
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　10/30(日)　10：00 ～ 12：30 募集開始：10/16(日)　対象：小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)　定員：20名　料金：1,500円(LEDライト1個484円で別途購入可)　申込：電話　(011-385-1004)  　　　　

◆冬の親子陶芸体験～丸皿を作ろう！～日時：①12/3(土)、②12/4(日)※①②のどちらか10：00 ～ 12：00　募集開始：11/19(土)対象：小学生親子　定員：各日20名　料金：800円　申込：電話(011-385-1004)

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

◆一般向け書庫ツアー　：　11/11（金）開催予定　　詳細が決まり次第、当館ホームページに掲載します。

10/4（火）～ 10/16（日）　10：00 ～ 17：00

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）

※最終日は15：00まで

10/29（土）　13:30 ～ 15：30

近年の研究成果から漆塗櫛の製作技術を復元し、縄文人の

高度な装身具つくりに挑戦します。

講師：柳瀬由佳（普及活用課主査）

参加：無料　９月29日よりお電話で申込開始。先着順。

定員：20名

11/12（土）13:30 ～ 15:30

親子を対象。ガラスを素材にした玉づくりを体験する入門

講座。

瀬下直人（遠軽町教育委員会学芸員）

参加：無料　定員：15名

申込：10/12から電話（011-386-3231）で受付。先着順。

12/3（土）～ 2023.2..26

北海道の代表的な遺跡を紹介する「遺跡百選」をテーマに、

北海道埋蔵文化財センターの調査から、これまでの成果を

紹介します。

入場無料

9/1（木）～ 10/27（木）

「ＳＤＧｓ」は、2015年９月に国連で採択された、持続可能

でより良い社会の実現を目指すための世界共通の目標で

す。17の国際目標と169の達成基準、232の指標から構成

されているＳＤＧｓについて、理解を深める資料を集めま

した。

２階　一般資料閲覧室

9/1（木）～ 10/27（木）

実りの秋にぴったりの“おいしいえほん”を集めました。

ごはんやパン、やさい・くだもののえほん。お料理がでて

くるえほん、レシピが載っているえほんもあります。おな

かいっぱい！お楽しみください。

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

■期間

■内容

■備考

■日時

■内容

■場所

■日時

■内容

■場所

縄文人に挑戦 こども考古学教室　親子ガラス玉づくり 「北海道遺跡百選 15　
―北海道埋蔵文化財センターの調査から―」

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 12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。

宮竹眞澄・心のふる里人形展

11/5（土）～ 11/20(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

※11/5(土)は13：30開場

※最終入館は16：30まで

■日時

■内容

■備考

第8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月のおすすめ行事
展示 「まだ間に合う！ＳＤＧｓ」 展示 「おなかがなりそう！おいしいえほん」

