
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

◆ふるさと歴史講座　2/26(土)13：30 ～ 15：30　申込：2/4(金) ～ 2/25日(金)　Tel.011-385-6466、9：00 ～ 17:00　定員：40名（先着）　受講無料。    

募集

開始

施設

案内

◆陶芸・絵付け体験  ①1/23(日)10：00 ～ 12：00　②2/20(日)10：00 ～ 12：00  ③3/20(日)10：00 ～ 12：00  料金：陶芸700円、絵付け800円   申込：①1/9(日)  ②2/6(日)  ③3/6(日)  Tel.011-385-1004、9：00 ～ 17:00   定員：15名    対象：小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)         

◆星空観察会   ①1/22(土)19：00 ～ 20：00   ②2/5(土)19：00 ～ 20：00   ③3/12(土)19：00 ～ 20：00    申込：①1/8(土)   ②1/22(土)    ③3/1(火)  Tel.011-385-1004、9：00 ～ 17:00  定員：15名     対象：小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)       

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。

お知

らせ

◆蔵書点検にともなう臨時休館　蔵書点検のため、令和４年３月１日（火）～３月８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。開館後の対応となります。    ※新型コロナウイルス感染症対策等のため、日程が変更になる場合があります。

開催中～ 2/11(金・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。

12/4（土）から2/27（日）　9:30 ～ 16：30

北海道遺跡からよくみつかるカエデ属やシナノキ樹属、ト

ネリコ属など、６つの木製遺物と、樹種の木の標本を展示

して、遺物の紹介とともに木の生態も説明します。

入館：無料

1/22（土）13:30 ～ 15:30

北海道における草創期の様相、さらに旧石器時代から縄文

時代への変遷を語る講座。

山原　敏朗（帯広百年記念館長）

参加：無料　定員：66名

申込：12/22（水）から電話で受付開始。　

3/19（土）　13:30 ～ 15:30

土器付着物、通称「おこげ」の自然科学的分析を進めてい

る講師が語る、当時の人々の食生活。

國木田　大（北海道大学文学部考古学研究室准教授）

参加：無料　定員：20名　

申込：2/19（土）から電話で受付開始　

　

　　　～ 1/27（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。

場所：２階　一般資料閲覧室

　　　～ 1/27（木）

道内のいろいろな市町村で発行している「ふるさと絵本」。

その地域の歴史や伝承を、楽しい挿絵とともに楽しめます。

そんな「ふるさと絵本」が大集合。1月27日まで。

２階　北方資料展示コーナー

■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

北海道遺跡百選14　　『森と人』 展 「縄文文化はじまりの考古学５」
「北海道の縄文時代草創期」

「縄文文化はじまりの考古学６」
「北東アジアにおける土器出現期の年代と食性分析」

1 ～ 2月のおすすめ行事

1 ～ 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41-1　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2021
～風呂敷デザインコンテスト～

2/11（金・祝）　13：30 ～ 15：30

FUROSIKIフェスの人気投票の結果発表・表彰式のほか、風呂敷の

結び方を学ぶワークショップを開催。

申込：Tel.011-385-1004、9：00 ～ 17:00

募集開始日：2月1日(火)　定員：60名(事前予約制)

料金：無料

■日時

■内容

■備考

風呂敷オンステージ

2月のおすすめ行事

1月のおすすめ行事 1月のおすすめ行事

展示 「科学道１００冊」 展示 「ふるさと絵本の世界へようこそ」

2/26（土）～ 3/21(月・祝)　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

2 ～ 3月のおすすめ行事

1/28（金）　13:20 ～ 14:50

北海道立文書館所蔵の箱館奉行所文書について、その概要

や目録等を利用した検索方法を解説する講座です。

場所：文書館閲覧室

■日時

■内容

■備考

文書館利用講座　第2回　
箱館奉行所文書のさがし方

1月のおすすめ行事

開催中～ 1/27（木）　9：00 ～ 17：00

北海道立文書館で閲覧できる資料を、簡単に紹介する展示

の第２回です。今回は、明治初期の「開拓使」の文書につい

て紹介しています。

場所：展示コーナー（文書館２階・閲覧室入口横）

開館中はご自由にご覧いただけます。

■日時

■内容

■備考

北海道立文書館で閲覧できる資料展　第２回

1月のおすすめ行事

1/4（火）～ 2/24（木）

荷物を運んだり、町をきれいにしたり、人を助けたり…。

わたしたちの周りで活躍しているさまざまな車について調

べる本や図鑑、はたらく車がテーマのお話や絵本などをた

くさん集めました。

１階　えほんコーナー

■日時

■内容

■場所

１・2月のおすすめ行事
展示 「はたらく車、 大集合！」

2022謝陶の集い　第22回工房利用者作品展

1/29（土）～ 3/30（水） 9：00 ～ 17：00

北海道立文書館で閲覧できる資料を、簡単に紹介する展示

の第３回です。前回に引き続き、明治初期の「開拓使」の文

書について紹介します。

場所：展示コーナー（文書館２階・閲覧室入口横）

開館中はご自由にご覧いただけます。

■日時

■内容

■備考

北海道立文書館で閲覧できる資料展　第３回

２・３月のおすすめ行事

2/26（土）　13：30 ～ 15：30

2021年７月に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北

の縄文遺跡群」のお話をします。

講師：長沼　孝（（公財）北海道埋蔵文化財センター理事長）

場所：野幌公民館

詳細・変更は、当館HPでお知らせします。

■日時

■内容

■備考

ふるさと歴史講座

2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
!

