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野幌森林公園エリア 江別エリア

新札幌エリア

◎イベントの詳しい内容・申込方法などについては、各施設へお問い合わせください。
◎新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時休館やイベントの中止などもあり得ます。
　あらかじめご承知置きください。
◎最新情報につきましては、各施設のウェブサイトなどでご確認ください。

野幌森林公園自然ふれあい交流館 江別市西野幌685-1　TEL: 011-386-5832

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

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

サンピアザ水族館 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-5　TEL: 011-890-2455

札幌市青少年科学館 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20　TEL: 011-892-5001

❻ 

❼

❽

❾

10

動画

紹介

科学館の大人気イベント「謎解きプラネ」をおうちで楽しめるスペシャル動画をホームページで公開中（https://www.youtube.com/watch?v=SjIolKEeifg）。360度をぐるりと見ることがで

きる特別な動画でプラネタリウムにいる気分で謎解きを楽しもう。

北海道開拓の村は、明治から昭和初期にかけて建築された北海道各地の建造物を54.2haの敷地に移築復元・再現した野外博物館です。ここを訪れる人々に、開拓当時の生活を体感的

に理解してもらうことと、文化の流れを示す建造物を保存し、後世に永く伝えることを目的に1983年4月に開村しました。

野幌森林公園自然ふれあい交流館は、平成１３年４月２８日にオープンした野幌森林公園や北海道の自然に関する情報の提供や交流が出来る場所です。交流館にはみなさんが作成し

た自然に関する情報、写真、研究結果などが発表できる「ふれあいギャラリー」を用意しておりますので、興味のある方は、交流館にお問い合わせください。

お知

らせ

企画展　最新情報は北海道博物館のウェブサイトをご覧ください。

施設

案内

施設

案内

1/5（火）～ 1/31（日）　9:30 ～ 16:30

現在、感染拡大・予防の観点からもりの工作コーナーは休

止していますが、毎月1プログラムの遊具の材料を、お配

りしています。1月は野鳥の形をした「ミニデコイ」で、2

月以降のプログラムはＨＰでご確認を。

無料

1/10（日）　13：30 ～ 15:30

全国から人が移住した北海道の食文化は多様です。正月料

理をとおして、食文化の継承と変容について考えてみま

しょう。

場所：講堂　講師：尾曲香織

申込：Tel.011-898-0500、80名(先着)

対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

2/21（日）　13：30 ～ 15:30

アイヌ民族の作った樹皮衣等の中には和人社会に流通して

いたものも。今回は明治前後の資料を取り上げていきます。

場所：講堂　　　講師：大坂拓

申込：Tel.011-898-0500、80名(先着)

対象：大人向け(中学生以上)

1/上旬～ 3月　9：00 ～ 16:30

昔のそりや竹スキーなどの昔の冬遊びを楽しもう！

入場料のみ必要（大人800円、高校生・大学生600円、中学

生以下・65歳以上無料）

休館日：2月8日を除く毎週月曜（祝日の場合は翌日休み）

2月の日曜・祝日　①10：50　②13：10

ハンドルを回すとゲレンデの斜面が動き、その上をスキー

ヤーの人形が滑る工作「スルスル！スラローム」を作りま

す。

場所：工作室　対象：小中学生（未就学児不可）

参加方法：当日受け付け、多数時抽選　料金：300円

1/5(火) ～ 3/31（水）9：30 ～ 16:30　※休館日を除く

新型コロナウイルス感染症について、ウイルスの構造や感

染の仕組みなどを学ぼう。パネルや模型でわかりやすく紹

介します。

場所：特別展示室　申込：不要　定員：なし

料金：中学生以下無料　大人　展示室観覧料700円

■日時

■内容

■料金

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■料金

■備考

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■備考

おうちで作ってみよう！ミニデコイ

ミュージアムカレッジ 「北海道の正月料理」 ミュージアムカレッジ
「近世における 「アットゥシ」 の地域差と流通」

冬の生活体験

科学館の工作室 「スルスル！スラローム」 パネル展 「新型コロナウイルスを知ろう！」

１月のおすすめ行事

１月のおすすめ行事 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 1 ～ 3月のおすすめ行事

1/5 （火） ～ 3/31 （水）

自然豊かな野幌森林公園で、季節ごとに観察できる、花、果実、

野鳥など、 館内のボードやテレビモニターで紹介しているほか、

定期的に発行している 「森じょうほう」 マップで、 旬な情報を発信

しています。

無料

■日時

■内容

■料金

公園の自然情報発信中！

1 ～ 3月のおすすめ行事

1/5(火) ～ 1/19(火)9：30 ～ 16:30

センサーを使ったゲームや展示物で、楽しみながらセン

サーの不思議を体験してみよう！

場所：特別展示室

申込：不要　　定員：なし

料金：中学生以下無料　大人　展示室観覧料700円

■日時

■内容

■備考

冬の特別展
「～あそんで発見～感知、 探知、 検知！センサー展」

１月のおすすめ行事

2/20（土）～ 3/21（日）

大正から平成までのひな人形22組を村内の建造物に展示

します。

入場料のみ必要（大人800円、高校生・大学生600円、中学

生以下・65歳以上無料）

休館日：2月8日を除く毎週月曜（祝日の場合は翌日休み）

■日時

■内容

■料金

■備考

季節展示 「ひな人形の展示」

2 ～ 3月のおすすめ行事

■日時

■内容

■料金

馬そりの運行

1 ～ 3月のおすすめ行事

3月までの土日祝日　

雪景色の村内を馬そりが走ります。

乗車料：大人250円、小人100円

入場料が必要（大人800円、高校生・大学生600円、中学生

以下・65歳以上無料）

2/1（月）～2/14（日）10：00～18：00（入館は17：30まで）

チョコやハートなどバレンタインデーにちなんだ名前や

形、色を持った魚たちをみなさんにご紹介いたします。

■日時

■内容

「バレンタインデーの魚たち！」

2月からのお知らせ

3/21（日）　13：30 ～ 15:30

戦後最初の総選挙や道庁長官選挙に立候補した人々を中心

に日本の選挙とアイヌ民族とのかかわりを振り返ります。

場所：講堂　　　講師：小川正人

申込：Tel.011-898-0500、80名(先着)

対象：大人向け(中学生以上)

■日時

■内容

■備考

ミュージアムカレッジ 「一枚の選挙ポスターから見
る、 アイヌ民族と選挙の歴史」

3月のおすすめ行事

12/19（土）～ 1/17（日）10：00 ～ 18：00（入館は17：30まで）

明るく楽しい新年となるように「おめでたい！」をテーマ

に縁起が良いといわれる魚や水中のいきもたちを集めて紹

介します。

■日時

■内容

新春特別展 「おめでたい魚たち！」

12 ～ 1月のおすすめ行事

アザラシ　すず２才