12/3（土）～ 2/12(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

12 ～ 2月のおすすめ行事

10/11（火）～ 12/27（火）

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５回です。三県一局時代の公文書を紹介します。

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５回

10 ～ 12月のおすすめ行事

10/28（金）　13：30 ～

文書館利用講座　国有未開地処分法完結文書について、目

録等を利用した検索方法を解説する講座です。

場所：北海道立文書館閲覧室

当日は文書館・図書館とも休館日なので、図書館からの連

絡通路は使用できません。文書館入口に直接おいでくださ

い。

■日時

■内容

■備考

文書館利用講座

10月のおすすめ行事

10/1（土）～ 12/27（火）

新しい酒蔵が誕生した日本酒や山梨に続いて地理的表示が

指定されたワイン、今注目のクラフトビールやクラフトジ

ンなど、北海道のお酒づくりは活気づいています。色々な

お酒が北海道で作られた歴史から現在までを資料で紹介し

ます。

２階　北方資料展示コーナー

■日時

■内容

■場所

10 ～ 12月のおすすめ行事

展示 「美酒の大地」

えべつFUROSIKIフェスティバル2022 ～風呂敷デザイ
ンコンテスト～

10/8留萌市、10/22江別市、11/10和寒町、11/26室蘭市、

12/3北見市で開催

古文書の基礎を学んで地域の資料をひもとき、地域の歴史

や歴史資料への関心や理解を深める講座です。

時間、会場、申込み方法等は当館ホームページでご確認く

ださい。

■日時

■内容

■備考

古文書教室

10 ～ 12月のおすすめ行事

10/22（土）　10：00 ～ 12：00

郷土史や文化の理解と関心を深めるため、古文書の基礎を

学びます。北海道立文書館との共催です。

定員：20名(先着） 会場：中央公民館(3条5丁目11-1)

料金：無料 申込：10月20日(木)までに、郷土資料館

（385-6466）に電話にて。

■日時

■内容

■備考

古文書教室

10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  10-12

施設

案内

施設

案内

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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10/1（土）～ 10/30（日）　9：30 ～ 16：30

