
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

施設

案内

◆星空観察会　①4/17(土)　②5/22(土)　③6/19(土)　料金：無料　定員：20名　申込：①4/3(土)　②5/8(土)　③6/5(土)から　Tel.011-385-1004、9：30 ～ 17:00

◆夏の親子陶芸体験～スープカップを作ろう！～　①7/3(土)10：00 ～ 12：00　②7/4(日)10：00 ～ 12：00　料金：700円　定員：各15名　※どちらか1日　申込：①・②ともに6/19(土)からTel.011-385-1004

書庫ツアー「ようこそ北方資料の世界へ」　5/29（土）　14：00 ～ 15:00　参加無料　対象：大人向け(高校生以上)　定員：10名（先着）募集開始：5/7（金）　tel 011-386-8523

北海道立埋蔵文化財センターは、平成11（1999）年11月11日、埋蔵文化財の保護、保存・活用を図るため、調査研究を行なうとともに、出土文化財等の収蔵保管、展示公開並びに文化財保護思想の普及啓発を図る

総合的な機能を有する施設として設置されました。（公財）北海道埋蔵文化財センターが、平成30年度から令和3年度まで、4期目4年間、指定管理者として管理運営を行っています。

募集

開始

5/2(日)　10：00 ～ 12：00

カラー粘土で模様をつけ、楕円型の皿を作ります。

場所：セラミックアートセンター教室工房

料金：700円

定員：15名

申込：4/18(日)から、Tel.011-385-1004

4/17（土）　13:30 ～ 15:30

（公財）北海道埋蔵文化財センターが令和2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します。

参加：無料　申込：3/17（水）から受付開始　定員：66名

3/27（土）～ 5:/23（日）

（公財）北海道埋蔵文化財センターが令和2年度に行った

調査成果を紹介します。

入館：無料　

5/29（土）　13:30 ～ 15:30

岡本が言う「四次元との対話」からくり出される不可思議

な造形を手がかりに、縄文時代の人々の世界観を探る。

参加：無料　

申込：4/29（木）から受付開始　定員：96名 （予定）

講師：石井　匠（岡本太郎記念館客員研究員）

3/10（水）～ 4/29（木）

昔から語り継がれてきた昔話。同じ「うらしまたろう」でも、

画家や作家によって趣が異なり、読み比べもまた楽しいも

の。懐かしくも新鮮な魅力たっぷりの、日本と世界の昔話

をお楽しみください。

１階えほんコーナー

5/29（土）　14：00 ～ 15:00

普段入ることのできない書庫で、本を始め新聞・地図・絵

葉書など北海道を知る入口となる資料を紹介します。

北方資料室書庫

Tel.011-386－8523、10名(先着)

大人向け(高校生以上)

