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観光パンフレット

【えべつコレクション】

観光パンフレット「えべつコレクション」は
年１回発行しており、江別市内のお店や特産
品、観光施設の情報等を掲載しています。

江別市役所1階ロビー、市内各施設や公民館
等のほかに、札幌駅の観光案内所にも設置し
ております。

江別市の情報はこちらでもご紹介しています！

江別観光協会ホームページを運営しており、江別市内のイベントや、観光情報、観光協会会員の

お店等をご紹介しています。また、ブログやFacebook、Instagramでも情報をご紹介しています。

江別観光協会ホームページ（https://www.ebetsu-kanko.jp）

江別観光協会メールマガジンは毎月1～2回、ご登
録いただいた皆様に、江別市内のイベントやお勧
めのお店、各種取組情報等を配信しています。

配信を希望される方は、ホームページよりお申し
込みください。また【ブログ】は、どなたでも写
真付きでご覧いただけます。

フェイスブック

インスタグラム

江別観光協会HP



令和２年度カレンダー

4月 5月 6月
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7月 8月 9月
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10月 11月 12月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
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1月 2月 3月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
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24
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※開催行事は、予告なく変更、中止される場合があります。お出かけの

際は事前に問合せ先にご確認ください。
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江別市の木「ナナカマド」 

 

日程：夏休み

冬休み

時間：9：00～12：00 

令和２（2020）年度 江別市郷土資料館事業のご案内 
 
 

◆子ども学芸員カレッジ 

土器作りや史跡見学、昔の遊び道具作りなどを通じてふるさと江別の歴史を 

学ぶ体験型講座です。定員を超えた場合は初めての方を優先します。 

◇対 象：小学生（4～6 年生） ※10 回参加可能な方 

◇定 員：25 名 ◇参加費：粘土代 500 円（5 月 1６日のみ） 

★募集期間：４月 9 日（木）から 22 日（水）まで 
 

回 日  程 カリキュラム 会場・集合 開講時間 

１ 5 月 9 日（土） 開講式・館内見学 郷土資料館 9：00～12：00 

２ 
5 月 1６日（土） 

縄文土器を作ろう（形を作る…午前） 
郷土資料館 9：00～15：00 

３ 縄文土器を作ろう（文様をつける…午後） 

４ 6 月 28 日（日） 土器を野焼きしよう ｾﾗﾐｯｸｱｰﾄｾﾝﾀｰ 9：00～14：00 

５ 7 月 11 日（土） 市内遺跡史跡めぐりをしよう 郷土資料館 9：00～12：00 

６ 8 月 22 日（土） 「北広島市ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝﾀｰ知新の駅」に行こう 郷土資料館 8：45～12：00 

７ 9 月 ５日（土） 昔の遊び道具を作ろう 郷土資料館 9：00～12：00 

８  10 月 ３日（土） 「北海道埋蔵文化財センター」に行こう 
北海道埋蔵文化財

センター 
9：30～12：00 

９ 10 月 2４日（土） 拓本を作ろう（学芸員の仕事） 郷土資料館 9：00～12：00 

10 11 月 １４日（土） 閉講式・「子ども学芸員認定証」授与式 郷土資料館 9：30～10：30   
◆縄文土器を作ろう！ 

焼かなくても固まるテラコッタ用粘土を使用し、 

縄文土器作りに挑戦しませんか。 

郷土資料館特製ストラップもプレゼント。 

◇対 象：小学生（4～6 年生） 

◇定 員：１５名 

◇参加費：無料              
◆再発見・江別探訪   

 市内の史跡などを見学しながら、まちの移り変わりについて学ぶ講座です。 

◇対 象：どなたでも参加できます      

◇定 員：第 1 回 50 名    第 2 回 45 名 

◇参加費：第 1回 無料    第 2 回 500 円(バス使用のため) 
 

回 日  程 カリキュラム 会場・集合 開講時間 

１ ６月２５日(木)  
江別地区史跡めぐり 
（ウォーキング） 

郷土資料館  9：00～12：00 

２ ９月１２日(土)  バスでめぐる市内史跡・遺跡 郷土資料館 13：00～16：00 
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月 テーマ別　自然観察会 親と子、子どもの自然体験プログラム もりの工作コーナー・講座・研修会など

●４月１１日（土）10:00～12:00 ●３月２０日（金）～４月１２日（日）
エゾアカガエルのラブコールを聴こう もりの工作コーナー　ウッドピン

　集合・解散：自然ふれあい交流館 　受　付：当日受付

　受　付：先着４０名（3/12～受付）[申込先 Ｂ] ●４月４日（土）～５月３１日（日）
　対　象：小学生以下は保護者同伴 交流館の１年　活動紹介展

●４月１６日（木）10:00～12:30 ●４月１２日（日）13:30～15:30
春の花を見つけよう もりの講演会

　テーマ：早春の花観察、野鳥観察 札幌圏の市街地周辺に暮らすヒグマの

　集　合：自然ふれあい交流館 出没を防ぐために私たちにできること

　コース：エゾユズリハコース→志文別線→大沢コース 約3㎞ 　講　師：佐藤 喜和氏（酪農学園大学環境共生学類・教授）

　受　付：当日受付 　会　場：自然ふれあい交流館

　持ち物：昼食持参自由 　受　付：先着40名（3/13～受付）[申込先 Ａ]

●４月１８日（土）～５月３１日（日）
もりの工作コーナー　お花の風車

　受　付：当日受付

●５月１６日（土）10:00～14:30 ●５月２４日（日）10:00～12:00 ●４月４日（土）～５月３１日（日）
春のありがとう観察会 もりをたんけん！あそぼう！ 交流館の１年　活動紹介展

　テーマ：春の花観察、ゴミ拾い 小さな生き物を見つけよう　　 ●４月１８日（土）～５月３１日（日）
　集　合：自然ふれあい交流館 　集合・解散：自然ふれあい交流館 もりの工作コーナー　お花の風車

　コース：A）ふれあいコース→開拓の沢線→ 　受　付：先着20名（4/25～受付）[申込先 Ａ] 　受　付：当日受付

　　　　　　　　→瑞穂線→瑞穂連絡線→中央線 約5.5㎞ 　対　象：小学生 ●５月１６日（土）～夏期間

　　　　　B）エゾユズリハコース→志文別線 　持ち物：長袖、長ズボン、帽子、長靴 森のギャラリー展（屋外動植物写真展）

　　　　　　　　→四季美コース→桂コース 約5.7㎞ 　　　　　水筒、虫あみ、虫カゴなど 　場　所：自然ふれあい交流館周辺

　受　付：当日受付 　料　金：200円（保険代込）

　持ち物：昼食、ゴミ袋、軍手

●６月７日（日）10:00～12:30 ●６月２０日（土）10:00～12:00 ●６月６日（土）～７月５日（日）
森の新緑観察会 もりをたんけん！あそぼう！ もりの工作コーナー　よじ×２ カタツムリ

　テーマ：初夏の草花観察 もりのお散歩会 　受　付：当日受付

　集　合：自然ふれあい交流館 　集合・解散：自然ふれあい交流館

　コース：エゾユズリハコース→志文別線→大沢コース 約3㎞ 　受　付：先着20名（5/21～受付）[申込先 Ａ]

　受　付：当日受付 　対　象：小学生 

　持ち物：昼食持参自由 　持ち物：長袖、長ズボン、帽子、水筒など

●６月２７日（土）10:00～12:00 　料　金：200円（保険代込）

落ち葉の下のカタツムリをさがそう

　集　合：自然ふれあい交流館

　受　付：先着４０名（5/28～受付）[申込先 Ｂ]

　対　象：小学生以下は保護者同伴

●７月１２日（日）10:00～11:30 ●６月６日（土）～７月５日（日）
親子観察会 もりの工作コーナー　よじ×２ カタツムリ

はじめての虫さがし　夏 　受　付：当日受付

　集　合：自然ふれあい交流館 ●７月１１日（土）～９月１３日（日）
　受　付：先着10組20名（6/13～受付）[申込先 Ａ] もりの工作コーナー　とべ×２ むしロケット

　対　象：４歳～小学3年生のお子様がいる親子 　受　付：当日受付

　持ち物：長袖、長ズボン、帽子、水筒、虫あみ、虫カゴなど

●８月６日（木）10:00～13:30 ●８月２９日（土）10:00～12:00 ●７月１１日（土）～９月１３日（日）
夏の森の観察会 もりをたんけん！あそぼう！ もりの工作コーナー　とべ×２ むしロケット

　テーマ：夏の花観察、瑞穂の池 トンボの調査をしてみよう　　 　受　付：当日受付

　集合・解散：北海道開拓の村前 　集合・解散：自然ふれあい交流館

　コース：瑞穂線→瑞穂の池→瑞穂連絡線 　受　付：先着20名（7/30～受付）[申込先 Ａ]

　　　　　　→（記念塔）→開拓の沢線 約4㎞ 　対　象：小学生 行事の申込先

　受　付：当日受付 　持ち物：長袖、長ズボン、帽子、水筒、虫あみ、虫カゴなど 申込先Ａ・・・自然ふれあい交流館
　持ち物：昼食 　料　金：200円（保険代込）

●８月１５日（土）10:00～12:00
草原の主･トノサマバッタをさがそう 申込先Ｂ・・・北海道博物館
　集　合：自然ふれあい交流館

　受　付：先着４０名（7/16～受付）[申込先 Ｂ]

　対　象：子ども（小･中学生）※小学生は保護者同伴

●９月５日（土）10:00～14:30 ●９月１２日（土）10:00～11:30 ●７月１１日（土）～９月１３日（日）
秋の花でにぎわう森を歩こう 親子観察会 もりの工作コーナー　とべ×２ むしロケット

　テーマ：秋の花観察 はじめての虫さがし　秋 　受　付：当日受付

　集　合：自然ふれあい交流館 　集　合：自然ふれあい交流館 ●９月１９日（土）～１０月２５日（日）
　コース：エゾユズリハコース→志文別線→ 　受　付：先着10組20名（8/13～受付）[申込先 Ａ] もりの工作コーナー

　　　　　　→四季美コース→桂コース 約5.7㎞ 　対　象：４歳～小学3年生のお子様がいる親子 葉っぱ模様のレターセットづくり

　受　付：当日受付 　持ち物：長袖、長ズボン、帽子、水筒、虫あみ、虫カゴなど 　受　付：当日受付

　持ち物：昼食

●９月２６日（土）10:00～12:00
木の実・草の実の大ぼうけんをたどろう

　集　合：自然ふれあい交流館

　受　付：先着４０名（8/27～受付）[申込先 Ｂ]

　対　象：小学生以下は保護者同伴

７

もりをたんけん！あそぼう！

　小学生の子どもたちのみで参加する自然体験プログラム
です。（保護者の方の見学のみ可能！）
　四季折々、自然ふれあい交流館周辺の公園内で、森の自
然を調べたり、探検したりしながら森と遊びませんか。
　参加料（200円）は各回必要です。

６

　4歳児から小学3年生（一部観察会のぞく）の子どもと
その保護者を対象にした自然に興味を持ってもらうための
親子観察会です。親子一緒に、公園内の動植物を観察しな
がら自然となかよく、そして楽しみませんか。

親子観察会

４

５

８

９

℡011-386-5832

℡011-898-0500
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月 テーマ別　自然観察会 親と子、子どもの自然体験プログラム もりの工作コーナー・講座・研修会など
●１０月３日（土）10:00～14:30 ●９月１９日（土）～１０月２５日（日）
秋の森の匂いをかごう もりの工作コーナー

