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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３年度カレンダー
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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 7月24日(土)

◇冬休み １月 8日(土)

時間：9：00～12：00

令和３（202１）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）

◇定 員：１5名

◇参加費：土器作り粘土代500円（５月１５日の講座時に集めます）

◇申込み：４月８日（木）から22日（木）の間に直接来館か電話にて

◆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。

◇定 員：30名

◇参加費：第1回 無料 第2回 500円(バス代)

※詳細は広報えべつ、市ホームページでお知らせします。

◆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で、

縄文土器作りに挑戦しませんか。

夏休みと冬休みの２回開催。

参加者には郷土資料館特製ストラップを

プレゼントします。

◇対 象：小学生（4～6年生）

◇定 員：１０名

◇参加費：無料

回 日 程 カリキュラム 会場・集合 開講時間

１ 5月 ８日（土） 開講式・館内見学 郷土資料館 9：00～12：00

２
5月 1５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 2７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 1０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 2１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 ４日（土） 昔の遊び道具を作ろう 郷土資料館 9：00～12：00

８ 10月 ２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 2３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１３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

回 日 程 カリキュラム 集合 開講時間

１ ６月２４日(木)
江別市内史跡めぐり
（ウォーキング）

郷土資料館 9：00～12：00

２ ９月１１日(土)
市内史跡・遺跡等見学
（バスツアー）

郷土資料館 13：00～16：00
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◆ふるさと歴史講座

江別や北海道の歴史、文化をテーマとした講演会です。

◇日 時：令和４年２月１９日（土） 13：30～15：30

◇定 員：40名

◇会 場：野幌公民館 ◇参加費：無料

◆屯田兵関連施設の夏季開館

上記内容や日程等は、事業計画に基づく予定です。事情により変更になることがありますので、

あらかじめご了承願います。

講座等の詳細は、開催月の「広報えべつ」 等でお知らせしますのでご確認願います。

お申し込み・お問い合わせ等は下記までお願いします。

○江別市郷土資料館
〒067-0002 江別市緑町西１丁目 38 番地

TEL：011-385-6466／FAX:011-385-4944

★江別市屯田資料館

北海道指定有形文化財「野幌屯田兵第二中隊本

部」（屯田資料館）は、明治１７（１８８４）年

頃建てられた、現存する最古の屯田兵の本部建物

です。４月２９日(木)から１１月３日(火)までの

毎週土・日・祝日・振替休日に開館します。

◇住 所：野幌代々木町38-11

◇時 間：9：30～1７：00

(入館は１６：３０まで)

◇入館料：高校生以上100円 小・中学生50円

★野幌屯田兵屋

湯川公園内の野幌屯田兵屋は、明治１９（１８８６）

年、広島県から屯田兵として入植した湯川さん一家

が生活し、その後二代目の隼夫（としお）さんが

使用していたものを江別市が譲り受け、昭和５２

（１９７７）年に復元したものです。

５月～９月の間、月１回（第４土曜日）公開します。

◇住 所：江別市野幌寿町19 湯川公園内

◇公開日：5/2２、6/2６、7/2４、8/2８、9/2５

◇時 間：９：３０～１６：００
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月 テーマ別　自然観察会 親子観察会・講演会 もりの工作コーナー・研修会など

●４月１０日（土）10:00～12:00 ●４月１日（木）～５月１６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　とこ×２ カタツムリ

　集合・解散：自然ふれあい交流館 　受　付：当日受付

　受　付：先着２０名（3/11～受付）[申込先 Ｂ] ●４月２０日（火）～５月３０日（日）

●４月２２日（木） 交流館の一年　活動紹介展

　受付9:30～　集合9:50　実施10:00～11:00

春の花を見つけよう

　テーマ：早春の花観察、野鳥観察

　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

　受　付：先着30名（3/23～受付）［申込先 Ａ］

●５月１５日（土） ●５月２９日（土） ●４月１日（木）～５月１６日（日）
　受付9:30～　集合9:50　実施10:00～11:00 　①10:00～11:30　　②13:30～15:00 もりの工作コーナー　とこ×２ カタツムリ

春のありがとう観察会 親子観察会 　受　付：当日受付

　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２０日（火）～５月３０日（日）
　集合・解散：自然ふれあい交流館 　集合・解散：自然ふれあい交流館 交流館の一年　活動紹介展

　コース：ふれあいコース 　受　付：各回先着１0名（4/30～受付）[申込先 Ａ] ●５月２２日（土）～夏期間

　受　付：先着30名（4/16～受付）［申込先 Ａ］ 　対　象：小学生のお子様がいる親子 森のギャラリー展（屋外動植物写真展）

　持ち物：ゴミ袋、軍手 　持ち物：長袖、長ズボン、帽子、水筒 　場　所：自然ふれあい交流館周辺

●５月２２日（土）～６月２０日（日）
もりの工作コーナー　お花の風車

　受　付：当日受付

●６月１０日（木） ●６月２７日（日）10:00～11:00 ●５月２２日（土）～６月２０日（日）
　受付9:30～　集合9:50　実施10:00～11:00 もりの講演会　植物の見どころを教えます もりの工作コーナー　お花の風車

