
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　①7/30（土）19：00 ～ 20：00　②8/13（土）20：00 ～ 21：00　③9/24（土）19：00 ～ 20：00 募集開始：①7/16（土）②8/2（火）③9/10（土）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   ◆耐熱グラタン皿を作ろう！日時：10/2（日）10：00 ～ 13：00　募集開始：9/18(日)対象：小学生以上（小学校3年生以下は保護者同伴）定員：16名　料金：2,000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。

募集

開始

◆アイヌ文化講演会「知里真志保のアイヌ語・文化研究の足跡」　7/31（日）14：00 ～ 16：00　募集中～ 7/26（火）まで　対象：どなたでも　定員：30名（定員になり次第締め切り）　

◆図書館のひみつを探せ！ -子ども向け書庫ツアー 2022-　日時：8/11（祝・木）13：30 ～ 15：00　募集開始：7/12(火) ～ 8/10（水）まで　対象：小学生とその保護者　定員：15名（定員になり次第締め切り）

7/9（土）・10（日）10：00 ～ 12：00 　13：30 ～ 15：30

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：各回

20名　料金：陶芸800円、絵付け900円　申込：7/1(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

7/9（土）～ 9/25（日）　9:30 ～ 16：30

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の普及啓発を行うため、構

成資産の遺跡の特徴、地域、時期における特色について紹

介します。今回は、縄文時代中期をテーマにします。

入館：無料

7/30（土）13:30 ～ 15:30（第１次）

8/6（土）13:30 ～ 15:30（第2次）

土器の模様のヒミツ（第1次）と土器のヒミツ（第2次）を

学び、自由研究にも使えます。

柳瀬　由佳（当財団主査）

参加：無料　定員：20名（第1次、第2次とも）

9/3（土）13:30 ～ 15:30

九州地方の土器や集落遺跡について造詣の深い講師による

近年の調査成果を伺います。

宮地　聡一郎　氏　（九州歴史資料館参事補佐）

参加：無料　定員：66名

申込：8/3（水）から電話（011-386-3231）で受付開始。　

7/1（金）～ 8/30（火）

道立近代美術館内で行う連携展示を、今回は道立図書館内

で行います。古代エジプトの世界を学び、楽しむ図書をセ

レクトしました。ぜひご覧ください。

２階　一般資料閲覧室

7/1（金）～ 8/30（火）

北海道青少年育成協会が中心となり選定した「北海道青少

年のための２００冊」の小学生の部にあたる本８２冊を展

示します。普段の本選びはもちろん、夏休みに読む本を探

す時など、ぜひ手に取ってご覧ください。

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

■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・北東北の縄文遺跡群展 こども考古学教室
まいぶん遺跡探検隊１・２

「縄文から弥生へ２」 
「九州における縄文文化から弥生文化」

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41-1　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。

やきもの市　陶芸・絵付け体験

7/9（土）・10（日）　9:30 ～ 16:30

市内および近郊在住の工芸作家による、木工やガラスなど

の手工芸品の展示販売会です。

場所：セラミックアートセンター 1Fホール

■日時

■内容

■備考

やきもの市協賛・第14回クラフトマーケット

７月のおすすめ行事

7・8月のおすすめ行事 7・8月のおすすめ行事
令和４年度北海道立図書館・北海道立近代美術館連携事業　

第３弾  展示 「ライデン国立古代博物館所蔵　古代エジプト展」
展示 「北海道青少年のための200冊 （小学生の部）」

9/18（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：9/4(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

