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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！

Pick

❶

up!

「かるちゃるnet（文化施設連絡協議会）
」は、

おすすめイベント情報

江別市郷土資料館

6月のおすすめ行事

施設外観

展示状況

募集
開始

❸

6/23（木）9：00 ～ 12：00
江別市郷土資料館を起点に、江別地区の史跡などを散策し
ながら、郷土の歴史を学ぶ体験型イベントです。
定員：30人 集合場所：江別市郷土資料館
申込期間：6/7（火）～ 6/21（火）
申込み：電話（☎385-6466）にて。

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。

江別市セラミックアートセンター

江別市西野幌114-5 TEL: 011-385-1004

４月のおすすめ行事

ゴールデンウィーク陶芸体験
■日時
■内容
■備考

博物館や水族館・図書館などのネットワークです。

再発見・江別探訪 （ウォーキング）

■備考

❷

新札幌から江別市にかけてのエリアにある

江別市緑町西1-38 TEL: 011-385-6466

■日時
■内容

施設
案内

月号

4/29（金・祝） 10：00 ～ 12：00
カラー粘土で模様をつけ、型でサラダボウルを作ります。
対象：小学生以上（小学校3年生以下は保護者同伴）
定員：20名 料金：800円
申込：4/15(金)から受付開始、電話(011-385-1004)または
センター受付にて直接。

５月のおすすめ行事
親子で板作りのお皿を作ろう！
■日時
■内容
■備考

5/15（日） 10：00 ～ 12：00
粘土を板状にのばし、縁を立ち上げてお皿を作ります。
対象：未就学児～小学生とその保護者
定員：16名 料金：800円
申込：5/1(日)から受付開始、電話(011-385-1004)またはセン
ター受付にて直接。

◆星空観察会 ①4/9（土）19：00 ～ 20：00 ②5/7（土）20：00 ～ 21：00 ③6/11（土）20：00 ～ 21：00

６月のおすすめ行事
陶芸・絵付け体験
■日時
■内容

■備考

6/19（日） 10：00 ～ 12：00
陶芸体験では、粘土500ｇを使ってマグカップやお皿などを作
ります。絵付け体験は、素焼きの器に専用の絵の具で自由に模
様を付けます。
対象：小学生以上（小学校3年生以下は保護者同伴）定員：20名
料金：陶芸800円、絵付け900円 申込：6/5(日)から受付開始、
電話(011-385-1004)またはセンター受付にて直接。

募集開始：①4/1（金）
②4/23（土）
③6/1（水）対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）定員：各日20名 料金：無料 申込：電話(011-385-1004)またはセンター受付にて直接

◆夏の親子陶芸体験～丸皿を作ろう！～ ①7/2（土）10：00 ～ 12：00 ②7/3（日）10：00 ～ 12：00 募集開始：①②ともに6/18(土) 対象：小学生とその保護者 定員：各日20名 料金：800円 申込：電話(011-385-1004)またはセンター受付にて直接

北海道立図書館
４月のおすすめ行事

江別市文京台東町41 TEL: 011-386-8521

４～６月のおすすめ行事

４～５月のおすすめ行事

展示 「トラの絵本 ～ネコもいっしょに～」

展示 「心と体を整える」

展示 「さあ 野球だ！」

■日時 2/26（土）～ 4/27（水）
■内容 寅年にちなみ、トラが出てくる絵本を集めました。怖いト
ラ、強いトラ、やさしいトラ･･･。そして、トラはネコ科の動
物です。トラの絵本は意外と冊数が少なかったので、ネコ
の絵本も一緒に並べてみました。あわせてお楽しみくださ
い。
■場所 １階 えほんコーナー

■日時 4/1（金）～ 5/29（日）
■内容 少しずつ暖かくなり、ようやく春めいた日が増えて来まし
た。でも、季節の変わり目で激しい寒暖差による体への負
担や新しい環境での心の疲労など、体調を崩しやすい時期
でもあります。そんな今の季節に、心と体を整えるきっか
けとなるような本を集めました。ぜひご覧ください。
■場所 ２階 一般資料閲覧室

■日時 4/1（金）～ 6/29（水）
■内容 今年も野球シーズンが開幕します。新庄剛志新監督のもと、
期待がふくらむ北海道日本ハムファイターズ。そんなファ
イターズの北海道での歩みを、図書資料を中心に振り返り
ます。
■場所 ２階 北方資料展示コーナー

お知
らせ

❹

◆4月から電子図書館を開始しました。紀伊國屋書店学術電子図書館「KinoDen」を導入し、約3,000冊の電子書籍をお持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット等からいつでもど
こからでも読むことができます。電子図書館のご利用には、当館の利用者カードが必要です。詳しくは、当館ホームページをご覧ください。