■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

■申込

■対象

（公財） 北海道埋蔵文化財センター
令和2年度調査報告会

（公財） 北海道埋蔵文化財センター
令和2年度調査成果展

岡本太郎が見た縄文土器の四次元的世界

５月のおすすめ行事

４月のおすすめ行事 ３～５月のおすすめ行事 ５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。

ゴールデンウィーク陶芸体験
5/11（火）～ 6/20(日)　9：30 ～ 17:00

令和2年度以降に寄贈された小森忍作品・約20点を展示し、

その功績を辿ります。

場所：セラミックアートセンター常設展示室

料金：高校生以上：300円、小中学生：150円

備考：最終入館は16：30まで

■日時

■内容

■備考

小森忍　新収蔵品展

５・６月のおすすめ行事

4月のおすすめ行事 5月のおすすめ行事

展示 「むかしばなしえほん」 書庫ツアー 「ようこそ北方資料の世界へ」

6/27(日)　10：00 ～ 13：00　

ロクロ挽きに挑戦してみたい方に向けた体験講座です。　

粘土3㎏を使って練習し、小鉢1個分を制作します。

場所：セラミックアートセンターレンタル工房

料金：1,000円

定員：4名

申込：6/13(日)から、Tel.011-385-1004

■日時

■内容

■備考

チャレンジ！電動ロクロ体験

６月のおすすめ行事

5/28（金）　13：30 ～ 14:30

北海道立文書館閲覧室、書庫

■日時

■場所

施設見学会

５月のおすすめ行事

入門　5/22（土）　13：30 ～ 15:20

初級　6/19（土）　13：30 ～ 15:40

北海道立図書館研修室

■日時

■場所

古文書解読講座　入門・初級

５・６月のおすすめ行事

6/30（水）　13：20 ～ 14:50

北海道立文書館閲覧室

■日時

■場所

文書館利用講座(第1回）
箱館奉行所文書の探し方

６月のおすすめ行事

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   4-6

再発見 ・

江別探訪　

野幌屯田

（R2_6_25)

施設

案内

施設

案内

展示状況施設外観

外観



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）
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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
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❾
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動画

紹介

科学館職員による楽しい実験動画をWebで公開中（https://www.youtube.com/watch?v=mZA0idTDQ0M&t=4s）。実験結果を予想しながら見てみてね。

たてもの観察会①「明治の商家の様式」　4/29（木）　10：30 ～ 11:30　募集開始：3/30（火）から9：00 ～ 17:00　申込：Tel.011-898-2692　対象：一般、5名(先着)

学芸員とむらの建物探訪①「徳島県人の入植と藍」5/15（土）　10：30 ～ 11:30　募集開始：4/16（金）から9：00 ～ 17:00　申込：Tel.011-898-2692　対象：一般、5名(先着)

自然観察会「春の花を見つけよう」4/22（木）受付9:30 ～　集合9:50　実施10:00 ～ 11:00　募集開始：3/23（火）から9：00 ～ 17:00　申込：Tel.011-386-5832、対象：どなたでも、30名(先着)

自然観察会「春のありがとう観察会」5/15（土）受付9:30 ～　集合9:50　実施10:00 ～ 11:00　募集開始：4/16（金）から9：00 ～ 17:00　申込：Tel.011-386-5832、対象：どなたでも、30名(先着)

募集

開始

開館50周年記念イベント「映画上映会　北海道開拓記念館ができたころ（仮）」　6/20(日)13：30 ～ 15:30　募集開始：5月21日（金）～　（事前申込）場所：講堂　料金：無料 

申込：Tel.011-898-0500、80名(先着)

募集

開始

募集

開始

4/1（木）～ 5/16（日）　開館時間中

指でつつくとトコトコと動く紙でできたカタツムリを作っ

てみよう。

無料（予約不要）

4/10(土)　10:00 ～ 12:00

雪がとけ、いろいろな生き物が目覚める季節。この時期に

しか聴けないエゾアカガエルの歌声を聴きましょう。

野幌森林公園内　　

Tel.011-898-0500、20名(先着)

募集開始：3/11(木) ～

5/23(日)　13：30 ～ 15:30

伝統的なアイヌ音楽を記録した音声資料を「じっくり聴く」

をガイドする講座。

講堂　

大人向け(中学生以上)　

Tel.011-898-0500、80名(先着)

募集開始：4/24(土) ～

4/10（土）予定より開始

かつて札幌市内を走っていた車両を再現した開拓の村の馬

車鉄道の運行が始まります

乗車料金：大人250円、小人100円

※入場料が必要（一般800円、高校生・大学生600円、中学

生以下・65歳以上無料）

4/29（木・祝）～ 5/5（水・祝）

科学館の人気者、ロボットの「ウインキー」が科学館でか

くれんぼ！色々な恰好をしたウインキーが、たくさんある

展示物のどこかにいるよ。君はいくつ見つけることができ

るかな？

場所：展示室　　

料金：中学生以下無料、大人700円

①6/11（金）～ 6/13（日）  ②6/18（金）～ 6/20（日）

札幌市中心部にある天文台から、口径20ｃｍの望遠鏡を

使って星を観望します。

＜主な観望対象＞①春から夏の星座②月・春から夏の星座

場所：札幌市天文台（中島公園）

申込：5/15（土）より電話申し込み

Tel.011-892-5004、各日20組(先着)