　テーマ：紅葉、木の実観察 葉っぱ模様のレターセットづくり

　集合・解散：北海道開拓の村前 　受　付：当日受付

　コース：開拓の沢線→ふれあいコース→交流館→ ●１０月１６日（金）､１７日（土）､１８日（日） 3日間

　　　　　　→中央線→瑞穂連絡線→瑞穂線 約6.5㎞ ボランティア・レンジャー育成研修会

　受　付：当日受付　持ち物：昼食 　会　場：自然ふれあい交流館､野幌森林公園

●１０月３１日（土）16:30～18:00 　受　付：先着30名（7/1～9/18の期間受付）　

月夜のお散歩 　対　象：18歳以上　※3日間参加できる方対象[申込先 Ａ]

　テーマ：満月、夜の公園観察 　※内容や時間などの詳細はお問い合わせ下さい

　集　合：自然ふれあい交流館 　　受付時に専用申込用紙をこちらからお送りします

　受　付：先着15名（10/1～受付）[申込先 Ａ] ●１０月３１日（土）～１１月２９日（日）
　対　象：小学生以下は保護者同伴 もりの工作コーナー　どんぐりキーホルダー

　受　付：当日受付

●１１月８日（日）10:00～12:30 ●１０月３１日（土）～１１月２９日（日）
秋のありがとう観察会 もりの工作コーナー　どんぐりキーホルダー

　テーマ：木の実・草の実観察、ゴミ拾い 　受　付：当日受付

　集　合：自然ふれあい交流館

　コース：A）ふれあいコース→瑞穂連絡線 約4㎞

　　　　　B）桂コース→大沢コース 約3.7㎞

　受　付：当日受付　　持ち物：ゴミ袋、軍手、昼食持参自由

●１２月５日（土）9:30～11:00 ●１２月５日（土）～２５日（金）

初心者向けバードウォッチング もりの工作コーナー

　テーマ：野鳥観察 松ぼっくりのクリスマスツリーづくり

　集　合：自然ふれあい交流館 　受　付：当日受付

　受　付：先着10名（11/6～受付）[申込先 Ａ] ●１２月１２日（土）10:00～12:00
　対　象：小学生以下は保護者同伴 もりの講演会

　持ち物：防寒服、お持ちの方は双眼鏡 野幌森林公園における森林植物とマルハナバチとの関係

　講　師：工藤 岳氏（北海道大学地球環境科学研究院）

　会　場：自然ふれあい交流館

　受　付：先着40名（11/13～受付）[申込先 Ａ]

●１月２８日（木）10:00～12:30 ●１月１７日（日）10:00～12:00 ●１月５日（火）～３１日（日）

スノーシュー観察会　はじめてのスノーシューハイク 親子観察会 もりの工作コーナー

　テーマ：スノーシュー、雪 冬の森の探検隊 干支シリーズ　ゆら×２ ミニモビール

　集合・解散：北海道開拓の村前 　集合・解散：自然ふれあい交流館 　受　付：当日受付

　コース：瑞穂線→瑞穂の池　往復 約2㎞ 　受　付：先着10組20名（12/18～受付）[申込先 Ａ]

　受　付：先着10名（1/5～受付）[申込先 Ａ] 　対　象：４歳～小学3年生のお子様がいる親子

　持ち物：防寒服､昼食持参自由 　持ち物：長靴、防寒服、水筒、着替えなど

●２月４日（木）10:00～12:30 ●２月１３日（土）10:00～12:30 ●２月６日（土）～３月７日（日）

冬の森の観察会 親子観察会 もりの工作コーナー　あしあとスタンプ

　テーマ：野鳥、雪上物観察 冬の森の探検隊 IN 開拓の村 　受　付：当日受付

　集　合：自然ふれあい交流館 　集合・解散：北海道開拓の村前

　コース：大沢コース→志文別線→エゾユズリハコース 約3㎞ 　受　付：先着10組20名（1/14～受付）[申込先 Ａ] 行事の申込先

　受　付：当日受付 　対　象：小学生のお子様がいる親子 申込先Ａ・・・自然ふれあい交流館
　持ち物：防寒服､昼食持参自由 　持ち物：長靴、防寒服、水筒、着替えなど ℡011-386-5832
●２月２１日（日）10:00～13:30 申込先Ｂ・・・北海道博物館
スノーシュー観察会　冬の森をスノーシューで歩こう ℡011-898-0500
　テーマ：スノーシュー、雪

　集合・解散：自然ふれあい交流館

　コース：ふれあいコース→埋蔵文化財センター

　　　　　　→記念塔連絡線→ふれあいコース 約3.5㎞

　受　付：先着10名（1/22～受付）[申込先 Ａ]

　持ち物：防寒服､昼食

●２月２７日（土）10:00～12:00
動物の足跡を解読しよう

　集　合：自然ふれあい交流館

　受　付：先着40名（1/28～受付）[申込先 Ｂ]

　備　考：小学生以下は保護者同伴

●３月２１日（日）10:00～12:30 ●３月６日（土）10:00～12:00 ●２月６日（土）～３月７日（日）

森の中で春をさがそう もりをたんけん！あそぼう！　冬の森であそぼう もりの工作コーナー　あしあとスタンプ

　テーマ：芽吹き、野鳥観察 　集合・解散：自然ふれあい交流館 　受　付：当日受付

　集　合：自然ふれあい交流館 　受　付：先着20名（2/7～受付）[申込先 Ａ] ●３月１３日（土）～３１日（水）
　コース：大沢コース→志文別線→エゾユズリハコース 約3㎞ 　対　象：小学生 もりの工作コーナー　木のコマづくり

　受　付：当日受付 　持ち物：長靴、防寒服、着替え、水筒 　受　付：当日受付

　持ち物：防寒服､昼食持参自由 　料　金：200円（保険代込）

◇開館時間　 ５～９月　９：００～１７：００ 　　　　　自然ふれあい交流館へのアクセスは･･･　
　 　　　　１０～４月　９：３０～１６：３０ 　　　　　　◎新札幌駅バスターミナルより・・・
◇休 館 日　毎週月曜日､年末年始(12/29～1/3) 　 　　　　　　・JRバス(10番:文教通西行循環線)乗車15分　｢文京台南町｣より徒歩10分
　　　　     祝日・振替休日の場合は開館 　 　　　　　　・夕鉄バス(12番:文京台線)乗車15分　｢大沢公園入口｣より徒歩7分
◇入 館 料　無料 　　　　　　◎大麻駅より徒歩で約30分

2020.1.18現在の情報です 　　　　　　※駐車場に限り(約40台)がありますので野幌森林公園、自然ふれあい交流館利用以外の駐車はご遠慮下さい。

親子観察会

　4歳児から小学3年生（一部観察会のぞく）の子どもと
その保護者を対象にした自然に興味を持ってもらうための
親子観察会です。親子一緒に、公園内の動植物を観察しな
がら自然となかよく、そして楽しみませんか。

もりをたんけん！あそぼう！

　小学生の子どもたちのみで参加する自然体験プログラム
です。（保護者の方の見学のみ可能！）
　四季折々、自然ふれあい交流館周辺の公園内で、森の自
然を調べたり、探検したりしながら森と遊びませんか。
　参加料（200円）は各回必要です。

３

12

10

２

11

野 幌 森 林 公 園  　自 然 ふ れ あ い 交 流 館
〒069-0832　江別市西野幌685-1　  TEL011-386-5832　　FAX011-388-7058　　http://www.kaitaku.or.jp/nfpvc.htm　 email）nfpvc@kaitaku.or.jp　

１

☆参加料の記名がない事業（観察会、工作コーナー、研修会等）は参加料無料です。

☆各行事の詳細は、自然ふれあい交流館までお問い合わせください。

多少の天候不順でも観察会を実施しますので、雨具（冬期間は防寒具）などを持参してください。

☆開館中、観察会に参加できない方などのために、『公園散策ガイド』を無料で実施しています。

ご希望の方は事前にお問い合わせ、お申し込みください。（天候・事業などのため、中止や対応できない場合もあります）

☆もりの工作コーナーは、材料等の都合により内容を変更する場合や、混雑状況によりお待ちいただく場合があります。

※団体でご参加を予定する際は、必ず事前に、ご相談・ご連絡ください。

ご連絡がない場合、混雑状況等によりお断りする場合があります。
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通年開催イベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

通年 えべつ市民カレッジ
講　 座
講演会

江別市内4大学
等

市と、市内4大学が協働で開催する「ふるさと
江別塾」や各大学で開催している公開講座
などと連携し「えべつ市民カレッジ」として総合
的に市民のみなさんへ提供します。

教育委員会生涯学
習課生涯学習係
TEL 011-381-1062

4月
～3月

陶芸・絵付け体験
講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

7月以外の各月1回開催します。
初心者を対象に粘土500gを使い、玉づくり、
または板づくりで製作します。作品は当セン
ターで乾燥・釉薬掛け、焼成し、後日お渡し
します。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

4月
～3月

星空観察会
講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

毎月テーマを変えて午後7時から開催します。
街のあかりに影響されない絶好のコンディショ
ンで星空を観察します。25cmの反射望遠鏡
等の数台の望遠鏡と双眼鏡を用意します。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

4月
～12月

チャレンジ！電動ロクロ体験
講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

電動ロクロを使ったことがない、初心者の方向
けの体験講座。
【開催日】4月12日(日)、9月27日（日）、11
月13日(金）、12月16日（水）

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

4月
～2月

北翔大学　子ども食堂・地域食堂
子ども食堂
地域食堂

八丁目プラザのっぽ

大学生や住民同士との交流が楽しめるイベン
トです。
【開催日】 4月15日（水）(中止）、6月17日
（水）、7月15日（水）、9月16日（水）、10月
21日（水）、12月16日（水）、1月20日（水）、
2月17日（水）

北翔大学 尾形・岩
本
TEL　011-386-
8011

5月
～2月

北翔大学　子ども食堂・地域食堂
子ども食堂
地域食堂

眞願寺

大学生や住民同士との交流が楽しめるイベン
トです。
【開催日】5月20日（水）、8月25日（水）、
11月18日（水）、2月24日（水）

北翔大学 尾形・岩
本
TEL　011-386-
8011

毎月開
催予定

大麻銀座商店街ブックストリート まつり 大麻銀座商店街
100円古書市、ビブリオバトル、セレクトブック
販売、フードコートなど

北海道ブックシェアリ
ング
TEL 011-378-4195

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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4月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

1
～5/24

（公財）北海道埋蔵文化財セン
ター

令和元年度発掘調査成果展
展示会

北海道立埋蔵文
化財センター

（公財）北海道埋蔵文化財センターが、令和
元年度に行った調査成果を紹介します。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

18
(公財）北海道埋蔵文化財セン
ター令和元年度発掘調査報
告会

講　 座
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

(公財)北海道埋蔵文化財センターが行った
令和元年度の発掘調査成果をスライドなどを
使って紹介します。【時間：13時30分～16時
00分　定員：100名】

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

19 江別こども劇場　鑑賞会 鑑賞会
江別市コミュニティ
センター

笑福亭鶴笑の爆笑寄席
パペット落語とあれやこれや

江別子ども劇場
TEL 011-383-9661

23
～5/12

第17回こいのぼりフェスティバル まつり
江別河川防災
ステーション

青少年の健やかな成長を願い、市民から寄
贈された「こいのぼり」を千歳川に55匹、防災
ステーション前庭で20匹(予定)遊泳させます。
4月23日は幼稚園児による「こいのぼり掲揚
セレモニー」、5月9日はお楽しみイベントを開
催します。

