
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

◆陶器のミニクリスマスツリーをつくろう　10/31(日)　10：00 ～ 12：30　料金：1,200円(LEDライト1個462円で別途購入可)　申込：10/17(日)　定員：15名　対象：小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)　Tel.011-385-1004、9：00 ～ 17:00         

◆冬の親子陶芸体験～スープカップを作ろう！～　①12/4(土)、②12/5(日)※①②のどちらか10：00 ～ 12：00　料金：700円　申込：11/20(土)  　定員：各日15名　対象：小学生親子　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。

10/5(火) ～ 10/17（日）　10：00 ～ 16:00

昭和から平成へと続く人々の日常を表現した人形展です。

・観覧料：一般500円、高大生300円、小中生100円（身障者

手帳等をお持ちの方は各料金の半額）

7/10（土）から10/31（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

11/13（土）13:30 ～ 15:30

親子でガラス玉づくりに挑戦できます。

瀬下　直人（遠軽町埋蔵文化財センター）

参加：無料　定員：20名

申込：10/13（水）から電話で受付開始。　

11/27（土）　13:30 ～ 15:30

漆塗り櫛の復元模型に挑戦します。

坂本　尚史（当財団主査）

参加：無料　定員：20名　

申込：10/27（水）から電話で受付開始　

9/1（水）～ 10/28（木）

芸術の秋。絵画を鑑賞するように、美しい絵に注目して絵

本を堪能してみませんか。文字がなく絵だけの絵本や、名

画を紹介する絵本、絵の作者ごとに並べたコーナーなど、

絵が魅力的な絵本をご紹介します。めくるめく絵の世界を

ぜひお楽しみください。

１階　えほんコーナー

9/15（水）～ 11/7（日）

道立図書館では、近年、道立近代美術館の特設コーナーで、

美術館の展覧会に連動した蔵書紹介を実施してきました

が、今回は、スペースの関係で道立図書館内で行なうもの

です。

２階　一般資料閲覧室

■日時

■内容

■備考　

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■講師

■備考

■日時

■内容

■講師

■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』

親子ガラス玉づくり教室 「縄文人に挑戦」

10月のおすすめ行事

７～１０月のおすすめ行事 11月のおすすめ行事 11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。

宮竹眞澄・創作人形展

11/6（土）～ 11/21(日)　9：30 ～ 17:00

市内中学校・高校の美術部員が制作した、若々しい感性に満ち

た絵画などの美術作品を展示します。

観覧料：無料

※11/6(土)は13：30開場

※最終入館は16：30まで

■日時

■内容

■備考

第7回江別市中学高校美術部作品展

11月のおすすめ行事

10月のおすすめ行事 １０・11月のおすすめ行事

展示 「アートなえほん」 特設展示 「本で楽しむ正倉院」

12/4（土）～ 2/13(日)　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。

観覧料：無料

※最終入館は16：30まで

■日時

■内容

■備考

えべつFUROSIKIフェスティバル2021
～風呂敷デザインコンテスト～

12月のおすすめ行事

10/29（金）13:20 ～ 14:50

ルーツ探しのためしばしば利用される国有未開地処分法完

結文書について、概要と検索の仕方について案内する講座

です。

場所：文書館閲覧室・書庫　講師：文書館職員

申込：電話011－388－3002対象：大人向け(大学生以上)

■日時

■内容

■備考

文書館利用講座 「国有未開地処分法完結文書」
のさがし方

10月のおすすめ行事

10/17（日）　13:30 ～ 15:40

幕末・明治前期の文書をテキストとして古文書の解読と解

説をするとともに、文書の様式や背景についても解説を加

える講座です。

場所：図書館研修室　　講師：文書館職員

申込：定員につき締め切りました。

対象：大人向け(高校生以上)

■日時

■内容

■備考

古文書解読講座 （初級）

10月のおすすめ行事

10/1（金）～ 11/28（日）

新型コロナウイルス感染症により働き方が大きく変化して

います。テレワークなど新型コロナウイルスと共存・共生

するウィズコロナ時代の働き方を考える本を展示します。

２階　一般資料閲覧室

■日時

■内容

■場所

１０・11月のおすすめ行事
展示 「変わる！？変える！ウィズコロナ時代の働き方」

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   10-12

施設

案内

施設

案内

外観

再発見 ・

江別探訪　

野幌屯田

（R2_6_25)展示状況施設外観



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）
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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
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募集

申込

※は、第18回企画テーマ展「アイヌのくらし」関連行事である連続講座（全6回）の1回目（10/17）と3回目（11/7）。

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

新型コロナウイルス感染症などの状況に応じてイベントの中止や内容の変更、入館制限を行う場合があります。

ご来館前にホームページでご確認をお願いします。

お知

らせ

10/9（土）～ 11/28（日）　9:30 ～ 16:30

どんぐりを使ってコマを作ろう！

自然ふれあい交流館

不要、当日会場へ

どなたでも

10/16（土）～ 12/12（日）9:30 ～ 16:30
激しく移り変わる時代のなか、今日までその歴史をつないできた日本の先住

民族アイヌ。時代や地域、作成者や使用者が明らかな「モノ」を起点として、

その背後にあった人びとの暮らしを紹介します。約350点を展示。

■会　場　特別展示室（2階）　■観覧料　無料

■会期中の休館日　月曜日

10/17（日）　13：30 ～ 15:30

北海道大学アイヌ・先住民研究センターの北原次郎太さん

を迎え、「アイヌ文化を見る目」をテーマにお話しいただき

ます。

9/18（土）から　80名(先着)

