
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

◆陶芸・絵付け体験　①8月15日(日)　10：00 ～ 12：00　②9月19日(日)　10：00 ～ 12：00　料金：陶芸700円、絵付け800円　申込：①8月1日(日)②9月5日(日)　定員：15名(先着順、小学生3年生以下は保護者同伴) Tel.011-385-1004、9：00 ～ 17:00         

◆星空観察会   ①7月17日(土)　19：30 ～ 20：30  ②8月14日(土)　19：30 ～ 20：30  ③9月11日(土)　19：30 ～ 20：30   申込：①7月3日(土)   ②8月1日(土)    ③9月1日(土)     料金：無料　申込：Tel.011-385-1004、9：00 ～ 17:00

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。

開催中～ 7/25(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。

観覧料：高校生以上300円(240円)、小中生150円(120円)

　※(　)内は20名以上の団体料金

　※身障者手帳等を持参の方は無料

　最終入館は16：30まで

7/10（土）から9/26（日）　9:30 ～ 16：30

埋蔵文化財調査や考古学の研究によって明らかになった使

い方などを紹介し、おおむかしの道具たちへの興味・関心

を高め、より深い資料観察へいざないます。

入館：無料

7/31（土）第一次・8:/7（土）第二次　13:30 ～ 15:30

（第1次）縄文土器に触れる体験を中心に土器づくり。

（第2次）石の道具に触れる体験を中心に、つかう・つくる

実験。

参加：無料　定員：各回20名　

9/18（土）　13:30 ～ 15:30

草創期の日本列島を舞台にヒトがいかに環境変化に対応し

てきたかを解説します。

参加：無料　

申込：8/18（水）から受付開始　定員：66名 （予定）

講師：工藤　雄一郎（学習院女子大学准教授）

6/22（火）～ 7/29（木）

私たちの世界を彩るさまざまな色や形。着物などの柄とし

ておなじみの日本の伝統文様や、その地域独特の味わいが

ある海外の多様な図形やデザイン。色彩と文様を通して見

る世界をぜひお楽しみください。

２階　一般資料閲覧室

7/1（木）～ 8/29（日）

虫や植物、人のからだなど、「わくわく」「そうなんだ！」に

つながる科学と関係するいろいろな絵本を展示します。当

館もオンラインで参加する「２０２１サイエンスパーク

（7/19 ～ 8/31、主催：北海道、道総研）」でも、この展示で

紹介する本のブックリストを公開します。

１階　えほんコーナー

■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

北の縄文展
　『これなあに？　絵本でまわるおおむかしの道具たち』

まいぶん遺跡探検隊 （第1次）・（第2次） 秋季講演会 「縄文時代草創期の古環境」

７月のおすすめ行事

７～９月のおすすめ行事 7・８月のおすすめ行事 ９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。

小森忍　新収蔵品展
7/3(土) ～ 8/29（日）　9：30 ～ 17:00

北海道ゆかりの書画・陶磁器・ガラス等、約90点を展示。金森百

貨店・支配人、函館市教育委員等を歴任し、生涯にわたり文化財

保護に尽力した花光春之助氏の功績を紹介します。

観覧料：一般600円(480円)、高大生300円(240円)

※(　)内は20名以上の団体料金

※身障者手帳等を持参の方は無料　最終入館は16：30まで

■日時

■内容

■備考

市立函館博物館所蔵　花光(はなみつ)コレクション展

７・８月のおすすめ行事

7月のおすすめ行事 8月のおすすめ行事

展示 「色彩と文様」 展示 「科学の世界を楽しもう！」

9/14（火）～ 9/26（日）　9：00 ～ 17:00

江別市を中心に絵画などを愛好する仲間の親睦と技術の向

上をめざす、江別美術協会の作品展です。

観覧料：無料

最終日は16：00まで

■日時

■内容

■備考

第50回　江別美術協会会員展

９月のおすすめ行事

7/30（金）13：30 ～ 14:30  （中止）

9/30（木）13：30 ～ 14:30

文書館の概要説明、閲覧室と書庫の見学

講師：文書館職員　定員5名（先着)

申込：Tel.011-388-3002、FAX011-386-6787

E-mail：somu.monjyo1＠pref.hokkaido.lg.jp

■日時

■内容

■備考

施設見学会

7・9月のおすすめ行事

（１）入門　7/17（土）　13：30 ～ 15:20

（２）初級　8/28（土）　13：30 ～ 15:40　（延期）

(1)古文書学習を始めてみたい方向けの講座

(2)古文書の基礎知識を学んだ方向けの講座

講師：文書館職員　(1)、(2)とも定員20名(先着)