2022   1-3

施設

案内

募集

開始

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）

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
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11月にケープペンギンの赤ちゃんが生まれました。

元気に育ちますように！

1/4（火）～ 2/13（日）　9：30 ～ 16:30

森に生息するモモンガのように滑空するグライダーを作っ

てみよう！

自然ふれあい交流館

予約不要：当日会場へ　

無料

1/16（日）　13：30 ～ 15：30

４回連続のアイヌ語講座です。アイヌ語の基本的な文法や

特徴を概説します。第2回は2月6日（日）、第3回は2月27日

（日）、第4回は3月20日（日）に開催します。

場所：北海道博物館講堂　講師：遠藤志保・𠮷川佳見

申込：Tel.011-898-0500、40名(先着)

対象：大人向け(中学生以上)

2/19（土）　～ 5/22（日）

北海道化石会発足50周年を記念して、会員自慢・思い出の

化石と、北海道博物館が収蔵する本会会員より寄贈された

化石を特別公開するとともに、化石にまつわるさまざまな

エピソードも紹介します。

入場無料（総合展示は有料）

1/8（土）～ 3月中旬　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7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　各日２回開催

工作講師指導のもと、科学館オリジナルの工作を作りましょう。

工作の題材は月ごとに変わります。

１階工作室　料金　300円程度

当日開館から受け付け　多数時抽選

小中学生　各回６名　詳細はHPでご確認ください。

3/11（金）～ 3/13（日）　　18:00 ～ 20:00

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。３月は、月や冬から春の星座の星

を見ます。

札幌市天文台（中島公園）

2月15日より電話申し込み

Tel.011-892-5004、各日20組(先着)

■日時

■内容

■場所

■申込

■料金

■日時

■内容

　

■備考

■日時

■内容

■料金

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■場所

■申込

■対象

■日程

■内容

■場所

■申込

もりの工作コーナー 「モモンガ☆グライダー」

アイヌ語講座　文法の基礎①～④ 第19回企画テーマ展・北海道化石会発足50周年記念
展 「アンモナイトと生きる－50年の歩みとこれから－」

冬の生活体験

科学館の工作室 札幌市天文台夜間公開

1・2月のおすすめ行事

1月のおすすめ行事 2 ～ 5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 3月のおすすめ行事

2/19 （土） ～ 3/31 （木）

ゆらゆら揺れるモビールを作ってみよう！うまくバランスがとれる

かな？

自然ふれあい交流館

予約不要：当日会場へ

無料

■日時

■内容

■場所

■申込

■料金

もりの工作コーナー 「ミニモビール」

2・3月のおすすめ行事

1/5（水）～ 1/23（日）　9：30 ～ 16：30

忍者になって、科学だらけの忍者屋敷に侵入！科学のチカ

ラをつかって、屋敷に隠された「書」を見つけよう。

特別展示室　　

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

2022 ！さいゑんす忍者展

1月のおすすめ行事

2/19（土）～ 3/21（月）

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7日を除く毎週月曜（祝日の場合は翌日休み）

■日時

■内容

■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

■備考

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（火）～2/14（月）10：00～18：00（入館は17：30まで）

バレンタインデーにちなんだ「チョコやハート」の名前や

体形、体色をした魚たちを集めて紹介します。

■日時

■内容

バレンタイン企画　「バレンタインデーの魚たち」

2月からのお知らせ

3/13（日）　13：30 ～ 15：30

明治期の群馬県と北海道の関わりを、養蚕や製糸業を通し

た交流と団体移住の二つに注目して紹介します。

場所：北海道博物館講堂　講師：山田伸一

申込：Tel.011-898-0500、60名(先着)

対象：大人向け(中学生以上)

■日時

■内容

■備考

　　

史料に読む北海道と群馬県のつながり

3月のおすすめ行事

～ 1/23（日）まで　10：00 ～ 18：00（入館は17：30まで）

魚や水中の生きものたちのすぐれた能力を忍者の「術」に

たとえてたのしく紹介します。

札幌市青少年科学館との「忍者」をテーマにしたコラボ企

画です。

■日時

■内容

■備考

新春特別展　ただいま参上！ 「水中の忍者たち」

1月のおすすめ行事

毎日

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

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）

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。

施設

案内

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。

施設

案内

森のちゃれんが・北海道博物館は、北海道の自然・歴史・文化を紹介する北海道立の総合博物館です。自然環境と人とのかかわりや、アイヌ民族の文化、本州から渡ってきた移住者の

くらしなどを調査・研究し、北海道民の貴重な宝である資料を収集・保存し、展示や教育、イベント・事業などを行っています。

施設

案内

札幌市青少年科学館は、科学や科学技術について学べる博物館です。「見て・触れて・考える」をコンセプトにした展示室は科学現象を再現・体験できます。プラネタリウムでは一億個

の星が輝く美しい夜空を楽しむことができます。毎日開催しているサイエンスショーは子どもたちに大人気です。

施設

案内

サンピアザ水族館は、飼育生物の数は約200種、約10,000点。海水魚、淡水魚のほかにペンギン、アザラシ、カワウソな

どを飼育しています。すべて屋内施設で、雨や雪など天候に関係なくご覧いただけます。 

施設

案内