大人向け(中学生以上)

～ 10/31(日)まで 　9:00 ～ 16:30

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

11/19（金） 17:00 ～ 20:00

おうちで部分月食を見よう！ 11月19日に起こる部分月食を科

学館からyoutubeを用いてインターネット中継します。　※悪天

候時は中止配信も動画配信サイトYouTubeで行います。

パソコンやスマートフォンで、下記のURLからご覧ください。

「YouTubeチャンネル／札幌市青少年科学館・札幌市天文台」

https://www.youtube.com/channel/UCJ9rp_ROat5GeNLJYG2QR_g

10月～ 3/31まで

星をつないでオリジナル星座を作ったり、屋上のアンテナ

からビームを出してみたり…

大人も楽しめるぬり絵を期間限定で公開します。

【公開期間】１０/１～３/３１

科学館ホームページからダウンロードし印刷してご利用く

ださい。

■日時

■内容

■場所

■申込

■対象

■日時

■内容

■備考　

■日時

■内容

■申込

■対象

■日時

■内容

■場所

■申込

■料金

■日時

■内容

■備考

■日程

■内容

■備考

もりの工作コーナー 「どんぐりゴマ」

第18回企画テーマ展・令和3年度アイヌ工芸品展
「アイヌのくらし―時代・地域・さまざまな姿」

「アイヌ文化を見る目」　※

特別展 「ハンとカタ」

オンライン観望会　部分月食インターネット中継 科学館４０周年記念ぬりえ 「自分だけの星空をつくろう」

10・11月のおすすめ行事

10 ～ 12月のおすすめ行事 10月のおすすめ行事

10月のおすすめ行事

11月のおすすめ行事 その他のおすすめ行事

11/7 （日） 10:00 ～ 11:00

公園の遊歩道わきに落ちているゴミを拾いながら晩秋の森を観

察します。

自然ふれあい交流館

10月8日より電話受付

どなたでも　先着30名

■日時

■内容

■場所

■申込

■対象

自然観察会 「秋のありがとう観察会」

11月のおすすめ行事

10/1（金）～ 11/28（日）9：30 ～ 16：30

館内のあちこちに置かれた科学館の歴史写真パネルを探し

て、スマホでクイズに挑戦してみよう。　

展示室、ロビー

大人　700円、　中学生以下無料

参加方法：当日直接会場へ

■日時

■内容

■場所

■料金

科学館４０周年イベント
科学館横断タイムトラベルクイズ

10月のおすすめ行事

～ 11/30(火)まで　ダイヤ制

国内唯一の馬車鉄道の運行は、今シーズンは11月末まで。

　　

北海道開拓の村内　

不要、当日会場へ

乗車料金の他に開拓の村入場料

■日時

■内容

■場所

■申込

■料金

馬車鉄道の運行

10・11月のおすすめ行事

■日時

■内容

■場所

■申込

■料金

伝統遊具づくり

10 ～ 12月のおすすめ行事

毎日

懐かしい遊具を無料で作ることができます。

10月：落下傘、11月：やじろべえ、12月：福笑い

北海道開拓の村　体験学習棟　　　

不要、当日会場へ

開拓の村入場料のみ

11/1（月）～12/25（土）10：00～18：00（入館は17：30まで）

デンキウナギが発電すると水槽内のクリスマスツリーのイ

ルミネーションが点灯します。

■日時

■内容

デンキウナギのクリスマスツリー

11月からのお知らせ

11/7（日）　13：30 ～ 15:30

アイヌ民族の工芸品に期待された社会的・経済的機能の意

義などについて、北海道大学の谷本晃久さんを迎えてお話

しいただきます。

10/8（金）から　80名(先着)

大人向け(中学生以上)

■日時

■内容

　

■申込

■対象　

「名工の誕生：アイヌ工芸品に込められたメッセー
ジ」　※

１1月のおすすめ行事

～ 10/17（日）まで  10：00 ～ 18：00（入館は17：30まで）

体形も生態も普通の魚には見られないちょっと変わった仲

間たちを紹介します。

10月より営業時間が変わります。

10：00 ～ 18：00（入館は17：30まで）　　

■日時

■内容

■備考

秋の特別展 「へんてこりんな魚たち」

10月のおすすめ行事

12/4 （土） ～ 12/26 （日）　9:30 ～ 16:30

松ぼっくりでミニクリスマスツリーを作ってみよう！

自然ふれあい交流館

不要、当日会場へ　

どなたでも

■日時

■内容

■場所

■申込

■対象

もりの工作コーナー
「松ぼっくりのクリスマスツリーづくり」

12月のおすすめ行事

現在、館内イベ

ントは、マリン

スタッフによる

餌やりのみ実施

しております。

（土・日・祝）