こいのぼりフェスティバ
ル実行委員会事務
局（江別市生涯学
習課青少年係）
TEL 011-381-1069

25 消防車がやってくる「消防教室」 見学会
江別市情報図書
館

消防士が、消防の仕事と消防車についてお
話しします。絵本の読み聞かせや防火服の試
着もあります。

江別市情報図書館
TEL 011-384-0202

25・26 トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

26 ゴールデンウィーク陶芸体験
講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

カラー粘土で練りこみ、型づくりでサラダボウル
を作ります。
【対象：小学生以上(小学3年生以下は保護
者同伴)　受講料：お一人様700円】

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

29 オープニングセレモニー 鑑賞会
江別市旧町村農
場

オープニングセレモニーとして、江別第三中学
校マンドリン部による演奏会を開催します。

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

29
おはなし会スペシャル＆作って
遊ぼう！

おはなし会
江別市情報図書
館

「やってみよう！～こころとからだをうごかそう
～」をテーマに、ペープサートやエプロンシアター
などを盛り込んだ、普段とは異なるおはなし会
を行います。その後、関連した工作を行いま
す。

江別市情報図書館
TEL011-384-0202

4/29
～6/7

ガーデニングフェア
物　 販
即売会

江別市花き・野菜栽
培技術指導センター
(緑町東3丁目115）

「ガーデニングフェア」は、花のある街並みづくり
を目指し、また市民のふれあいの場として、平
成16年から毎年開催しています。
江別市花き・野菜栽培技術指導センターで
栽培した「サフィニアの大鉢」をはじめとした数
種類の大鉢や花苗と野菜苗及び堆肥の販
売をしています。

株式会社
フラワーテクニカえべ
つ　　　　TEL 011-
385-1187

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

7



5月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

5月～
  10月

こねっとおはなし会 鑑賞会
江別市旧町村農
場

絵本の読み聞かせ、パネルシアター、楽しい工
作など、幼児から大人まで一緒に楽しめま
す。（全5回）

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

下旬
食生活改善運動
（通称：１コイン朝食運動）

その他
北海道情報大学
食堂

5月末と10月末の各３日間、100円にて学生
に朝食を提供し、朝食の重要性を伝えるとと
もに地産・地消にも貢献しています。
学生はもちろん、一般市民の方も参加いただ
けます。

北海道情報大学
学生サポートセンター
事務室
TEL 011-385-4416

1～3 ガーデニングフェア
物　 販
即売会

EBRI 苗や・ガーデニンググッズの販売をします。
EBRI
TEL 011-398-9570

9 走り方教室 スポーツ
野幌総合運動公
園

小学生を対象に運動会前に、走る基本動作
や、早く走るコツを現役大学生アスリートが伝
授します。

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

10 第1回　えべつ・フリーマーケット フリーマーケット
江別市役所
正面駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

16 春の感謝祭
物　 販
即売会

江別市旧町村農
場

江別市内農家さんによる花・野菜の苗物直
売や、江別観光協会特産品を感謝価格で
販売。また、町村農場乳製品も感謝価格で
販売します。

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

16
～7/5

市町村立美術館活性化事業
「瀬戸焼　受け継がれる千年の
技と美」展

展示会
江別市セラミック
アートセンター

瀬戸蔵ミュージアムと瀬戸市美術館が所
蔵する1万点以上の作品群から、選りすぐ
りの作品を通して、千年にわたり受け継が
れる瀬戸焼の技と美をご堪能いただきま
す。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL　011-385-
1004

17 江別神社「出会いの広場」 集団見合い
江別神社及び
江別市
コミュニティセンター

満25歳～45歳までの独身男女の集団見合
い

江別神社
TEL 011-382-2201

23
春季講演会　『旅する考古学1』
「3万年前の航海再現プロジェク
ト」

講　 座
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

最初の日本人列島人は、困難な海を渡って
きた―その実態を探る「3万年前の航海　徹
底再現プロジェクト」（2016-2019）。草たば
舟、竹いかだ舟をテストし、昨年の「丸木舟」
で完結した実験の全貌を、プロジェクトリーダー
が語ります。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

23 ぱんフェア 『肉』・『アスパラ』
物　 販
即売会

EBRI

テーマは「肉」、「アスパラ」。EBRI内の飲食店
とパン屋さんのコラボパンを販売。また、江別
市内のパン屋さんのパンも販売します。（予
定）

EBRI
TEL 011-398-9570

24 第１回グリーンボール講習会 スポーツ
飛烏山公園グリー
ンボール場

江別市発祥のスポーツであるグリーンボール競
技のルール習得と技術向上及び市民間の交
流・親睦を図ります。

(一財）江別市スポー
ツ振興財団
TEL 011-384-5001

24・6/27
Let's Try!中級電動ロクロ
＆華やか絵付け講座

講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

「Let's Try!中級電動ロクロ」(講師：北川智
浩氏)で半磁器の壷を制作し、「華やか絵
付け講座」(講師：長畑ふみ子氏)で絵付け
を施します。受講料：3,500円

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

30・31 トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更ま
たは中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変更
となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク

5月
日 月 火 水 木 金 土
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24
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5月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

24
第1回　フリーマーケット
イン イオン江別店

フリーマーケット
イオン江別店
屋外駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

30 第45回市民植樹 植樹会
野幌中央緑地
（野幌町93-1）

市民参加により、エゾヤマザクラなどを植樹し
ます。

江別市境課環境保全
係（自然環境担当）
TEL 011-381-1046

30
講演会
「瀬戸焼と茶の湯の文化」

講 　座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

滋賀県MIHO MUSEUMの熊倉功夫館長を
お招きし、鎌倉時代から江戸時代までの茶
の湯文化について学びます。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

6月のイベントスケジュール
日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

6月
～8月
(予定）

直売所スタンプラリー スタンプラリー 市内直売所

生産者と消費者の「顔の見える関係」を築
き、えべつの農畜産物をもっと身近に感じても
らうため、市内の直売所をラリーポイントに設
定したスタンプラリーを実施します。

江別市「まち」と「むら」
の交流推進協議会事
務局(江別市農業振興
課内)
TEL 011-381-1025

中旬
令和２年度 協働のまちづくり
活動支援事業 公開プレゼンテー
ション

公開プレゼン
テーション

市民交流施設ぷ
らっと　交流サロン

「協働のまちづくり活動支援事業」は、市民
活動団体が市民や地域のニーズに対応して
取り組むことによって、地域の課題解決や活
性化につながることが期待される公益的な事
業（社会貢献活動）を支援するもので、応募
団体による公開プレゼンテーションを行う。

江別市市民生活課
（市民協働担当）
TEL 011-381-1124

中旬～
7/上旬

こどもまつり まつり
酪農学園大学
ローン

巨大迷路、一輪車、竹馬づくりなど子どもが
楽しめる遊びのコーナーがたくさんあり、一日中
楽しめます。

江別子ども劇場
TEL 011-383-9661

下旬 ファミリー森林浴ウォーキング スポーツ 野幌森林公園

札幌市厚別区、北広島市と連携した事業で
あるため他市との交流ができ、ご家族やグルー
プで野幌森林公園の豊かな自然の中散策を
楽しむことができます。

江別市自治会連絡
協議会
TEL 011-381-1018

6 第２回グリーンボール講習会 スポーツ
飛烏山公園グリー
ンボール場

江別市発祥のスポーツであるグリーンボール競
技のルール習得と技術向上及び市民間の交
流・親睦を図ります。

(一財）江別市スポー
ツ振興財団
TEL 011-384-5001

6 親子ガラス玉づくり教室 体験学習
北海道立埋蔵文
化財センター

親子を対象。ガラスを素材にした玉づくりを体
験する入門講座です。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

7
金継体験～よみがえれ!金継
チャレンジ教室～

講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

合成漆を用いて、欠けた器の補修方法を
学びます。（食器でないもの）受講料：
1,500円

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

9・16 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

江別市総合社会
福祉センター

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
導を交えて学びます。詳細は広報えべつに掲
載予定

野幌第一地域包括
支援センター
TEL 011-381-2940

10・13 フットパスを知ろうㅯ歩こうㅯ
講　 座
講演会

札幌学院大学
全2回【定員：40名　受講料：2.100円】
10日（座学）13:30～15:30
13日（フットパスウォーク）10:00～14:00

札幌学院大学社会
連携センター
TEL 011-386-8111

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更ま
たは中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変更
となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等によ
り変更または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
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6月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

13・14 4周年BRICK PARTY まつり EBRI 屋台やキッズ縁日を開催します。
EBRI
TEL 011-398-9570

14 第2回　えべつ・フリーマーケット フリーマーケット
江別市役所
正面駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

16

北翔大学地域連携センター教養講

座

「6月度人が集えば文殊の知恵
袋講座～初夏の野幌森林公園
を歩こう～」

講　 座
講演会

北翔大学

木々の葉が青々と茂り、森の中に差し込
む光が少なくなる時期の草花は、少しでも
光を得ようと背丈が高く、白い花が多いよう
に感じます。また、エゾハルゼミの鳴き声
や野鳥のさえずりで賑やかな、生き物たち
の生命力が漲っている野幌森林公園を散
策します。

北翔大学地域連携
センター
TEL 011-387-3939

19・26 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

上江別自治会館

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
導を交えて学びます。詳細は広報えべつに掲
載予定

江別第二地域包括
支援センター
TEL011-389-5420

21
集まれ、ちびっ子！元気祭
り！！2020

スポーツ 江別市民体育館

レクリエーションスポーツの体験(３A・ハッピー
ボーリング等）、フワフワドーム、お楽しみイベン
ト、江別ブランドの売店・屋台等盛りだくさん
の内容で開催します。

（一財）江別市ス
ポーツ振興財団
TEL 011-384-5001

27 第49回　まちかどコンサート 鑑賞会
江別市
コミュニティセンター

市内在住、または市内で音楽活動をしている
個人・団体によるコンサート。
クラシック、ポピュラー、ジャズなど多彩なジャン
ルの音楽をお楽しみいただけます。

まちかどコンサート実行
委員会事務局(教育委

員会生涯学習課内）

TEL 011-381-1060

27
第50回札幌学院大学　大学
祭
（青嵐祭）

まつり 札幌学院大学
屋外ステージでの各種企画、ライブ、露店や
模擬店、展示等

札幌学院大学
学生支援課
TEL011-375-8282

27 華やか絵付け講座
講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

既製品の素焼きの器に絵付けを施しま
す。「Let's Try!中級電動ロクロ＆華やか絵
付け講座」と合同になります。受講料：
1,500円

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

28
第2回　フリーマーケット　イン
イオン江別店

フリーマーケット
イオン江別店
屋外駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

28 ウィラコチャ演奏会 鑑賞会
江別市旧町村農
場

江別市内で活動する「クラブ・ラティーノ」によ
る演奏会を開催します。南米の音楽フォルク
ローレを南米の楽器を使って演奏します。

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

27・28 トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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7月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

7月 認知症サポーター養成講座
講　 座
講演会

江別市民会館

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を
温かく見守る応援者として、できる範囲で活
動していただく認知症サポーターを養成する講
座です。詳細は広報えべつをご覧ください。