申込：Tel.011-388-3002、FAX011-386-6787

E-mail：somu.monjyo1＠pref.hokkaido.lg.jp

■日時

■内容

■備考

古文書解読講座　入門・初級

7・8月のおすすめ行事

8/31（火）　13：20 ～ 14:50　（延期）

文書館所蔵の開拓使文書の概要や検索方法を説明する講座

講師：文書館職員　定員5名（先着)

申込：Tel.011-388-3002、FAX011-386-6787

E-mail：somu.monjyo1＠pref.hokkaido.lg.jp

■日時

■内容

■備考

文書館利用講座

８月のおすすめ行事

6 月 22 日から開館

6月 22 日から開館

6月 22 日から開館

6月 22 日から開館

6月 22 日から開館

７月のおすすめ行事 ９月のおすすめ行事

縄文土器を作ろう！ 再発見・江別探訪 （バスツアー）

■日時

■内容

■備考　

■日時

■内容

■備考

7/24(土)　9：00 ～ 12：00

テラコッタ粘土を使って大昔の人が使っていた「縄文土器」

を作ってみよう！

定員：10名（先着順） 会場：郷土資料館  料金：無料 

持ち物：汚れてもいい服装、土器を持ち帰る箱

使い古しのタオル（土器を濡らすため） 

申込：7/8(木)から7/22(木)の間に電話またはご来館で

9/11（土）　13：00 ～ 16：30

バスで市内の史跡等を見学し、江別の魅力を再発見します。

※詳細調整中、決定次第ホームページでお知らせします。

定員：30名（先着順）　集合場所：郷土資料館

料金：500円（集合時に申し受けます）

申込：8/24（火）から9/9（木）の間に電話またはご来館で

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   7-9

施設

案内

施設

案内

展示状況

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（011-898-0456）

大麻
高砂

野幌

国道12号線

森林公園

新札幌

厚別

江別

野幌森林公園

❸❸
❹❹❺❺

❻❻
❼❼
❽❽

❶❶

❷❷❾❾1010

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

「ガリ版カリカリ印刷体験」　8/1（日）、8/9（月)①１０:３０～１２:００、②１３:３０～１５:００　募集開始：7/2（金）から9：00 ～ 17:00　申込：Tel.011-898-2692　対象：小学生以上、各回4名(先着)　

「木型でストラップづくり」8/14（土）、8/15（日)①１０:００　②１１:００　③１３:００　④１４:００　募集開始：7/15（木）から9：00 ～ 17:00　申込：Tel.011-898-2692　対象：小学生以上、各回2名(先着)

自然観察会「秋の花でにぎわう森を歩こう」9/5（日）　10:00 ～ 11:00　募集開始：8/6（金）から9：00 ～ 17:00　申込：Tel.011-386-5832、対象：どなたでも、30名(先着)

親子観察会「はじめての虫さがし　秋」9/11（土）　①10:00～11:30　②13:30～15:00　募集開始：8/12（木）から9：00～17:00　申込：Tel.011-386-5832、対象：小学生のお子様がいる親子、10名(先着)

募集

申込

■申込専用　Tel. 011-898-0500　受付9:30 ～ 17:00　月曜（祝日の場合は翌平日）と臨時休館中の祝日を除く

（※）いずれも 第7回特別展「あっちこっち湿地～自然と歴史をめぐる旅～」（7月中旬～ 9/20） 関連行事です。

募集

開始

募集

開始

7/25（日）　10:00 ～ 11:30

交流館周辺の草原にはどんな虫がいるかな？虫に興味を持

ち始めたお子様向けの親子観察会です。

自然ふれあい交流館

Tel.011-386-5832、小学生のお子様がいる親子10名（先着）

6月26日より電話受付

7/18（日）　13：30 ～ 15：30

サハリンは湿地の宝庫。湿地と渡り鳥について、そして先

住民の植物利用についてお話しします。

6/19（土）から　80名(先着)

やや大人向け(小学生以下は保護者同伴）

8/29（日）　13：30 ～ 15：30　（中止）

ウトナイ湖とその周辺で見られる野鳥や自然環境の変化に

ついてお話しします。

中村聡氏（日本野鳥の会 ウトナイ湖サンクチュアリ）・

江崎逸郎氏（苫小牧市美術博物館）

7/30（金）から　80名(先着)