北海道立文書館
４月のおすすめ行事

江別市文京台東町 41-1 TEL: 011-388-3001

５月のおすすめ行事

６月のおすすめ行事

北海道立文書館で閲覧できる資料展 第４回

古文書解読講座 入門

■日時 4/5（火）～ 6/29（水）
■内容 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４回です。今回のテーマは旧記です。近世から明治の
初期の北海道の姿を記録した旧記からいくつか紹介しま
す。
■備考 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 6/19（日） 13:30 ～ 15:40
■日時 5/22（日） 13:30 ～ 15:20
■内容 古文書解読の学習を始めてみたい方向けの講座です。古文 ■内容 古文書解読の基礎知識はひととおり学んだ方向けの講座で
す。当館所蔵の箱館奉行所文書・開拓使文書などをテキス
書解読の基礎知識をひととおり学びます。
トとし、実際に読むことに挑戦します。
■備考 場所：北海道立図書館研修室
■備考 場所：北海道立図書館研修室

施設
案内

❺

古文書解読講座 初級

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。

北海道立埋蔵文化財センター
４～５月のおすすめ行事

江別市西野幌685-1 TEL: 011-386-3231

４月のおすすめ行事

５月のおすすめ行事

（公財） 北海道埋蔵文化財センター
発掘調査成果展

（公財） 北海道埋蔵文化財センター
発掘調査報告会

「縄文から弥生へ１」 「弥生文化とは何か」

■日時 3/26（土）～ 5/29（日） 9:30 ～ 16：30
■内容 （公財）北海道埋蔵文化財センターが令和3年度に発掘調査
した成果を展示します。
■備考 入館：無料

■日時 4/16（土）13:30 ～ 16:00
■内容 （公財）北海道埋蔵文化財センターが令和3年度に発掘調査
した成果を報告し、展示解説します。
■講師 公益財団法人北海道埋蔵文化財センター職員
■備考 参加：無料 定員：66名
申込：3/16（水）から電話（011-386-3231）で受付開始。

■日時
■内容

施設
案内

■講師
■備考

5/21（土）13:30 ～ 15:30
縄文時代から弥生時代への移行、特に弥生文化の特色を調
査事例に基づく近年の研究成果から説明していく。
藤尾 慎一郎 氏（国立歴史民俗博物館教授）
参加：無料 定員：66名
申込：4/21（木）から電話（011-386-3231）で受付開始。

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、令和4年度から令和8年度まで、5期目5年間、指定管理者として管理運営を行っています。

❻

野幌森林公園自然ふれあい交流館

５月のおすすめ行事

自然観察会 「春の花を見つけよう」
■日時
■内容
■備考

募集
開始

❼

江別市西野幌685-1 TEL: 011-386-5832

４月のおすすめ行事

６月のおすすめ行事

自然観察会 「春のありがとう観察会」

4/21(木) 10:00 ～ 11:00
■日時
春を待ちかねたように、森の中の植物たちが一斉に花開く ■内容
早春の野幌森林公園を一緒に散策しませんか？
料金：無料 申込：3/22より
■備考
定員：30名
持物：雨具

自然観察会 「森の新緑観察会」

5/14 （土） 10:00 ～ 11:00
■日時
森への感謝の気持ちをこめ園内のごみを拾いながら、 鳥のさえ ■内容
ずりや遊歩道わきの花々を楽しみませんか？
料金：無料 申込：4/15より
■備考
定員：30名
持物：雨具

6/9 （木） 10:00 ～ 11:00
木々も芽吹き、 森はパステルカラーに染まります。 一緒に新緑
の森を歩きませんか？
料金：無料 申込：5/10より
定員：30名
持物：雨具

◆もりの講演会「植物の見どころを教えます」 日時：5/28（土） 10:00 ～ 11:00 募集開始：4/29（金） 料金：無料 定員：10名（先着順）
◆ボランティア・レンジャー育成研修会6/25（土）
、6/26（日） 募集開始：4/1（金）料金：無料 定員：15名（先着順・2日間通して参加できる18歳以上の方）

北海道博物館

札幌市厚別区厚別町小野幌 53-2 TEL: 011-898-0466

４月のおすすめ行事

６月のおすすめ行事

５月のおすすめ行事

学芸員が語る！第19回企画テーマ展の見どころ

じっくり聴こう！アイヌの音楽

北海道の林業と建築の道具
―スケッチをしてみよう！―

■日時
■内容

■日時
■内容

■日時
■内容

■申込
■対象

申込
専用

❽

4/16（土）13：30 ～ 15：30
第19回企画テーマ展「アンモナイトと生きる-50年の歩み
とこれから-」を担当した３名の学芸員が、見どころや制作
秘話などを交えてお話します。
3/17（木）から 80名（先着）
どなたでも