野幌第一地域包括
支援センター
TEL 011-381-2940

7月 環境経営普及セミナー セミナー
江別工業会館
（工栄町15-1）

事業者向けの環境に配慮した経営セミナー

江別市環境課環境
保全係
TEL 011-381-1019

上旬
第70回“社会を明るくする運
動”街頭啓発

街頭啓発
　未定
（市内スーパー等）

江別地区保護司会から江別市長へ内閣総
理大臣のメッセージ伝達、啓発グッズの配付

“社会を明るくする運
動”江別地区実施委
員会(江別市健康福祉
部管理課)
TEL 011-381-1090

中旬 第４回えべつ花火 まつり
江別市角山206
番地

花火大会及びステージイベントを開催。
えべつ花火実行委員会

TEL 011-887-8733

中旬
～下旬

EBRI 夏まつり まつり EBRI
EBRIの駐車場に出店や子供縁日が開催さ
れます。

EBRI
TEL 011-398-9570

中旬
～下旬

江別市ホルスタインショウ 品評会 江別市農村広場
乳用牛の共進会（品評会）。
牛のスタイルコンテスト。

江別市ホルスタインショ
ウ実行委員会事務局
(江別市農業振興課
内）
TEL 011-381-1025

下旬 中学生の科学実験教室 体験学習
北海道立教育研
究所附属理科教
育センター

粒子領域、地球領域の実験・観察【対象：
中学生】詳細は北海道立教育研究所附属
理科教育センターHP等でご確認ください。

北海道立教育研究
所附属理科教育セ
ンター
TEL 011-386-4534

下旬 親と子の理科教室（夏期） 体験学習
北海道立教育研
究所附属理科教
育センター

エネルギー領域、粒子領域、生命領域の実
験観察。【対象：小学4年～6年生の児童と
保護者】。詳細は北海道立教育研究所附
属理科教育センターHP等でご確認ください。

北海道立教育研究
所附属理科教育セ
ンター
TEL 011-386-4534

下旬 理科おもしろ実験教室
講　座
講演会

江別市情報図書
館

情報図書館内にある実験室で、理科に関す
る実験や観察を行います。

江別市情報図書館
TEL011-384-0202

7/下旬
または
8/上旬

夏休み環境学校
～弁天丸・ボートで学ぶ石狩
川と千歳川～

体験学習
江別河川防災
ステーション

夏休みの小学生（4～6年生）を対象に、北
海道開発局の調査船「弁天丸」に乗船して
石狩川の様子を観察するとともに、千歳川で
のEボートの乗船体験や、河川防災ステーショ
ン内での河川の仕組みや歴史などについての
学習を予定。

江別市環境課環境
保全係
TEL 011-381-1019

7/下旬
または
8/上旬

夏休み環境学校
　～水辺の自然塾～

体験学習
石狩川
（新石狩大橋上
流右岸）

夏休みの小学生（4～6年生）を対象に、石
狩川の生物採取・観察や、ライフジャケットを
使用し川を流れる「川流れ」などを体験しま
す。

江別市環境課環境
保全係
TEL 011-381-1019

下旬～
8月上旬

ハンバーガーづくり体験 体験学習
江別市旧町村農
場

「食の大切さ」や「環境問題」についての講義
を受けた後、実際にハンバーガーを作って試
食します。

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

下旬～
8月上旬

みるく教室 体験学習
江別市旧町村農
場

牛乳のお話とクリームからバター作りを体験し
ます。夏休みの自由研究にご利用ください。

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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7月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

1・8 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

向ヶ丘自治会館

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
導を交えて学びます。詳細は広報えべつに掲
載予定

江別第一地域包括
支援センター
TEL 011-389-4144

4
～9/27

北の縄文
～縄文探訪と縄文工房～

展示会
北海道立埋蔵文
化財センター

遺跡との出会い、ものづくりを通して道内各地
の縄文文化を知る展示会です。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

4・5
白樺祭
(酪農学園大学　大学祭)

まつり
酪農学園大学構
内

模擬店・展示発表会・ゲストＬＩＶＥ・牛舎見
学会・乗馬体験　他

酪農学園大学
学生支援課
TEL 011-388-4122

5
第7回市民グリーンボール普及
交流会

スポーツ
飛烏山公園グリー
ンボール場

江別市発祥のスポーツであるグリーンボール競
技を通じて、グリーンボールの普及および愛好
者の交流・親睦を図ります。

(一財）江別市スポー
ツ振興財団
TEL 011-384-5001

5 第42回えべつ女性協まつり
まつり

鑑賞会
江別市民会館
大ホール

地域のサークル、団体の日頃の練習の成果
を発表し、市民の交流を目的に開催します。
フラダンス、コーラス、舞踊、カラオケ、太極
拳、ヒップホップダンス、剣詩舞、武術、器楽
演奏など。〔10：00～16：00〕

江別市女性団体
協議会事務局
TEL 011-385-3152

11 少年少女のっぽろ野球まつり スポーツ
野幌総合運動公
園

野球経験、男女を問わず、野球に関するイベ
ントを開催し、親子、お友達と楽しんでいただ
くイベントです。的当てゲーム、スイングスピード
コンテスト、キックベースボール大会、縁日、野
球教室などのイベント開催します。

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

11・12
（12日は
予備日)

第42回江別市子ども会小学生相
撲大会　兼　第42回全江別少年
相撲大会　兼　第67回江別市民
体育大会相撲競技

スポーツ
江別市民体育館
相撲場

市内の小学生を対象に行われる相撲大会。

江別市子ども会育成

連絡協議会事務局(江
別市生涯学習課青少年

係）

TEL 011-381-1069

11・12
夏の親子陶芸体験～パスタ皿
を作ろう！～

講　義
講演会

江別市セラミック
アートセンター

白粘土に赤粘土で模様を付けて、オリジナル
のパスタ皿をつくります。対象：小学生と保護
者、受講料：1,000円

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

12 第3回えべつ・フリーマーケット
フリーマーケッ
ト

江別市役所
正面駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

15 江別市平和のつどい その他
江別市役所正面
駐車場「平和の
碑」前

黙とう、献花、平和都市宣言の朗読、折鶴
の伝達、平和の誓いなど。

江別市健康福祉部
管理課
TEL 011-381-1090

15～
9/30

えべつ市民環境講座
講　 座
講演会
見学会

野幌公民館 ほか

野生動物の生態、地球温暖化、樹木の保
存、海洋プラスチックなど幅広い観点から身
近な環境について考える5回連続講座。
【7/15(金)、8/5(水)、8/26(水)、9/8(火)、
9/30(水)
時間：　14：00～15：30】※予備日
10/7(水)

江別市環境課環境
保全係
TEL 011-381-1019

18 江別子ども劇場　鑑賞会 鑑賞会 野幌公民館
ピアノと歌とお話の世界
新芸能集団「乱拍子」

江別子ども劇場
TEL 011-383-9661

18
『旅する考古学２』
「北海道にもたらされたモノたち
―旧石器からビールまで」

講　 座
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

四方を海に囲まれた北海道。北と南から海を
越えてヒトの行き来があり、さらに多くのモノが
もたらされている。北海道にヒトが住み始めた
旧石器時代から現代のビールまで、モノの動
きを考古学的に考える。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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7月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

18・19
大麻・文京台地区
市民夏まつり

まつり
大麻中央公園
大麻宮町グランド
(宮町10)

・出店（焼鳥・ビール・物販・フリーマ-ケットな
ど）
・市民ステージ（バンド・歌謡・演奏・ダンス・太
鼓・YOSAKOIソーランなど）
・こども広場（トランポリン・輪投げ・さいころ
ゲームなど）・大抽選会（1等 米1俵）

大麻・文京台地区
市民夏まつり実行委
員会
TEL 011-386-0565

21・28 シニアの元気アップ講座
講　座
講演会

大麻東地区センター

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
導を交えて学びます。詳細は広報えべつに掲
載予定

大麻第一地域包括
支援センター
TEL 011-388-5100

23・24 第31回　えべつやきもの市 まつり 江別市役所周辺
北海道内の陶芸作家などによる、展示・販
売など

えべつやきもの市実
行委員会事務局
TEL 011-391-2160

23・24
やきもの市陶芸・絵付け体験
体験

講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

やきもの市に併せて開催する初心者向けの
陶芸・絵付け体験講座。受講料：陶芸700
円、絵付け800円

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

23・24 やきもの市クラフトマーケット
物　販
即売会

江別市セラミック
アートセンター

江別市内および近郊の工芸作家の作品を展
示販売します。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

25・26 第26回　えべつ北海鳴子まつり まつり

かわなか公園周辺
（イオンビックさん
隣）、8丁目通り（野
幌駅前）

鳴子チーム、YOSAKOIソーランチーム、パ
フォーマンスチームによる演舞。和太鼓演奏な
ど。
まつり恒例であるイベント、乱舞はまつり最後
に参加チームと一般客が参加する踊りです。

えべつ北海鳴子まつ
り実行委員会（事務
局）
TEL 011-383-6087

25・26 2020江別市民まつり in 野幌 まつり 8丁目通り周辺
えべつ北海鳴子まつりと同日程で美味の広
場や市民参加型のイベントなどを行う予定で
す。26日はビールまつりも！

江別市民まつり野幌
地区実行委員会
TEL 011-382-3740

25・26 トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

26
第3回フリーマーケット　イン
イオン江別店

フリーマーケット
イオン江別店
屋外駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

28 親子プログラミング教室 体験学習
北海道立教育研
究所附属情報処
理教育センター

コンピューターを活用したプログラミング体験。
【対象：小学6年生の児童と保護者】。詳細
は北海道立教育研究所附属情報処理教
育センターHPをご覧ください。

北海道立教育研究
所附属情報処理教
育センター
TEL 011-386-4524

28

北翔大学地域連携センター教養講

座

「7月度人が集えば文殊の知恵
袋講座～北海道ボールパーク
構想について～」

講　 座
講演会

北翔大学
北海道日本ハムファイターズ新球場～北
広島ボールパーク構想について講演され
ます。

北翔大学地域連携
センター
TEL 011-387-3939

31
～8/2

トライ☆アス☆カル2020
サマーアートキャンプin江別

体験学習
風の村キャンプ場・
他

陶芸や乗馬など自然体験を楽しめます。
対象:小学生

風の村　アトリエ陶
（事務局）
TEL 011-384-1259

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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8月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

上旬 2020消防フェスティバル まつり
イオン江別店
東側屋外駐車場
(予定）

会場に様々な火災予防に関する体験型ブー
ス等を設け火災予防への関心を高めてもらう
イベント。【参加費　無料】

江別市消防本部予
防課
TEL011-382-5430

上旬 江別野菜満喫体験ツアー バスツアー 江別市内

江別市内の農園で野菜収穫体験、直売所
の見学、江別野菜を使ったピザ作りなど、地
元の農畜産物の魅力を知ってもらうためのバ
スツアーを実施します。

江別市「まち」と「むら」の
交流推進協議会事務
局（江別市農業振興課
内）
TEL　011-381-1025

上旬
第52回青少年キャンプ村
「こんがり王国」

その他
江別市森林キャン
プ場

市内小学4年生～中学生までを対象に、自
然に親しみながら、炊事体験やキャンプファイ
ヤー、レクリエーションなどを行うキャンプ事業。

江別市生涯学習課
青少年係
TEL 011-381-1069

下旬 第20回えべつ農業まつり まつり
JA道央江別事務
所駐車場

江別産農畜産物のPRと地産地消の推進
・ステージイベント　・直売コーナーなど

えべつ農業まつり実行委
員会(JA道央江別営農
センター営農振興課)
TEL 011-382-4114

1 まいぶん遺跡探検隊（第1次） 体験学習
北海道立埋蔵文
化財センター

縄文土器に触れる体験を中心に、土器づくり
を行います。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

1
酪農学園大学市民公開講座
理科実験講座

体験学習 酪農学園大学

『生き物の設計図・DNAを取り出してみよう』
『遊びながら学ぶ、水を使った楽しい実験』
【定員：50名　対象：小学5年生～一般、受
講料：1,000円、申込締切：7/10】