■日時

■内容

■料金

■日時

■内容

■場所

■申込

■備考

■日時

■内容

■場所

■対象

■申込

■備考

■日時

■内容

■料金

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■備考

もりの工作コーナー 「とこ×２　カタツムリ」

自然観察会 「エゾアカガエルのラブコールを聴こう」 ミュージアムカレッジ 「じっくり聴こう！アイヌの音楽」

馬車鉄道の運行

ウインキーのゴールデンウィーク サイエンスツアー 札幌市天文台夜間公開

4月のおすすめ行事

4月のおすすめ行事 5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 ６月のおすすめ行事

5/22 （土） ～ 6/20 （水）　開館時間中

春の風を受けてクルクルまわる風車を作ってみよう。

無料（予約不要）

■日時

■内容

■料金

もりの工作コーナー 「お花の風車」

5月のおすすめ行事

4月より　※上映時間はHPで確認

謎の天体ブラックホールの正体を突き止めようと奮闘して

きた科学者の歩みとブラックホールを撮影するために世界

の天文学者が挑戦してきた日々を迫力のある映像で紹介。

場所：プラネタリウム　料金：大人500円、中学生以下無料

（要整理券）先着　各回　70名

■日時

■内容

■備考

プラネタリウム新作公開
「ブラックホールを見た日 ～人類100年の挑戦～」

４月のおすすめ行事

5/3（月）～ 5/5（水）　10：00 ～ 16:00

兜づくりや鯉のぼりの掲揚体験など、子供の日のイベント

開催。またGW期間中は大道芸人の実演などのイベントも！

（詳しくはWEB）

入場料が必要（一般800円、高校生・大学生600円、中学生

以下・65歳以上無料）

■日時

■内容

■料金

年中行事 「端午の節句」

5月のおすすめ行事

■日時

■内容

■場所

■料金

特別展 「ハンとカタ」

6月のおすすめ行事

6/12(土) ～ 9/26(日) 　9:00 ～ 17:00

染型や菓子型、印刷の活字など、主に物品の製造時に使用されたハン（版）とカタ（型）を紹介します

ビジターセンター 2階

入場料が必要（一般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）

水中で暮らす生きものたちの赤ちゃんを紹介。

■日時

■内容

GW特別企画 「赤ちゃん展」 仮

5月からのお知らせ

6 /13（日）　13：30 ～ 15:30

リズムへの詞句の配分、虚辞の使用、母音の変化といった

英雄叙事詩を語る技巧について説明したうえで、実際の語

りを鑑賞します。

場所：講堂　対象：大人向け(中学生以上)

申込：Tel.011-898-0500、80名(先着)　募集開始：5/14(金) ～

■日時

■内容

■備考

ミュージアムカレッジ 「アイヌの英雄叙事詩を聞く̶
うたと言葉」

6月のおすすめ行事

4/11（日）まで（10:00 ～ 18:30）

世界最大のカニ「タカアシガニ」をはじめ、変わった形や

特徴を持つカニたちを集めて紹介します。

4/1（木）より営業時間変更（10:00 ～ 18:30）。

入館は18:00まで

■日時

■内容

■備考

春休み特別展 「カニ・コレ２０２１」

4月のおすすめ行事

6/26(土) ～ 8/15(日)　開館時間中

ひもを引っ張るとどんどん上へ登る不思議な仕組み。 どんなもの

ができるか作って遊んでみよう。

無料（予約不要）

■日時

■内容

■料金

もりの工作コーナー 「よじ×２　のぼるよ夏の虫」

6月のおすすめ行事

※2021 年
1月 17 日に
ふ化した
ペンギンの
赤ちゃん