Tel. 011-898-0500 受付9:30 ～ 17:00

■備考

募集
開始

❾

■申込
■対象

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

５月のおすすめ行事

４月のおすすめ行事

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

４月のおすすめ行事

４～５月からのお知らせ

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。

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

４～５月のおすすめ行事

５月のおすすめ行事

■日時

■日時

施設
案内

コツメカワウソ展示再開！

4/29（金）～5/8（日） 10:00～18:30（入館は18：00まで）
当館は4/29に開館40周年を迎えることになります。今ま ■日時 4/1 ～ 9/30（夏時間）10：00 ～ 18：30となります。
（入館は18：00まで）
でも、そしてこれからも皆さまに愛される水族館として努
■内容 3月下旬に埼玉県の動物園からコツメカワウソ（オス）の3
力してまいります。
兄弟がやってきました！皆さん仲良くしてあげてください
期間中毎日先着100名のお子様に第2弾オリジナルクリア
ね！
ファイルをプレゼント！

天文ボランティア養成講座

■備考

４～６月からのお知らせ

開館 40 周年記念 「GW 特別展」
■日時
■内容

小中学生のGW工作会 「動く！恐竜キングダム」
■内容

伝統遊具づくり

4/29（金）～ 5/5（木） 9:00 ～ 16:00
■日時 毎日
期間中は大道芸や畳などの職人の実演の他、兜づくり、大 ■内容 毎日無料で作ることができる「伝統遊具づくり」
。月ごとに
工さんのしごと体験など様々なイベントを開催。
プログラムが変わります。4月：紙の起き上がり小法師、
料金：開拓の村入場料
5月：ぶんぶんゴマ、6月：風車
開催イベントや時間については、開拓の村ホームページを ■備考 場所：体験学習棟
ご覧ください。
料金：開拓の村入場料
混雑時はお待ちいただく場合があります。

◆学芸員とむらの建物探訪 ①
「学び舎」
、
②
「徳島県人の入植と藍」 日時：①：5/21
（土）
10:30～11:30 ②：6/25
（土）
10:30～11:30 募集開始：①：4/22
（金）
、
②5/26
（木） 料金：開拓の村入場料 定員：5名
（先着順）
◆農作業体験 日程：5月上旬より 募集開始：4/12（火）料金：1,000円 定員：5家族（先着順・小学生がいる家族）ジャガイモ、リンゴの2つのプログラムをお選びください。

■日時 ～ 4/10（日）まで 10:00 ～ 18:30（入館は18：00まで）
■内容 「水中の春」をテーマに花の名前や春をイメージさせるよ
うな魚や水中の生きものたちを紹介します。
■備考 期間中毎日先着100名のお子様にオリジナルクリアファイ ■備考
ルをプレゼント！

❿

４～６月のおすすめ行事

開拓の村ＧＷイベント 「春 ・ むら ・ ロマン」

■日時
4/16(土)予定～ 11月まで毎日
国内唯一の馬車鉄道にのって車窓から流れる開拓期の風景 ■内容
をお楽しみください。
乗車料：大人250円、小人100円（別途、開拓の村入場料が ■備考
必要）
。荒天時運休の場合有。

開館 40 周年春休み特別展
「水中の春み～つけた！」

施設
案内

■申込
■対象

6/12（日）13：30 ～ 15：30
のこ、金槌、なたなどの使い方をスライドや映像で学習。
後半は、道具を観察して鉛筆でスケッチしましょう。
5/13（金）から 20名（先着）
どなたでも

※月曜（祝日の場合は翌平日）と臨時休館中の祝日を除く。

馬車鉄道の運行
■日時
■内容

5/29（日）13：30 ～ 15：30
アイヌ音楽のいくつかのジャンルをとりあげ、じっくり聴
く講座。旋律のしくみを意識して聴くことで新たな発見が
あるかも？
4/30（土）から 80名（先着）
大人向け

４/29(金・祝) ～５/１㈰、５/３(火・祝) ～５/５（木・祝）
各日２回開催（①10:50 ～ ②13:10 ～）
作って楽しい！遊んで楽しい科学館の工作室。ここでしか作れ
ない工作には、動くしかけや工夫が盛りだくさんです。
場所：１階工作室 料金 300円
申込：当日開館から受け付け 多数時抽選
対象：小中学生 各回６名 詳細はHPでご確認ください。

■内容

■備考

６月のおすすめ行事
天文台夜間公開

５/15（日）～６/26（日） ※６/５を除く毎週日曜 全６回
■日程
18:30 ～ 20:30
天体観望の初歩的な手法や星空の案内方法などを取り上げた天 ■内容
文指導の基礎講座です。望遠鏡を使って星の魅力を伝える語り
手になってみませんか？
■備考
申込：HP、FAX、往復はがきで申し込み。締切：４/30（土）必着。
料金：3,000円 対象：18歳以上 定員：20名 詳細はHPで。

①6/10（金）～ 6/12（日）
②6/24（金）～ 6/26日（日）20:00 ～
22:00
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
季節の星を観望します。
場所：札幌市天文台（中島公園）
申込：5月15日より電話申し込み Tel.011-892-5004
定員：各日20組(先着) 料金：無料

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。

◎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。
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