酪農学園大学
社会連携センター
地域連携課
TEL 011-388-4131

1・2
夏休み自由研究教室
～こどもビデオ編集体験講座

講　 座
講演会

北海道情報大学

小学生を対象とした映像編集講座です。デ
ジタルビデオカメラで撮影した映像からビデオ
作品を作成します。
【対象：小学3～6年生・全2回】

北海道情報大学
通信教育部事務部
（公開講座担当）
TEL 011-385-4427

4・5 小学生ひらめき教室 体験学習 酪農学園大学

獣医師（産業動物中心）の仕事を体験す
る、一泊二日の体験学習。【定員：40名　対
象：小学5,6年生　参加費：未定】申込日等
詳細は大学HPで公開します。

酪農学園大学獣医学
群獣医学類獣医生化

学ユニット教授 岩野

TEL 011-388-4885

4～8
江別市少年少女発明クラブ
作品展

展示会
江別市コミュニ
ティーセンター

市内の小中学生が集う当クラブでは、主に木
工作品の制作活動を行っています。前期・後
期の年2回、クラブ員が工夫を凝らし制作した
作品の展示会を開催します。

江別市生涯学習課
青少年係
TEL 011-381-1069

7
夏休み自由研究教室
～ロボットで科学を学ぼう・
中高生編～

講　 座
講演会

北海道情報大学

レゴを用いたロボットの作成とプログラミングを
行い、技術家庭・数学・理科・情報への理解
を深める講座。
【対象：中学生・高校生】

北海道情報大学
通信教育部事務部
（公開講座担当）
TEL 011-385-4427

8 まいぶん遺跡探検隊（第2次） 体験学習
北海道立埋蔵文
化財センター

様々な石の道具に触れる体験を中心に、つ
かう・つくる実験を行います。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

8
夏休み自由研究教室
～ロボットで科学を学ぼう・
小学生編～

講　 座
講演会

北海道情報大学

レゴを用いて自ら工夫しながらロボットを作成
し、様々な算数・理科的な問題への理解をを
深める講座。
【対象：小学5・6年生の親子】

北海道情報大学
通信教育部事務部
（公開講座担当）
TEL 011-385-4427

8 まるごと江別2020 まつり 江別市民会館
江別の多様な魅力を発信するイベントです。
（詳細未定）

江別青年会議所
TEL 011-383-9678

8・9 トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

11 ゆうれいのたまて箱 おはなし会
江別市情報図書
館

ゆうれいやおばけに関する絵本の読み聞かせ
と工作教室。

江別市情報図書館
TEL011-384-0202

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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8月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

12
星空観察会　夏休み・流星群
特別企画

講　座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

2020年星空観察会特別企画・第1弾。ペル
セウス座流星群がピークを迎える夜に、観
察会を行います。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

13～15 2020江別市民まつり in 野幌 まつり 旭公園・天徳寺
子ども盆踊りや、大人盆踊りなどが行われま
す。
15日は仮想盆踊りや聖徳太子まつりも！

江別市民まつり
野幌地区実行委員
会
TEL 011-382-3740

15 パラ・スポ　in Ebetsu 2020
スポーツ

体験学習
江別市民体育館

・各種パラスポーツ及び障がい者スポーツの
「体験コーナー」
・「スポーツパフォーマンス」、「デモンストレーショ
ン」など。

江別市教育委員会
スポーツ課スポーツ係
TEL 011-381-1142

21
初心者大会
（パークゴルフ大会）

スポーツ
江別市あけぼの
パークゴルフ場

6月に１回、7月に2回行われる初心者講習
会に参加した方が対象です。
【参加料：無料】

エコ・グリーン事業
協同組合
TEL 011-391-1515

23・24 カレーフェア
物　 販
即売会

EBRI
カレーにちなんだ商品・特別メニューをご用
意。

EBRI
TEL 011-398-9570

25

北翔大学地域連携センター教養講

座

「8月度人が集えば文殊の知恵
袋講座～晩夏の野幌森林公園
を歩こう～」

講　 座
講演会

北翔大学

夏から秋にかけて咲いているお花や、実り
はじめた植物などを観察できます。バッタ
の仲間の鳴き声や赤く色づき始める赤トン
ボの仲間の姿など、昆虫たちの様子も楽し
みながら、生き物たちがどのように生命を
つないでいるのか、賢い戦略について考え
てみましょう。

北翔大学地域連携
センター
TEL 011-387-3939

29・30 トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

23
第4回フリーマーケット
イン イオン江別店

フリーマーケット
イオン江別店
屋外駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサイ
クル教室」、環境保全・リサイクル等の情報発
信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

23 水泳の日 兼 特別泳力検定 スポーツ 野幌総合運動公園

競泳、水球、飛込み、アーティスティックスイミ
ング、日本泳法の紹介や体験教室、オリンピ
アによる水泳教室を行います。また、同日に
(公財)日本水泳連盟特別泳力検定を行い
ます。

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更ま
たは中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変更
となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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主な神社の秋季例大祭（8・9月)

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

8/29・
30

野幌神社秋季例大祭 まつり 野幌神社

野幌太々神楽保存会による江別市無形民
俗文化財「江別市野幌太々神楽」の奉納の
演舞が行われます。29日宵宮祭、30日例大
祭

野幌太々神楽保存
会
会長 萩野
TEL 011-384-6733

9/8
～10

江別神社秋季例大祭 まつり 江別神社

・神殿での神事及び境内での柔道、剣道、
相撲の奉納試合
・神輿渡御
・露店（約150店）・見晴台豊太鼓演奏

江別神社
TEL 011-382-2201

14・15 大麻神社秋季例大祭 まつり 大麻神社 神社の秋季例大祭。
大麻神社
TEL 011-386-2280

16・17 錦山天満宮秋季例大祭 まつり 錦山天満宮
神社の秋季例大祭。(露店、演芸ステージ、
弓道大会、御神輿渡御 他）

錦山天満宮
TEL 011-383-2467

9月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

9月
知ろう！やってみよう！
ドッヂビー体験会

スポーツ
市内小学校
体育館

大人も子どもも一緒に楽しめるニュースポーツ
「ドッヂビー」の体験会

江別市子ども会育成連
絡協議会事務局
（江別市生涯学習課）
TEL 011-381-1069

上旬
エコ・グリーン事業協同組合
凧づくり・凧あげ体験会

体験学習
江別市森林キャンプ
場

凧の作り方、あげ方など専門の先生にアドバ
イスをもらいながら体験学習ができます。

エコ・グリーン事業協
同組合
TEL　011-391-
1515

上旬 江別野菜満喫体験ツアー バスツアー 江別市内

江別市内の農園で野菜収穫体験、直売所
の見学、江別野菜を使ったピザ作りなど、地
元の農畜産物の魅力を知ってもらうためのバス
ツアーを実施します。

江別市「まち」と「むら」の
交流推進協議会事務
局（江別市農業振興課
内）
TEL　011－381－1025

上旬
えべつものづくりフェスタ＆
　ほくでん総研一般公開

展示会
物販・即売

会
体験学習
見学会

北海道電力㈱
総合研究所
(対雁2-1）

えべつものづくりフェスタは,幼児から大人まで体
験できる催しをたくさん企画しています。ほくで
ん総研の研究実験紹介など。飲食・物販コー
ナーもあります。

北海道電力㈱
総合研究所
TEL 011-385-6553

上旬
酪農学園大学協力講座
えべつものづくりフェスタ

体験学習
北海道電力㈱
総合研究所
(対雁2-1）

酪農学園大学の中小家畜研究会の学生が
中心になり『羊の毛でかわいいマスコットを作ろ
う』コーナーを運営【参加料：無料　定員：40
名×4回】

酪農学園大学
社会連携センター
地域連携課
TEL 011-388-4131

上旬 第25回　防火ふれあい大麻
防火・防災

イベント
江別市消防署大麻
出張所

防火・防災を楽しく学べる体験型のイベント。
消火器による初期消火や煙が有る状況での
避難体験、応急手当などが体験できるほか、
はしご車の搭乗（人数制限有り）や防火服を
着て記念写真を撮影できます。

江別市消防署
大麻出張所
TEL 011-386-8333

上旬 大正琴　ふれあい演奏会 鑑賞会 江別市旧町村農場
江別市で活躍する琴生流（きんせいりゅう）大
正琴さつき会による、大正琴の演奏会を開催
します。

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

中旬 江別市民活動見本市
展示会
鑑賞会

市民交流施設
ぷらっと

江別市内の市民活動を広く市民に知っていた
だくため、団体情報を発信するパネル展示及
び活動団体によるステージ発表を行います。

NPO法人えべつ協働
ねっとっわーく（江別市民
活動センター・あい運
営）
TEL 011-374-1070

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更ま
たは中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変更
となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により
変更または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
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9月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

中旬～
下旬

瑞穂のしずくバスツアー バスツアー
江別市内、
小林酒造（栗山
町）

江別産酒米「彗星」を使用した日本酒「瑞穂
のしずく」ができるまでを体験するバスツアーで
す。
酒米の収穫体験や酒蔵見学を行います。

江別の米で酒を造ろう
会事務局（江別市農業
振興課内）
TEL　011-381-1025

下旬～
10月上

旬
ふれあいレストラン

レクリェーショ
ン

会食
市内公民館

市内にお住まいの70歳以上の方を対象に、
食生活改善推進員と一緒に食事やレクリェー
ションを行いながら交流します。参加費３００
円

江別市保健センター
TEL 011-385-5252

下旬～
10月上

旬

第70回“社会を明るくする運
動”講演会

講演会 市民会館

犯罪や非行の防止と更生への理解を深め、
犯罪非行のない明るい社会を築くことを目的
に、法務省が提唱している全国的な運動で
ある「社会を明るくする運動」の関連事業の
一環で行う講演会【詳細は広報9月号に掲
載予定】

“社会を明るくする運
動”江別地区実施委員
会(江別市管理課総務
係)
TEL 011-381-1090

下旬～
11/下旬

令和2年度
花のある街並みづくり写真展

展示会 市内公民館等
江別市民憲章推進協議会の「花のある街並
みづくり運動」に参加した自治会等の花壇写
真を展示します。

江別市民憲章推進協
議会事務局（江別市
環境課環境保全係）
TEL 011-381-1046

4
第71回　北海道女性大会
第68回　江別市女性大会

講　 座
講演会

えぽあホール

道内の女性団体がつどい学び、交流を深めま
す。市内男女問わず参加希望を募ります。
講演は市内企業の3氏を予定。
コンサート予定。

江別市女性団体協
議会事務局
TEL　011-385-
3152

6
第28回原始林クロスカントリー
大会

スポーツ
野幌総合運動公

園
陸上競技場

野幌原始林周辺に設けられたコースを走り抜
ける大会。参加者からは“走る森林浴”として
親しまれています。
【種目：男女年齢別 10㎞・5㎞、小学生3
㎞、ファミリー3㎞】【申込期間：令和2年7月1
日(水)～31日(金)】