やや大人向け(小学生以下は保護者同伴）

7/21（水）～ 8月中旬　10：00 ～ 16：00

蚕の飼育展示を通して、かつては道内でも養蚕が盛んに営

まれていた当時の様子を紹介します。

北海道開拓の村内　　　

不要、当日会場へ

開拓の村入場料のみ

8/28（土）・29（日）14:00 ～ 18:00

年に一度の星のお祭り！

サッポロさとらんどの広い会場で、星に関するゲームやク

イズラリーなど楽しい企画を楽しもう。

サッポロさとらんど交流館(札幌市東区丘珠町519-1)

無料　※事前申し込み不要、直接会場へ

科学館職員による楽しい実験ショーを動画で楽しもう。

https://www.youtube.com/watch?v=mZA0idTDQ0M

YouTubeで公開しています。

■日時

■内容

■場所

■申込

■日時

■内容

■申込

■対象　

■日時

■内容

■講師 

■申込

■対象

■日時

■内容

■場所

■申込

■料金

■日時

■内容

■場所

■料金

■内容

■備考

親子観察会 「はじめての虫さがし　夏」

サハリンの湿地・鳥・人　（※） ウトナイ湖・勇払原野の野鳥と自然　（※）

蚕の飼育展示

さっぽろ星まつり2021 ぱぉーんてしまのサイエンスショー

7月のおすすめ行事

7月のおすすめ行事 8月のおすすめ行事

７月のおすすめ行事

8月のおすすめ行事 おうちで動画を楽しもう！

8/7 （土）　10:00 ～ 11:30

歩道脇にある枯れた落ち葉の下にはどんな生き物がいるのでしょ

う。 落ち葉をめくって虫をさがそう！

自然ふれあい交流館

Tel.011-386-5832、小学生のお子様がいる親子10名（先着）

7月8日より電話受付

■日時

■内容

■場所

■申込

親子観察会 「落ち葉の下の生き物をさがそう」

８月のおすすめ行事

7/24（土）～８/15（日）　9：00 ～ 17:00

運動が苦手という人でも楽しめるようゲーム感覚でスポー

ツを体感できるコンテンツが盛りだくさん！　

展示室　　

中学生以下無料、大人７００円

※事前申し込み不要、直接会場へ

■日時

■内容

■場所

■料金

夏の特別展 「夏の大運脳会～スポーツは科学だ～」

７月のおすすめ行事

8/7（土）～ 8/8（日）　10：00 ～ 16：00　（中止）

北海道の七夕は8月が主流。短冊にねがいを書いて、柳の

木に飾ろう。

北海道開拓の村内　　　

不要、当日会場へ

開拓の村入場料のみ

■日時

■内容

■場所

■申込

■料金

年中行事 「端午の節句」

8月のおすすめ行事

■日時

■内容

■場所

■申込

■料金

特別展 「ハンとカタ」

９月のおすすめ行事

～ 9/26(日)まで 　9:00 ～ 17:00

昔も今も暮らしの中にある「版・判」「型」。技術、道具の

変化について紹介します。

北海道開拓の村　ビジターセンター　　　

不要、当日会場へ

開拓の村入場料のみ

7/17（土）～8/22（日）10：00～18：00（入館は17：30まで）

中国から日本に渡来して、500年以上の歴史がある金魚た

ちの魅力を紹介いたします。

■日時

■内容

金魚展２０２１

8月からのお知らせ

9/12（日）　13：30 ～ 15：30

北海道の湿原の成り立ちや特徴を説明し、失われつつある

石狩湿原や静狩湿原の変遷についてもご紹介します。

冨士田裕子氏（北海道大学植物園 園長）

8/13（金）から　80名(先着)

大人向け

■日時

■内容

■講師　

■申込

■対象　

湿原の自然誌と変遷　（※）

9月のおすすめ行事

10：00開館～１８：００閉館

引き続き感染防止につとめ、皆さんのお越しをお待ちして

おります。館内では、マスク着用手指の消毒等にご協力を

お願いいたします。

館内でのイベント等については現在中止しております

■時間

■内容

■備考

　　　６/２１ （月） より営業再開

7月のおすすめ行事

8/21 （土） ～ 10/３ （日）　9:00 ～ 17:00

夏から秋にかけて、 様々なトンボか飛び交います。 トンボに見立

てたやじろべえを作ってみよう！ （10月は開催時間が9:30 ～

16:30となります）

自然ふれあい交流館

不要、当日会場へ  対象：となたでも

■日時

■内容

■場所

■申込

もりの工作コーナー 「トンボのやじろべえ」

8 ～ 10月のおすすめ行事

8 月 31 日まで臨時休館

6月 22 日から開館

8月 31 日まで臨時休館

6月 21 日から開館

7月 13 日から開館

アザラシ　すず２才


