
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

◆陶芸・絵付け体験　日時：①1月22日(日)10：00 ～ 12：00 ②2月19日(日)10：00 ～ 12：00　募集開始：①1月8日(日)  ②2月5日(日)　料金：陶芸800円、絵付け900円　申込：Tel.011-385-1004、9：00 ～ 17:00　定員：15名(先着順、小学生3年生以下は保護者同伴)　

◆星空観察会　日時：①1月21日(土)19：00 ～ 20：00　②2月18日(土)19：00 ～ 20：00　③3月25日(土)19：00 ～ 20：00　募集開始：①1月7日(土)  ②2月4日(土)  ③3月11日(土)　料金：無料　申込：Tel.011-385-1004、9：00 ～ 17:00　定員：20名(先着順)　

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。

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５年２月28日（火）～３月７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。返却ポストはご利用いただけますが、データ処理は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～ 2/12（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。

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。

12/3（土）～ 2/26（日）

遺物写真パネルをメインとして北海道縄文文化の魅力を視

覚に訴え、縄文文化への興味を持つ入り口となることを目

的とします。

入館無料

2/4（土）13:30 ～ 15:30

これまで語られることがなかった「衣」の変革について、

研究を進める講師から近年の成果を伺います。

小林　青樹　氏（奈良大学教授）

受講：無料　定員：66名

申込：1/5から電話（011-386-3231）で受付。先着順。　

3/18（土）13:30 ～ 15:30

北海道の竪穴集落とアイヌ民族の歴史について、造詣の深

い講師から話をいただきます。

西脇対名夫氏（道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課主査）

受講：無料　定員：66名

申込：2/21から電話（011-386-3231）で受付。先着順。

1/4（水）～ 2/26（日）

好きな色は何色ですか？色は人を元気づけたり落ち着かせ

たり、心や行動に働きかけることがあります。赤、青、緑、

虹色など、色が題材の絵本を集めました。お気に入りの絵

本を見つけ、色の世界をお楽しみください。

１階　えほんコーナー

2/1（水）～ 3/30（木）

国連によって定められた「国際女性デー」をご存じですか？

女性をとりまく歴史や社会状況、ジェンダーについて学べ

る図書を、国内・国外の伝記、社会学、文学など様々な分野

から集めました。ちなみに、国際男性デーは１１月１９日

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

■期間

■内容

■講師

■備考

■日時

■内容

■場所

■日時

■内容

■場所

写真で魅せる縄文の世界 「縄文から弥生へ４」
縄文・弥生の社会変動と弥生布の拡散

「比べてわかる道内の竪穴群１」
「竪穴集落とアイヌ民族の歴史」

１～２月のおすすめ行事

12 ～ 2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

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2022 ～風呂敷デザイ
ンコンテスト～

2/11（土・祝）　13：00 ～ 15：00

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(水)　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 ～ 2月のおすすめ行事 2 ～ 3月のおすすめ行事
展示 「いろいろな色の絵本」 展示 「３月８日は国際女性デー」

2/25（土）～ 3/19(日)　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

詳細については、別途ホームページ等でお知らせします。

文書等保存利用研修会

2月のおすすめ行事

1/4（水）～ 3/30（木）

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6回です。北海道庁の公文書を紹介します。

場所：展示コーナー（文書館2階・閲覧室入口前）

■日時

■内容

■備考

北海道立文書館で閲覧できる資料展　第6回

1 ～ 3月のおすすめ行事

1/4（水）～ 3/30（木）

道立図書館では北海道に関するかるたを収集しており、その中か

ら郷土かるたをご紹介します。郷土かるたは、そのまちの歴史や

自然などを題材として取り札(絵札)と読み札が作られていて、

遊びを通じてそのまちを知ることができるほか、資料ともなりま

す。まちの魅力が凝縮された郷土かるたをぜひご覧ください。　

２階　北方資料展示コーナー

■日時

■内容

■場所：

1 ～ 3月のおすすめ行事

展示 「北海道のかるた」

2023謝陶の集い　第23回工房利用者作品展

詳細については、別途ホームページ等でお知らせします。

古文書解読講座 （中級）

3月のおすすめ行事

2/25（土）　13：30 ～ 15：30

江別市及び北海道の歴史や文化をテーマとした講演会で

す。

演題及び講師：調整中　会場：野幌公民館（江別市野幌町

13-6）　定員：40名（先着）　料金：無料

申込：2月1日（水）～ 2月22日（水）の期間中電話(☎
385-6466）にて

■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
!

2023  1-3

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
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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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1/21（土）　10:00 ～ 11:00