 第28回原始林クロスカ
ントリー大会事務局((一
財)江別市スポーツ振興
財団 スポーツ振興課事
業係内)
TEL 011-384-5001

6
江別弦楽アンサンブル第26回演
奏会

演奏会 えぽあホール 弦楽合奏による演奏会

江別弦楽アンサンブ
ル
TEL 011-385-5335

6 ら・ら・らフェスティバル
展示会

体験学習
発表会

野幌公民館

江別市生涯学習推進協議会に加盟する団
体の活動発表会。
各団体のステージ発表や展示発表、体験学
習コーナーを予定しています。

江別市生涯学習推
進協議会事務局
（江別市生涯学習
課生涯学習係）
TEL 011-381-1062

6
江別工業団地協同組合
産直朝市

まつり
江別工業会館
（工栄町15-1）

団地内製造製品の直売（食品等）

江別工業団地協同
組合
TEL 011-384-3262

8 名木百選ウォッチング 見学会
江別市内
（名木10ヶ所程度）

江別市保存樹木等を専門家の解説を交え
ながらバスで巡る見学会。

江別市環境課環境保
全係（自然環境担
当）
TEL 011-381-1046

11
第50回まちかどコンサート番外
編
LPレコード鑑賞会

鑑賞会 えぽあホール

まちかどコンサート25周年の節目を記念して、
LPレコードコンサートを開催します。
フォークポップスや歌謡曲、クラシック、ジャズな
ど多彩なジャンルの音楽をLPレコードでお楽し
みいただけます。

まちかどコンサート実行
委員会事務局(教育委

員会生涯学習課内）

TEL 011-381-1060

　11・
18・25

生涯学習リレー講座
講　 座
講演会

江別市民会館
統一的なテーマを設定し、専門家による全3
回シリーズの講義を行います。

江別市生涯学習推進
協議会事務局（江別市
生涯学習課）
TEL 011-381-1062

12
『旅する考古学３』
　「ヒスイの道」

講　 座
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

深緑色で半透明な宝石、ヒスイ。その神秘的
な輝きは古今東西多くの人々を魅了してい
る。日本国内出土のヒスイ原石は新潟県の
糸魚川・青海地域で採取されたもの。その地
域をフィールドに長年調査研究を行い、ヒスイ
峡の保存も担当した講師が語る「ヒスイの世
界」

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更ま
たは中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変更
となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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9月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

13 第4回えべつ・フリーマーケット フリーマーケット
江別市役所
正面駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

15 江別子ども劇場　鑑賞会 鑑賞会 未定
たっちゃんの紙芝居＋
マーガレット一家

江別子ども劇場
TEL 011-383-9661

15
太陽系探査のこれまでとこれか
ら

講　 座
講演会

北海道情報大学
太陽系探査のこれまでの道のりと将来につい
て、興味深い画像や動画を用いてご紹介しま
す。

北海道情報大学
通信教育部事務部
（公開講座担当）
TEL 011-385-4427

17・24 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

市民交流施設ぷらっ
と

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
導を交えて学びます。詳細は広報えべつに掲
載予定

野幌第一地域包括
支援センター
TEL 011-381-2940

18～
27

第49回　江別美術協会会員
展

展示会
江別市セラミック
アートセンター

大作～小作まで協会会員の渾身の作品を
各一人2枚迄展示します。

江別美術協会事務
局展示部　大坂
TEL 011-382-6215

19
（予定）

小さな本作り講習会
講　座
講演会

江別市情報図書
館

白画用紙を使って小さな本を作る講習会を
行います。

江別市情報図書館
TEL011-384-0202

23・30 シニアの元気アップ講座
講　座
講演会

文京台地区センター

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
導を交えて学びます。詳細は広報えべつに掲
載予定

大麻第一地域包括
支援センター
TEL 011-388-5100

25
～27

江別陶芸会主催
　「チャリティー工芸展」

展示会
物販・即売

会
野幌公民館

江別陶芸会と他のジャンルの工芸家による作
品の展示販売会。作品に込められた作り手
の思いをぜひご覧ください。売り上げの一部は
毎年江別市立病院へ車イスという形で寄付
しています。

江別陶芸会
TEL 011-383-7803

26
北翔大学地域連携センター教養講座
「9月度人が集えば文殊の知恵袋講座
～江別カルタで辿る江別物語2020－
飛騨屋久兵衛と山林請負～」

講　 座
講演会

北翔大学

江別カルタ＜きの句＞「久兵衛と 流木流し
の 筏道」にみる江別の歴史の中で、飛騨
屋久兵衛の山林請負と場所請負の足跡を
追いながら、久兵衛が生きた時代を遡りま
す。

北翔大学地域連携
センター
TEL 011-387-3939

26 道立図書館まつり まつり 北海道立図書館
皆さまに楽しんでいただける催しを開催しま
す。

北海道立図書館
一般資料サービス課
TEL 011-386-8522

27 動物愛護フェスティバルｉｎえべつ まつり 酪農学園大学
動物愛護週間における動物愛護普及啓
発。

江別市小動物開業
獣医師会HPをご参
照ください

27
第5回フリーマーケット　イン
イオン江別店

フリーマーケット
イオン江別店
屋外駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

26・27 トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

27 慈善バザー
物　 販
即売会

大麻出張所
日用雑貨、食器、衣類、靴・バッグ、手作り
手芸品、焼き菓子、野菜などを販売します。
売上は社協や共同募金会へ寄付します。

江別市赤十字奉仕
団大麻分団
TEL 011-386-2589

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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9月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

27～
11/中旬

第67回江別市民文化祭
（初日：開会式＆大正琴フェス
ティバル）

まつり
展示会
鑑賞会

体験学習

江別市民会館
中央公民館
野幌公民館
大麻公民館
青年センター他

市民文化祭は、「舞台」、「展示」、「文芸」、
「生活文化」の部門に分かれ、多くの市民が
日ごろの成果を披露する市内最大規模の文
化事業です。

文化協会事務局
TEL 011-598-7161
(火～金曜日13:00
～16:30）

10月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

10月
ユメゴコチ百貨店
　～ハロウィンフェスタ～

物販・即売会
その他

江別市
コミュニティセンター

ハンドメイド雑貨・占い・ビューティ-（ネイル
等）・マッサージなどの癒し・ワークショップなどを
開催。

ヒーリングサロン蓮
TEL 090-3890-7324

10月 認知症サポーター養成講座
講　 座
講演会

江別市民会館

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を
温かく見守る応援者として、できる範囲で活
動していただく認知症サポーターを養成する講
座です。詳細は広報をご覧ください。

野幌第一地域包括
支援センター
TEL 011-381-2940

上旬
第20回
　えべつ秋の特産味覚まつり

まつり
江別河川防災
ステーション

江別の様々な味覚が楽しめるイベント。抽選
会等も予定しています。

江別市観光協会
特産品販売専門部
会
TEL 011-389-9757

上旬
令和2年度
男女共同参画セミナー

講　 座
講演会

江別市民会館
男女共同参画社会の実現に向けた意識づく
りの啓発を目的として、セミナー及びワーク
ショップを行います。

江別市市民生活課
（市民協働担当）
TEL 011-381-1124

中旬
江別観光ボランティアガイドと回
る「のんびりまち歩き」

見学会 江別観光協会

江別の魅力を知ってもらうため、江別観光ボ
ランティアガイドによる歴史解説などを交えな
がら、約2時間、のんびりまち歩きをします。
【事前申込必要。詳細は広報えべつ10月号
に掲載予定。】

江別観光協会事務
局（江別市観光振
興課内）
TEL 011-381-1091

下旬
食生活改善運動
（通称：１コイン朝食運動）

その他
北海道情報大学
食堂

5月末と10月末の各３日間、100円にて学生
に朝食を提供し、朝食の重要性を伝えるとと
もに地産・地消にも貢献しています。
学生はもちろん、一般市民の方も参加いただ
けます。

北海道情報大学
学生サポートセンター
事務室
TEL　011-385-
4416

10月～
2021年2

月
ジュニア陸上クリニック スポーツ

野幌総合運動公
園

今年度で8期目、中学生（陸上経験者）を対
象に北翔大学陸上部現役アスリートが、最
新のトレーニングを指導します。【計3回開催】

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

1・8 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

緑町老人憩の家

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
道を交えて学びます。詳細は広報えべつに掲
載予定

江別第一地域包括
支援センター
TEL011-389-4144

2～17
宮竹眞澄・
こころのふる里人形展

展示会
江別市セラミック
アートセンター

東川町在住の宮竹眞澄氏による人形作品
展。布を使わず、粘土と水彩だけで創られ
た人形は、多彩な表現で不思議な感動の
世界に誘います。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

3
星空観察会　火星準大接近
特別企画

講　座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

2020年星空観察会特別企画・第2弾。火星
が地球へ大接近するまたとない機会に観
察会を行います。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

3 エコ・グリーン杯　男女ペア大会 スポーツ
江別市あけぼの
パークゴルフ場

男女1名ずつ2名での参加になります。

エコ・グリーン事業
協同組合
TEL 011-391-1515

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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10月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

3・17・
24・31

ふるさと江別塾
講　 座
講演会

・情報大学
・北翔大学
・酪農大学
・札幌学院大学

市内4大学と連携し、各大学の特色を生かし
た講座を4回シリーズで行います。
1大学2講座を実施（1講座90分）。

江別市生涯学習課
生涯学習係
TEL 011-381-1062

4
第20回野幌の舞
(江別市野幌太々神楽伝承会
発表会)

鑑賞会 えぽあホール

江別市無形民俗文化財に指定されている江
別市野幌太々神楽。この神楽を伝承してい
る江別市野幌太々神楽伝承会による発表
会です。

江別市野幌太々神
楽伝承会
TEL 011-383-3877

17
酪農学園大学市民公開講座
ドローン講座

講　座
講演会

酪農学園大学

「ドローンを飛ばして空から大地をみてみよう」
【定員15組、対象：小学5年生～高校3年生
を含む家族、受講料：1,000円/人、申込締
切9月25日】

酪農学園大学
社会連携センター
地域連携課
TEL 011-388-4131

10 秋の感謝祭
物　 販
即売会

江別市旧町村農
場

市内農家による秋の採りたて野菜やお米を直
売。江別観光協会特産品販売専門部会に
よる特産品の特売をします。

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

10・11
ななかまど杯 第26回北海道
小学生バレーボール大会

スポーツ 市民体育館
道内各地区推薦の男女各３０チームによるバ
レーボールの全道大会。

(一財)江別市スポー
ツ振興財団
TEL 011-384-5001

10 消費者のひろば まつり 江別市民会館

「大人から子供に伝える消費者教育」をテー
マに、楽しく学べるイベントです。料理研究家
の星澤幸子さんの料理＆トークショーも予定
しています。

江別消費者協会
TEL 011-381-1026

10・11
北海道情報大学
　蒼天祭（大学祭）

まつり 北海道情報大学
ＹＯＳＡＫＯＩ演舞、児童向けイベント、模擬
店（露店）、ゼミ・サークル発表　他

北海道情報大学
学生サポートセンター
事務室
TEL 011-385-4416

11
第6回フリーマーケット
イン イオン江別店

フリーマーケット
イオン江別店
屋外駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

17・18 ぱんフェア 『じゃがいも』 『チーズ』
物　 販
即売会

EBRI

テーマは「じゃがいも」、「チーズ」。EBRI内の飲
食店とパン屋さんのコラボパンを販売。また、
江別市内のパン屋さんのパンも販売予定で
す。

EBRI
TEL 011-398-9570

18
2020　みんなおいでよ！
江別‘世界市民’の集い

物　販
展示会

体験学習
他

野幌公民館

音楽、ダンスなどのステージ発表、世界の料
理・チャリティーグッズ販売、国際交流サロン、
茶道・和装着付け体験、かぼちゃのランタン
作り体験、ハロウィンのゲーム、活動報告、展
示等を通して、国籍や言語などの違いを超え
て‘世界市民’としての交流と理解を深めるイ
ベント。