紙に発破の模様をつけ、素敵な便せん等を作ってみません

か？

休み：10/10（月）をのぞく毎週月曜

対象：どなたでも（予約不要）

料金：無料

10/29（土）～ 1/15（日）

アイヌ文学やアイヌ文化の研究に足跡を遺した久保寺逸彦

（1902 ～ 71）は基礎的な資料の集積と整理に力を注ぎまし

た。541枚のレコード盤、膨大な筆録ノート、映像や写真な

どの資料を紹介しその意義と意味を考えます。

会場：特別展示室（2階）　　観覧料：無料

11/20（日）13:30 ～ 15:30

インターネット上のアーカイブなどで公開されているアイ

ヌ語資料を活用した、アイヌ語学習の方法を学びます。

申込：10月21日（金）から　80名（先着）

対象：大人向け（中学生以上）

10/8(土)・9(日)　16：30 ～ 19：30

夜間特別開館する村内で紅葉と素朴な灯りの競演をお楽し

みください（詳細はHPで）

16：30から特別入場料金　500 円

入場は18：45まで

11/８（火）　18：00 ～ 22：00

11月８日に起こる皆既月食をyoutubeを用いてインターネット中

継します。解説を聞きながら、おうちで皆既月食をみよう。

【視聴方法】

「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

■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

■備考

もりの工作コーナー 「葉っぱ模様のレターセット」

第３回蔵出し展　 「久保寺逸彦文庫－アイヌ文学研究者
による調査と資料をとおして、 時代をさぐる－」

ミュージアムカレッジ
「インターネットを使ったアイヌ語学習」

紅葉のむら・宵のたてものライトアップ

皆既月食インターネット中継

10月のおすすめ行事

10 ～ 1月のおすすめ行事 11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

11/5 （土）　10：00 ～ 11：00

ゴミ拾いをしながら、 まもなく冬が訪れる晩秋の森を散策しません

か。

会場：自然ふれあい交流館

料金：無料   対象：どなたでも

定員：先着30名（10/6より受付）

■日時

■内容

■備考

自然観察会 「秋のありがとう観察会」

11月のおすすめ行事

11月～ 2月の日曜・祝日　14：00　

青少年科学館の実験室は、休館にともない、１１月から「ちえり

あ」（西区）で毎月日曜祝日に行います。

対象：小学３年～中学３年生　１２名

参加費：無料

申込：開催月の前月20日より電話受け付け（011-892-5004）

■日時

■内容

■備考

科学館の日曜実験室㏌ちえりあ
テーマ：いろいろ金属？おもしろ金属！

11 ～２月のおすすめ行事

11/12（土）、13（日）、26（土）、27（日）、29（火）、30（水）

かつて農村地域で冬期におこなれてきたわら細工の講習会。お正月を迎える

ためのしめ縄講習会もあります。

ぞうり：11/12（土）、13（日）　10:00 ～ 14:00　わらじ：11/26（土）　10:00

～ 14:00しめ縄：11/27（日）、29（火）、30（水）　10:00 ～ 14:00  定員：それ

ぞれ先着6名（大人対象）　しめ縄のみ、参加料1,000円　申込：ぞうり：

10/13（木）から　わらじ：10/27（木）から　しめ縄：10/28（金）から　

■日時

■内容

■備考

わら細工講習会

11月のおすすめ行事

■日時

■内容

■備考

クリスマス礼拝

12月のおすすめ行事

12/25（日）　①13：００　②15：00

村内の公会会堂で昔ながらの礼拝を体験しませんか。

開拓の村入場料必要

（一般800円、高校生・大学生600円、

中学生以下・65歳以上無料）

11/1（火）～ 12/25（日

デンキウナギの発電に合わせ、ツリーのイルミネーション

が点灯します。

■日時

■内容

■備考

「デンキウナギのクリスマスツリー」

11月からのお知らせ

12/17（土）13:30 ～ 15:30

アイヌの英雄叙事詩について、語る技巧について学んだうえで

実際の語りを鑑賞します。

講師：奥田統己（当館非常勤研究職員）

申込：11月18日（金）から　80名（先着）

対象：大人向け（中学生以上）

■日時

■内容

■備考　

　　　　

ミュージアムカレッジ
「アイヌの英雄叙事詩を聞く－うたと言葉」

12月のおすすめ行事

9/17（土）～10/16（日）　10:00～18:30（入館は18：00まで）

オニダルマオコゼやハナミノカサゴ、ゴンズイなど海の危

険な生きものたちを紹介します。

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

秋の特別展 「毒のある生き物集めてみました。」

10月のおすすめ行事

12/1 （木） ～ 12/28 （水）　9：30 ～ 16：30

松ぼっくりでかわいいミニクリスマスツリーを作ろう！

休み：毎週月曜

対象：どなたでも （予約不要）

料金：無料

■日時

■内容

■備考

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

◆親子チャレンジ「紙すきで年賀状＆クリスマスカードづくり」日時：12/3（土）　13：30 ～ 15：30　募集開始：11/4（金）　対象：親子（小学生以下の子どもと親）　定員：先着5組　参加料：一組1,000円　

◆年中行事・お正月「凧づくり」　日時：1/5（木）、1/6（金）　10：00 ～ 14：00　募集開始：12/6（火）　対象：小学生　定員：各日先着10名　参加料：無料

募集

開始

◆親子観察会「生き物の冬越しをのぞいてみよう」　日時：12/3（土）　10：00 ～ 11：30　募集開始：11/4（金）　対象：親子（小学生以下の子どもと親）　定員：先着10名　持ち物：防寒服

◆もりの講演会「冬芽のススメ」　日時：1/21（土）　10：00 ～ 11：00　募集開始：12/22（木）対象：どなたでも　定員：先着10名　参加料：無料

募集

開始

●申込電話：011-898-0500　受付9:30 ～ 17:00　　※休館日＝月曜（祝日の場合は翌平日）を除く。申込

専用

札幌市青少年科学館は、改修工事のため令和４年８月２２日～令和６年３月末まで休館いたします。

休館中は、ちえりあ（西区宮の沢1-1）にて実験教室や工作教室を行う予定です。

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

12/1（火）～　10：00 ～ 18：30（入館は18：00まで）

2023年の干支「卯（うさぎ）」にちなんだ海の生きものを神

社を模した水槽で紹介します。

どんな生きものが展示されるかお楽しみに！

■日時

■内容

■備考

神社水槽登場！ 「干支の生きもの展示」

12月からのお知らせ

12/１（木）　19：00 ～ 21：00

12月1日に地球に最接近する火星を中心にyoutubeを用いてイン

ターネット中継します。解説を聞きながら、おうちで火星をみ

よう。

【視聴方法】

「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

■日時

■内容

■備考

火星最接近インターネット中継

12月のおすすめ行事