木々の冬芽を観察しながら、それぞれの特徴を学んでみま

せんか。

料金：無料　対象：どなたでも

定員：先着10名

申込：12月22日（木）より

1/15（日）13:30 ～ 15:30

戦前期に札幌狸小路でダイヤ洋品店を営んでいた菱昌七が、

当時の札幌などを撮影した記録映像を上映します。

対象：やや大人向け（小学生以下は保護者同伴）

申込：12月17日（土）から電話受付開始

2/12（日）13:30 ～ 15:30

北海道で行われた養蚕業にまつわるさまざまな建物。なぜ

そのかたちになったのか、その過程を探ります。

対象：大人向け（中学生以上）　　

申込：1月13日（金）から電話受付開始

1/7（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6日を除く毎週月曜（祝日の場合は翌日休み）

１月～ 2月の日曜・祝日　14：00 ～ 14:30　

青少年科学館の実験室は、休館にともない、「ちえりあ」（西区）

で毎月日曜祝日に行っています。

対象：小学３年～中学３年生各12名　料金：無料　会場：ちえ

りあ４階理科研修室。開催月の前月20日より電話受付

（892-5004）※月曜日をのぞく

■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

もりの講演会 「冬芽のススメ」

ミュージアムカレッジ 「映画上映会　あるカメラ愛好
家が撮影した戦前・戦後の札幌」

ミュージアムカレッジ 「北海道における養蚕業と
それにまつわる建物のかたち」 

冬の生活体験

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！

1月のおすすめ行事

1月のおすすめ行事 2月のおすすめ行事

1月のおすすめ行事

1 ～ 2月のおすすめ行事

2/18 （土）　10:00 ～ 11:30

雪、 木の芽、 動物の気配などを観察しながら冬の森を探検しよ

う！

料金：無料　対象：小学生のお子様がいる親子

定員：先着10名

申込：1月19日（木）より

■日時

■内容

■備考

親子観察会 『冬の森の探検隊』

2月のおすすめ行事

１/12㈭～ 13㈮10：00 ～ 16：00

札幌市青少年科学館が、札幌駅前通地下歩行空間「チ・カ・ホ」

に登場！色々な科学実験やワークショップを体験しましょう！

会場：札幌駅前通地下歩行空間「チ・カ・ホ」北3条交差点広場（西）

料金：無料

参加方法：当日、直接会場へ

■日時

■内容

■備考

札幌市青少年科学館 冬の特別展
「出張！札幌市青少年科学館」

1月のおすすめ行事

2/3（金）　11:00 ～ 15:00

開拓当時、漁村地域で主に行われていた節分の習わし、豆

占いを紹介します。

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）

■日時

■内容

■備考

年中行事 「節分　豆占い」

2月のおすすめ行事

■日時

■内容

■備考

年中行事 「ひなまつり　～ひな飾り～」

２・３月のおすすめ行事

2/23（木）～ 3/21（火)　9:00 ～ 16:30

大正から平成までのひな人形約20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6日を除く毎週月曜（祝日の場合は翌日休み）

12/24（土）～ 1/15（日）

サメと聞くと恐ろしいイメージが強いと思いますが、今回は小

さくておとなしいサメたちをあつめて紹介いたします。

期間中先着100名のお子様にオリジナルクリアファイル「ケー

プ・グリーン」をプレゼント！

■日時

■内容

■備考

開館40周年記念新春特別展 「小さめのサメ、 集
めてみました。」 ～エイもいるよ！～

12 ～ 1月からのお知らせ

3/5（日）13:30 ～ 15:30

ウトナイ湖とその周辺で見られる野鳥や自然環境の変化につい

てお話しします。

講師： 稲葉一将氏（日本野鳥の会ウトナイ湖サンクチュアリ）、

　　　江崎逸郎氏（苫小牧市美術博物館）

対象：やや大人向け（小学生以下は保護者同伴）

申込：2月7日（火）から電話受付開始

■日時

■内容

■備考　

　　　　

ミュージアムカレッジ「ウトナイ湖・勇払原野の野鳥と自然」

３月のおすすめ行事

稚内市ノシャップ寒流水族

館より、2022年3月23日生

まれのオスのゴマフアザラ

シ「さいごうくん」が新し

く仲間入りしました！皆さ

ん、ぜひ会いに来てね！

■内容

ゴマフアザラシの 「さいごうくん」 が仲間入り！

12月のおすすめ行事

3/16 （木）　10:00 ～ 11:00

雪深い野幌森林公園ですが、 よくみると春の気配も感じられま

す。 一足早く、 春を感じに一緒の散策しませんか。

料金：無料　対象：どなたでも

定員：先着30名　申込：2月17日 （金） より

■日時

■内容

■備考

自然観察会 『森の中で春をさがそう』

3月のおすすめ行事

◆学芸員とむらの建物探訪「清酒の醸造」  日時：3/18（土）　10:30 ～ 11:30　募集開始：2/19（日）  料金：開拓の村入場料　定員：5名（先着順）　

◆親子チャレンジ「万華鏡づくり」　日時：3 ／ 25（土）　①10:30 ～ 12:30　②13:30 ～ 15:30　募集開始：2/26（日）　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

募集

開始

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

●いずれも、参加費：無料 ／ 会場：講堂（中地下1階） ／ 定員：80名（先着）

●申込電話：011-898-0500  受付時間：9:30 ～ 17:00　※月曜（祝日の場合は翌平日）と年末年始（12月29日～ 1月3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っています。

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

～ 1/22（日）まで　

2023 年 の 干 支「卯

（うさぎ）」にちなん

で、「アイゴ（ラビッ

トフィッシュ）」を

展示しています。

■日時

■内容

神社水槽公開中！

12 ～ 1月からのお知らせ

３/10㈮～ 12㈰
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。

会場：札幌市天文台（中島公園）　

料 金：無料 

定員：各日20組（先着）

２月15日より電話受付（892-5004）※月曜日を除く

■日時

■内容

■備考

札幌市天文台夜間公開

3月のおすすめ行事