江別国際センター
TEL 011-381-1111

23・30 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

江別市区画整理
記念会館

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
道を交えて学びます。詳細は広報えべつに掲
載予定

江別第二地域包括
支援センター
TEL011-389-5420

24
酪農学園大学協力講座
えべつ市民カレッジ（ふるさと江
別塾）

講　 座
講演会

酪農学園大学
『江別の酪農の歴史等』、『SDGsについて』
【定員：100名　対象：小学5年生以上～一
般　受講料：無料】

江別市生涯学習課
TEL 011-381-1062

24
『旅する考古学４』
「縄文人に挑戦」

講　 座
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

実際にヒスイ原石と格闘し、その性質を実感
する体験講座。

(公財)北海道埋蔵文
化財センター
TEL 011-386-3231

24・25
第32回MOA 江別児童作品
展

展示会
江別市セラミック
アートセンター

江別市内の児童による絵画と書を展示しま
す。

江別市セラミックアート
センター
TEL 011-385-1004

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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10月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

24・25 トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

24・25 土佐市特産品販売会
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

友好都市・高知県土佐市の特産品販売会
です。人気の土佐文旦をはじめ、生姜やみか
ん、かつおの加工品やミレービスケットなど土
佐市の美味しい特産品が勢ぞろいします。

江別市秘書課
TEL 011-381-1008

25 第5回えべつ・フリーマーケット フリーマーケット
江別市役所
正面駐車場

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

25～27 ぬいぐるみのおとまり会 おはなし会
江別市情報図書
館

職員によるおはなし会と工作教室を行い、そ
の後、持参されたぬいぐるみを図書館に一泊
させ、翌日にぬいぐるみの夜の間の様子を撮
影した写真をアルバムにしたものと、おすすめ
絵本を添えて返却します。

江別市情報図書館
TEL011-384-0202

11月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

11月 江別消費者大会
講　 座
講演会

江別市民会館 消費者問題に関する講座。（内容未定）
江別消費者協会
TEL 011-381-1026

中旬～
1週間

第46回江別美術協会チャリ
ティー小品展

物　販
即売会
展示会

大麻公民館 小品を展示・即売売上の一部を寄付

江別美術協会事務
局
展示部　大坂
TEL　011-382-

下旬
(予定）

親と子の理科教室（冬期） 体験学習
北海道立教育研
究所附属理科教
育センター

エネルギー領域、粒子領域、生命領域の実
験観察。【対象：小学4年～6年生の児童と
保護者】詳細は北海道立教育研究所附属
理科教育センターHP等でご確認ください。

北海道立教育研究
所附属理科教育セ
ンター
TEL 011-386-4534

下旬
～

3月中旬

農家のかあさん土曜市
物　販
即売会

江別河川防災
ステーション　外

農家のかあさんたちが作った農畜産物加工品
や手芸品などを販売するイベント。ケチャップ、
チーズ、漬物、お菓子、手芸品などの手作り
品が大集合します。

江別市「まち」と「むら」
の交流推進協議会事
務局（江別市農業振
興課内）
TEL 011-381-1025

1
陶器のミニクリスマスツリーをつく
ろう

講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

カラー粘土や型抜きで飾付をしてクリスマスツ
リーを作ります。
【受講料：1,200円　対象：小学生以上（小
学3年以下は保護者同伴）】

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

7～22 市内中学校高校美術合同展 展示会
江別市セラミック
アートセンター

市内の中学校・高校の美術部に所属する生
徒たちが制作した作品を展示します。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

10・17 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

豊幌地区センター

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
道を交えて学びます。詳細は広報えべつに掲
載予定

江別第二地域包括
支援センター
TEL011-389-5420

11 チーズセミナー 体験学習
江別市旧町村農
場

9種類のチーズを試食しながら、チーズの種類
や栄養と美味しく食べるコツを学びます。

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

12
観光まちづくり概論
～江別は1時間1,000円の価値
を提供できるか～

講　 座
講演会

北海道情報大学
まちづくりの視点から、江別市内や道内・道
外で推進されている観光振興の意義や効
果、課題などを学びます。

北海道情報大学
通信教育部事務部
（公開講座担当）
TEL 011-385-4427

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等によ
り変更または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
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11月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

14
集まれ小学生！
ピカッとプログラミング講座

講　 座
講演会

北海道情報大学

小学生のためのプログラミング講座です。小学
校のプログラミング教育に関連した学校外での
学習機会です。
【対象：小学5・6年生】

北海道情報大学
通信教育部事務部
（公開講座担当）
TEL 011-385-4427

14
秋季講演会　『旅する考古学
５』「黒曜石3万年の旅―黒曜
石の考古学」

講　 座
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

火山が作った黒く輝く石、黒曜石。北海道で
は「十勝石」と呼ぶこともあり、長野県では
「耀」の漢字を多く使う人も多い。NHKブックス
『黒曜石の3万年の旅』の著者が語る、怪しく
輝く黒曜石の世界。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

15 江別こども文化祭 まつり えぽあホール
子どもの音楽、演劇、ダンス、パフォーマンスな
どのステージ発表

江別子ども劇場
TEL 011-383-9661

15 第9回のっぽろ水泳記録会 スポーツ
野幌総合運動公
園

全国大会で使用する計時機器を設置し記
録を測ります。競技会初参加の方からアス
リートまで年齢関係なく気軽に参加できる大
会です。家族チームでリレー参加も！

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

20・27 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

大麻西地区セン
ター

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必
要な運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に
関する知識を、専門職からの講話や実技指
道を交えて学びます。詳細は広報に掲載予
定

大麻第一地域包括
支援センター
TEL011-388-5100

21
酪農学園大学市民公開講座
運動健康講座

講　 座
講演会

酪農学園大学

「体格・体組成の改善に向けた測定と筋トレ
実践」
【定員30名、対象：小学5年生～一般、受
講料1,000円、申込締切10月30日】

酪農学園大学
社会連携センター
地域連携課
TEL 011-388-4131

22
フリーマーケット
イン 江別市民会館

フリーマーケット 江別市民会館

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

26 江別子ども劇場　鑑賞会 鑑賞会 未定
砂影じじいの昔話
ホケキョ影絵芝居

江別子ども劇場
TEL 011-383-9661

28
第19回えべつ土曜広場のつど
い

展示会
体験学習
発表会

野幌公民館

小・中学生が伝統的な文化などを体験する
「土曜広場」の活動を体験・鑑賞できます。ス
テージ発表・ミニ講座やお茶会などの体験、
作品展、写真展、喫茶コーナーなどを予定。

えべつ土曜広場推
進委員会事務局
(生涯学習課内）
TEL 011-381-1060

28・29 トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

29
陶器で干支置物を作ろう～丑
～

講　座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

粘土で丑の干支置物を作ります。
受講料：700円

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

29 江別まち検定 検　定
市民交流施設
ぷらっと

色々な江別の魅力を知っていただき、もっと江
別を好きになっていただけることを目的に開催
します。初級・上級編があり、重複受験も可
能です。【事前申込要】

NPO法人えべつ協
働ネットワーク
TEL 011-374-1460

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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12月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

上旬 Xmasリース作り教室
講　 座
講演会

野幌総合運動公
園

公園内の倒木等をリサイクルし世界に一つだ
けのオリジナルリースを手作りする教室です。

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

中旬
2020　クリスマスコンサート
inコミュニティセンター

演奏会
江別市
コミュニティセンター

弦楽合奏などによるクリスマスコンサート

江別弦楽アンサンブ
ル
TEL 011-385-5335

中旬・
下旬

トンデンファーム　ガーデンセール
物　 販
即売会

トンデンファーム本
社
(元野幌968-5)

トンデンファーム製品の特価販売。菓子等の
加工品販売。ラーメン、もつ煮、炭焼鶏等の
実演販売。つり堀、動物ふれあい等。

(株)トンデンファーム
TEL 011-383-8226

2～6
(予定）

えべつ土曜広場作品展 展示会
江別市情報図書
館

市内の小・中学生が伝統的な文化などを体
験する活動「えべつ土曜広場」の成果を、一
部展示します。

江別市情報図書館
TEL011-384-0202

5 第50回  まちかどコンサート 鑑賞会 えぽあホール

市内在住、または市内で音楽活動をしている
個人・団体によるコンサート。
クラシック、ポピュラー、ジャズなど多彩なジャン
ルの音楽をお楽しみいただけます。

まちかどコンサート実行
委員会事務局(生涯学

習課内）

TEL 011-381-1060

5
～2/7

ＦＵＲＯＳＨＩＫＩフェスティバル
2020

展示会
江別市セラミック
アートセンター

道内外から応募があったデザインを風呂敷に
仕立てて展示。人気投票も行います。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

5
～2/28

北海道遺跡百選13
～北海道埋蔵文化財センター
の調査から～展

その他
北海道立埋蔵文
化財センター

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。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

6
フリーマーケット
イン 江別市民会館

フリーマーケット 江別市民会館

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

7・8
冬の親子陶芸体験
～パスタ皿を作ろう！～

講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

白粘土に赤粘土で模様を付けて、オリジナル
のパスタ皿を作ります。
【対象：小学生と保護者　受講料：お一人様
1,000円】

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

13
第12回江別市小中学生かるた
大会

その他
江別市民体育館
柔剣道室

市内の小中学生を対象に行われる、下の句
かるた大会。

江別市子ども会育成
連絡協議会事務局(江

別市生涯学習課青少年

係）

TEL 011-381-1069

19・20
星空観察会　土星・木星大接
近特別企画

講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

2020年星空観察会特別企画・第3弾。土星
と木星が大接近し、一つの望遠鏡のレンズの
中に一緒に映り込むというまたとない機会に観
察会を行います。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

25 親子プログラミング教室 体験学習
北海道立教育研
究所附属情報処
理教育センター

コンピューターを活用したプログラミング体験。
【対象：小学6年生の児童と保護者】。詳細
は北海道立教育研究所附属情報処理教
育センターHPをご覧ください。

北海道立教育研究
所附属情報処理教
育センター
TEL 011-386-4524

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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1月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

上旬 令和3年 江別市消防出初式
分列行進
車両観閲
式　　典

江別市役所前
江別市民会館

分列行進、車両観閲、式典、アトラクション
（令和２年度についてはマーチングバンド）

消防本部
総務課総務係
TEL 011-382-5432

上旬 理科おもしろ実験教室
講　座
講演会

江別市情報図書
館

情報図書館内にある実験室で、理科に関す
る実験や観察を行います。

江別市情報図書館
TEL011-384-0202

5～9
江別市少年少女発明クラブ
作品展

展示会
江別市コミュニ
ティーセンター

市内の小中学生が集う当クラブでは、主に木
工作品の制作活動を行っています。前期・後
期の年2回、クラブ員が工夫を凝らし制作した
作品の展示会を開催します。

江別市生涯学習課
青少年係
TEL 011-381-1069

9 まいぶん遺跡探検隊（第3次） 体験学習
北海道立埋蔵文
化財センター

火おこしをテーマに、道具づくりから実際に火を
おこすまでを体験します。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