■日時

■内容

■備考

９月のおすすめ行事

7/29（金）・9/30（金）　13:30 ～ 14:30

文書館及び所蔵資料の概要を説明し、閲覧室に展示した資

料の解説、閲覧室や書庫の見学を行います。

場所：文書館閲覧室、書庫

■日時

■内容

■備考

施設見学会

7月のおすすめ行事

7/1（金）～ 9/29（木）

近年、人との接触が増えているヒグマ。日本最大の猛獣で

あるヒグマと私たちはどのように関わってきたのか。古今

の記録資料や図書などで闘いと共存の歴史を辿ります。

場所：図書館２階　北方資料展示コーナー、

         文書館展示コーナー

■日時

■内容

■備考

令和４年度道立図書館・道立文書館連携展示
『ヒグマ～闘いと共存の歴史』

7 ～ 9月のおすすめ行事

7/1（金）～ 9/29（木）

近年、人との接触が増えているヒグマ。日本最大の猛獣で

あるヒグマと私たちはどのように関わってきたのか。古今

の記録資料や図書などで闘いと共存の歴史を辿ります。

２階　北方資料展示コーナー、

       　北海道立文書館展示コーナー

■日時

■内容

■場所

7 ～ 9月のおすすめ行事

令和４年度道立図書館・道立文書館連携展示
『ヒグマ～闘いと共存の歴史』

親子で板作りのお皿を作ろう！

8/31（水）　13:20 ～ 14:50

文書館所蔵の資料群として広く知られている開拓使文書に

ついて、目録等を利用した検索方法を解説します。

場所：文書館閲覧室

■日時

■内容

■備考

文書館利用講座　開拓使文書の探し方

8月のおすすめ行事

9/17（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。

※見学先は調整中、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：江別市郷土資料館

料金：500円（集合時に申し受けます）　申込：8月30日（火）

から9月15日（木）の間に電話にて

■日時

■内容

■備考

再発見・江別探訪 （バスツアー）

９月のおすすめ行事

7/23（土）　9：00 ～ 11：30

「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」を作る体験型講座です。

定員：小学4 ～ 6年　10名（先着順）　会場：江別市郷土資

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８使い古しのタオル（土器を濡らすため）

申込：7月7日(木)から7月22日(金)の間に電話にて

■日時

■内容

■備考

夏休み　縄文土器を作ろう！

７月のおすすめ行事

8/13（土）　9：00 ～ 12：00

勾玉（まがたま）作り体験や、遺跡発掘のビデオ上映など

を通じて、考古学について楽しく学ぶ小中学生対象の講座

です。北海道立埋蔵文化財センターとの共催です。

定員：小中学生20名（先着順）

場所：野幌公民館（江別市野幌町13-6）　料金：無料

申込：8/10(水)までに電話にて

■日時

■内容

■備考

考古学教室出前講座

８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   7-9

施設

案内

施設

案内



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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7/1(金) ～ 31(日)　9：00 ～ 17：00

絶妙なバランスを保ちながらゆらゆら揺れるトンボのやじ

ろべえを作ってみよう！

どなたでも

予約不要

無料

7/23（土）～ 8/21（日） 9：30 ～ 17：00

ヘラクレスオオカブトやギラファノコギリクワガタなど海

外の昆虫や国内の昆虫の、生きた姿が見られます！

記念ホール（1階）　※特別展会場とは別

7/23（土）～ 9/25（日） 9：30 ～ 17：00

世界中から集められた10万匹を超える昆虫標本が北海道

博物館にやってくる！巨大昆虫模型にも注目！

一般（高校生以上）＝1500（1300）円　　小・中学生＝700

（600）円　　（　）は前売及び団体（10人以上）

7/9(土) ～ 10(日)　9：00 ～ 17：00

「開拓の村のたたずまい」をテーマにした児童写生会で、提

出いただいた全作品で絵画展も開催します。

対象：小学生以下　申込：予約不要

料金：無料（付添の保護者は入場料必要）

その他：画用紙は当日お渡しします。画材等はお持ちください。

8/1（月）～ 8/21（日）　9：00 ～ 17：00

札幌市内および近郊の企業・団体が行っている環境活動につい

て紹介するパネル展を実施します。

場所：展示室3階

料金：中学生以下無料　大人展示室観覧料７００円

　　　 札幌市青少年科学館は展示物大規模
　　　リニューアル及び施設の長寿命化等
　　　のため改修工事を行うのに伴い、
　　　令和４年８月２２日より
　　　令和６年３月３１日まで
　　　休館いたします。

■日時

■内容

■対象

■申込

■料金

■日時

■内容

■会場　

　　　

■日時

■内容

■観覧料

　

■日時

■内容

■備考

■日時

■内容

■備考

もりの工作コーナー 「トンボのやじろべえ」

第8回特別展関連展示
「夏休み限定！　生きた昆虫展示！」

第8回特別展　「世界の昆虫－昆虫を通して、 
生き物の多様性を知る－」

第38回開拓の村児童写生会

第16回　環境科学展

７月のおすすめ行事

７～ 8月のおすすめ行事 7 ～ 9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 お知らせ

8/6(土)　10:00 ～ 11:30

落ち葉の下にはどんな生き物が暮らしているのかな。 こっそりめ

くって虫探し！

無料

7/7(木)より

小学生のお子様がいる親子　先着10名

■日時

■内容

■料金

■申込

■定員

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

7/26（火）～ 8/21（日）　9：00 ～ 17：00

ロボット学校の生徒となって、ロボットの仕組みについて学ぼ

う！楽しいロボット操作体験の他、ロボット制作者によるミニ

トークも開催。

場所：特別展示室

料金：中学生以下無料　大人展示室観覧料７００円

※事前申し込み不要、直接会場へ

■日時

■内容

■備考

夏の特別展 「あつまれ！ロボット学校大開放」

7月のおすすめ行事

7/2(土) ～ 8/28(日)　9:00 ～ 17:00

北海道開拓に関連深い、北越殖民社の移住者によって伝承

されてきた「野幌太々神楽」を中心に、北海道の民俗芸能

を紹介します。

料金：開拓の村入場料

場所：ビジターセンター 2階ホール

■日時

■内容

■備考

特別展 「北海道開拓と神楽」

７・８月のおすすめ行事

■日時

■内容

■備考

年中行事 「十五夜　お飾りづくり」

９月のおすすめ行事

9/10(土)　①10:30 ～　②14:00 ～

十五夜の風習を家族で体験してみよう！

申込は8/11(木)より。

対象：小学生のいる家族

定員：各回先着5家族

料金：開拓の村入場料

7/23（土）～ 8/21（日）期間の土・日・祝

夜の水族館「まっくらナイト・ウオッチング」を開催します。

１９：００～２１：００（入館は１９；４５まで）

事前予約（80名/日）懐中電灯貸出、子供だけの入館は不可。

■日時

■内容

■備考

まっくらナイト・ウオッチング

8月からのお知らせ

9/25（日）　13:30 ～ 15:30

「民族音楽学」って何？　という人のための入門講座。ちなみに

「民族音楽の学」ではありません！　ではどんな…？

大人向け（中学生以上）

8/26（金）から電話で　80名(先着)

■日時

■内容

■対象

■申込　

ミュージアムカレッジ 「民族音楽学」 入門

9月のおすすめ行事

7/23（土）～8/21（日）　10:00～18:30（入館は18：00まで）

室蘭水族館とのコラボ企画で室蘭の海辺の生物を紹介しま

す。

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

ルをプレゼント！

■日時

■内容

■備考

開館40周年記念夏休み特別展
「室蘭の海辺の生物集めてみました。」

７月のおすすめ行事

9/3(土)　10:00 ～ 11:00

秋は紅葉だけではありません。 この時期に咲く花を観察しながら

初秋の森を歩きませんか？

無料

8/4(木)より

先着30名

■日時

■内容

■料金

■申込

■定員

自然観察会 「秋の花でにぎわう森を歩こう」

９月のおすすめ行事

◆年中行事「七夕　ろうそくもらい」　日時：8/4（木)　①12:00 ～ 14:00　②15:00 ～ 17:00　募集開始：7/5(火)　料金：開拓の村入場料　定員：各回３家族　対象：小学生以下の子供がいる家族　

◆特別展関連講座「北海道に伝承されている民俗芸能の特徴」　日時：8/20(土)　13:30 ～ 15:00　募集開始：7/21(木)　料金：無料（事前申込者のみ）　定員：100名　対象：一般

募集

開始

◆親子観察会「はじめての虫さがし　秋」　日時：9/10（土)　①10:00 ～ 11:30　②13:30 ～ 15:00　募集開始：8/11(木)　料金：無料　定員：各回10名　対象：小学生のお子様がいる親子

◆自然観察会「秋の森の匂いをかごう」 　日時：10/1(土)　10:00 ～ 11:00　募集開始：9/2(金)　料金：無料　定員：先着30名

募集

開始

●ミュージアムカレッジ申込　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。申込

専用

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

9/17（土）～ 10/16（日）10：00 ～ 18：30となります。

（入館は18：00まで）

毒のある魚や水中の生きものたちを集めて皆さんに紹介し

ます。

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

ルをプレゼント！

■日時

■内容

■備考

開館40周年　秋の特別展

9月からのお知らせ