9
クロスカントリー・歩くスキー講習
会

スポーツ
飛烏山公園歩くス
キーコース・多目
的広場

用具の選び方やワックスの塗り方、基本動作
や走法などあらゆる基礎知識を習得できま
す。

(一財)江別市スポー
ツ振興財団
TEL 011-384-5001

16 まいぶん遺跡探検隊（第４次） 体験学習
北海道立埋蔵文
化財センター

発掘調査に関連する内容を体験。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

17
第32回マスターズスポーツ卓球
大会

スポーツ 市民体育館
江別市に在住または在勤する４５歳以上の
市民を対象に行います。

(一財)江別市スポー
ツ振興財団
TEL 011-384-5001

23

『旅する考古学6』
「幻の貝「オオツタノハ」を追う！
－縄文から古墳時代まで6,000
年間、日本列島の人びとを魅
了した貝輪素材－」

講　 座
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

日本列島最大のカサガイ、オオツタノハ。この
貝の材料とした腕輪は関東を中心に東海・
北海道、さらに九州の遺跡で出土。その時期
は縄文時代早期から古墳時代初めまでと長
い。自ら海に潜って現生貝の採取に行ってき
た講師が語る列島規模での「貝の道」。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

23～31
(予定）

しかけ絵本と大型絵本展 展示会
江別市情報図書
館

日頃、閲覧できないしかけ絵本や、大型絵
本、パネルシアターなど約200冊を展示。最終
日には展示してあるしかけ絵本やエプロンシア
ターなどから２～３冊、20分程度読み聞かせ
するミニおはなし会も開催します。（25日（月）
は休館日）

江別市情報図書館
TEL 011-384-0202

31
フリーマーケット
イン 江別市民会館

フリーマーケット 江別市民会館

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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2月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

上旬 2021えべつスノーフェスティバル まつり
江別市役所北側
向ヶ丘特設会場
（向ヶ丘２６）

市内の子どもたちに冬を外で思いっきり楽しん
でもらうためのイベント。ステージイベントのほ
か、温かい飲食物や江別の特産品を販売す
るブースも出店します。(内容は変更となる場
合があります。）

えべつ冬季イベント
実行委員会事務局
（江別市企画課内）
TEL 011-381-1015

上旬
令和2年度
花のある街並みづくり講演会

講　 座
講演会

野幌公民館
専門講師による、花、樹木等の育て方に関
する講演会を実施します。

江別市民憲章推進
協議会事務局（江別
市環境課環境保全
係）
TEL 011-381-1046

上旬
～中旬

冬の集い２０２１
体験学習

音楽ダンス発表
国際交流

江別国際センター
（市民交流施設
ぷらっと内）

音楽・ダンスなどの発表、国際交流サロン、外
国人講師による料理・文化の紹介などを通し
て、閉鎖的になりがちな冬に国際交流の機会
を深める。

江別国際センター
TEL 011-381-1111

中旬 土佐フェア
まつり

物　 販
即売会

江別アンテナショッ
プGET'S（EBRI
内）

江別の友好都市である高知県土佐市の物
産品等を販売します。（江別アンテナショップ
GET'S TEL 011-398-9558)

NPO法人やきもの21
TEL 011-391-2155

中旬
令和２年度 協働のまちづくり
活動支援事業 公開報告会

公開報告会
市民交流施設
ぷらっと

「協働のまちづくり活動支援事業」は、市民
活動団体が市民や地域のニーズに対応して
取り組むことによって、地域の課題解決や活
性化につながることが期待される公益的な事
業を支援するもので、6月の選考会において
採択された団体による事業報告を行う。

江別市市民生活課
（市民協働担当）
TEL 011-381-1124

下旬 松ぼっくりひな作り教室
講　 座
講演会

野幌総合運動公
園

公園内の松ぼっくりを使って可愛いオリジナル
ひな人形を手作りする教室です。

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

6
第28回マスターズスポーツ
バドミントン大会

スポーツ 東野幌体育館
江別市に在住または在勤する４５歳以上の
市民を対象に行います。

(一財)江別市スポー
ツ振興財団
TEL 011-384-5001

7 第47回春の水泳記録会 スポーツ
江別市青年セン
ター温水プール

市内に在住または在勤する市民を対象に行
う、全52種目の男女年齢別の記録会。

(一財)江別市スポー
ツ振興財団
TEL 011-384-5001

7 風呂敷オンステージ イベント
江別市セラミック
アートセンター

風呂敷を使ったファッションショーや結び方講
座を実施します。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

11 えべつ・冬のスポーツまつり スポーツ 飛烏山公園

雪上5人6脚や雪上3本綱引きの競技や、ゴ
ルポッカ、バナナボートの体験、そり遊び、雪遊
びなどを開催します。各競技種目は、1チーム
5名。①ジュニアの部：小学生の男女、②一
般の部：中学生以上の男女【申込期間：令
和3年1月5日(火)～18日(月)

(一財)江別市スポー
ツ振興財団
TEL 011-384-5001

20 小さな本作り講習会
講　 座
講演会

江別市情報図書
館

画用紙を使って小さな本を作る講習会を行い
ます。

江別市情報図書館
TEL011-384-0202

20・21 第5回ちびっ子かくさん冬まつり まつり
えべつ角山パーク
ランド

手作り感のある、子供を対象にしたアトラク
ション、巨大雪山、スノーモービルラフティングな
ど、盛りだくさんのお祭りです。

えべつ角山パークラン
ド
TEL 011-389-5000

21 第14回江北ふれあい祭り まつり
江別市都市と農
村の交流センター
「えみくる」

屋外でバナナボート、チューブ滑りやゲーム遊び、
屋内ではアマチュアバンド演奏、ジャズバレエ等の
ステージやビンゴ大会、えべチュンじゃんけんなど、
楽しいイベントがいっぱいです。地域で採れる野
菜や乳製品等の加工品、美味しいグルメや雑貨
等の販売もあります。家族揃って楽しめるイベント
です。

江別市都市と農村の
交流センター「えみく
る」
TEL 011-384-0285

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク
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2月のイベントスケジュール

日　程 名　　　　称 種　類 場　　所 内　　容 問合せ先

20
～3/14

2021謝陶の集い
第21回工房利用者作品展

展示会
江別市セラミック
アートセンター

セラミックアートセンターの工房を利用して作
陶に取り組んでいる皆さんの一年間の成果を
紹介します。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

27
酪農学園大学市民公開講座
家庭菜園講座

講　 座
講演会

酪農学園大学

「自宅の菜園土壌の健康（養分）状態を知ろ
う！」
「ジャガイモの来歴と適した栽培方法について」
【定員50名、対象：小学5年生～一般、受講料
1,000円、申込締切（土壌分析希望の方）2020
年8月28日、（土壌分析希望しない方）2021年
2月8日】

酪農学園大学
社会連携センター
地域連携課
TEL 011-388-4131

28
フリーマーケット
イン 江別市民会館

フリーマーケット 江別市民会館

フリーマーケットの開催。障がい者施設などの
バリアフリーな場の提供、子どもたちへの「リサ
イクル教室」、環境保全・リサイクル等の情報
発信等も行います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

3月のイベントスケジュール

中旬～
1週間

江別美術協会春季小品展 展示会 野幌公民館 10号までの絵画を展示

江別美術協会事務
局展示部　大坂
TEL 011-382-6215

下旬
フリーマーケット
イン 江別市民会館

フリーマーケット 江別市民会館

フリーマーケットの開催。障がい者施設などのバリ
アフリーな場の提供、子どもたちへの「リサイクル教
室」、環境保全・リサイクル等の情報発信等も行
います。（予定）

日本リサイクルネット
ワーク・えべつ
TEL 011-385-2917

5・12 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

野幌公会堂

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必要な
運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に関する知
識を、専門職からの講話や実技指導を交えて学
びます。詳細は広報えべつに掲載予定。

野幌第一地域包括
支援センター
TEL 011-381-2940

6・7 のっぽろスノーランド まつり
野幌総合運動公
園

巨大ソリ滑り台でそり遊びを楽しめるほか、いろい
ろな除雪車両の展示、除雪ドーザーやロータリー
車に同乗し除雪体験ができます。また、400mの
スノーラフティングや宝探しなどのイベントもありま
す。【入場無料】

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

12・19 シニアの元気アップ講座
講　 座
講演会

江別市保健セン
ター

いつまでも元気で、自分らしく暮らすために必要な
運動、栄養、口腔ケア、認知症予防に関する知
識を、専門職からの講話や実技指導を交えて学
びます。詳細は広報えべつに掲載予定

江別第一地域包括
支援センター
TEL 011-389-4144

13
『旅する考古学７』
「赤い土器はどこで作られたの
か－赤彩土器を追う－」

講　 座
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

赤い顔料で全体が彩色された、ある特別な縄文
土器群。千歳市キウス4遺跡出土の赤彩土器
をスタートに、この特殊な土器を求めて北海道か
ら本州へと東日本を旅した講師が語る、赤い土
器の特徴とその魅力。どこで作られ、北海道まで
もたらされたのか。

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

14
ミニカブト作り体験～子どもの
日を楽しもう～

講　座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

粘土でミニカブトとこいのぼりをつくります。
受講料：700円

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等により変更
または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
【マークの見方】イベントカレンダー作成時点での市民カレッジ対応講座にマークを付けていますが、変
更となる場合がありますので、受講の際は江別市ＨＰ及び広報えべつなどでご確認ください。※マーク

【ご利用上の注意】掲載内容は、2020年3月現在の情報です。各行事は主催者都合等によ
り変更または中止される場合があります。お出かけの際は事前に問合せ先にご確認ください。
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MAP

◆北海道関係

道立野幌総合運動公園

道立図書館

道立文書館

道立埋蔵文化財センター

自然ふれあい交流館

◆江別市関係

市民会館

市民体育館

コミュニティセンター

野幌公民館

えぽあホール（市民文化ホール）

江別市セラミックアートセンター

市民交流施設ぷらっと

西野幌481番地

文京台東町41番地

文京台東町41番地

西野幌685番地（文京台小学校近く）

西野幌685番地（野幌森林公園大沢口）

高砂町6番地

野幌町9番地

3条5丁目11番地

野幌町13番地の6

大麻中町26番地の7

西野幌114番地の5

東野幌本町6番地43

011-384-2166

011-386-8521

011-388-3001

011-386-3231

011-386-5832

011-383-6446

011-384-5001

011-382-2376

011-382-2414

011-387-3120

011-385-1004

011-374-1460

主な公共施設

市民体育館

大麻体育館

江別市花き・野菜栽培技術指導センター

野幌公民館

えぽあホール

トンデンファーム

おおあさ

たかさご

のっぽろ

えべつ北翔大学

道立図書館

酪農学園大学

札幌学院大学
道立埋蔵

文化財センター

自然ふれあい交流館

（道立自然公園野幌森林公園）

道立野幌総合運動公園

江別河川防災

ステーション

江別市セラミック

アートセンター

北海道情報大学

コミュニティセンター

青年センター・飛烏山公園

3番通

江別市役所

市民会館
国道12号

インター線

あけぼのパークゴルフ場
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