森の新緑観察会 　講　師：小川 由真（当館普及啓発員） 　受　付：当日受付

　テーマ：初夏の新緑の樹木観察 　会　場：自然ふれあい交流館 ●６月２６日（土）～８月１５日（日）
　集合・解散：野幌森林公園案内所（記念塔口） 　受　付：先着10名（5/28～受付）[申込先 Ａ] もりの工作コーナー　よじ×2 のぼるよ夏の虫

　コース：北海道百年記念塔周辺 　備考：野外で実施しますので野外活動に適した服装でお越しください 　受　付：当日受付

　受　付：先着30名（5/11～受付）［申込先 Ａ］

●７月２４日（土）10:00～12:00 ●７月２５日（日）10:00～11:30 ●６月２６日（土）～８月１５日（日）
水辺の生きものをさがそう！ 親子観察会 もりの工作コーナー　よじ×2 のぼるよ夏の虫

　集合・解散：自然ふれあい交流館 はじめての虫さがし　夏 　受　付：当日受付

　受　付：先着２０名（6/25～受付）[申込先 Ｂ] 　集　合：自然ふれあい交流館

　対　象：子ども（小･中学生）※小学生は保護者同伴 　受　付：先着10名（6/26～受付）[申込先 Ａ]

　対　象：小学生のお子様がいる親子

　持ち物：長袖、長ズボン、帽子、水筒

●８月２１日（土）10:00～12:00 ●８月７日（土）10:00～11:30 ●６月２６日（土）～８月１５日（日）
草原の主･トノサマバッタをさがそう 親子観察会 もりの工作コーナー　よじ×2 のぼるよ夏の虫

　集合・解散：自然ふれあい交流館 落ち葉の下の生き物をさがそう 　受　付：当日受付

　受　付：先着２０名（7/22～受付）[申込先 Ｂ] 　集　合：自然ふれあい交流館 ●８月１日（日）～２９日（日）
　対　象：子ども（小･中学生）※小学生は保護者同伴 　受　付：先着10名（7/8～受付）[申込先 Ａ] 交流館20周年記念展示

　対　象：小学生のお子様がいる親子 ●８月２１日（土）～１０月３日（日）
　持ち物：長袖、長ズボン、帽子、水筒 もりの工作コーナー　トンボのやじろべえ

　受　付：当日受付

●９月５日（日） ●９月１１日（土） ●８月２１日（土）～１０月３日（日）
　受付9:30～　集合9:50　実施10:00～11:00 　①10:00～11:30　　②13:30～15:00 もりの工作コーナー　トンボのやじろべえ

秋の花でにぎわう森を歩こう 親子観察会 　受　付：当日受付

　テーマ：秋の花観察 はじめての虫さがし　秋 ●９月２５日（土）､２６日（日） ２日間
　集合・解散：自然ふれあい交流館 　集　合：自然ふれあい交流館 ボランティア・レンジャー育成研修会

　コース：エゾユズリハコース 　受　付：各回先着１0名（8/12～受付）[申込先 Ａ] 　会　場：自然ふれあい交流館､野幌森林公園

　受　付：先着30名（8/6～受付）［申込先 Ａ］ 　対　象：小学生のお子様がいる親子 　受　付：先着15名（4/1～9/12の期間受付）[申込先 Ａ]

　持ち物：長袖、長ズボン、帽子、水筒 　対　象：18歳以上、2日間通して参加できる方

　　　　　開催日より1年以内に救命講習等を受講された方

　　　　　（受講･修了証等の提出が必要となります）

　※内容や時間などの詳細はお問い合わせ下さい

　　受付時に専用申込用紙をこちらからお送りします

●１０月２日（土） ●１０月３０日（土）10:00～11:00 ●８月２１日（土）～１０月３日（日）
　受付9:30～　集合9:50　実施10:00～11:00 もりの講演会　ススキはおすき？ もりの工作コーナー　トンボのやじろべえ

秋の森の匂いをかごう 　講　師：神 真琴（当館普及啓発員） 　受　付：当日受付

　テーマ：紅葉、木の実観察 　会　場：自然ふれあい交流館 ●１０月９日（土）～１１月２８日（日）
　集合・解散：北海道開拓の村前 　受　付：先着10名（9/30～受付）[申込先 Ａ] もりの工作コーナー　どんぐりゴマ

　コース：開拓の沢線→瑞穂の池往復 　備考：野外で実施しますので野外活動に適した服装でお越しください 　受　付：当日受付

　受　付：先着30名（9/3～受付）［申込先 Ａ］

【行事の申込先】　申込先Ａ･･･自然ふれあい交流館　℡011-386-5832　　　申込先Ｂ･･･北海道博物館　℡011-898-0500

裏面には、自然ふれあい交流館の【新型コロナウイルスの感染防止対策】についてご案内していますので、必ずご確認ください。
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月 テーマ別　自然観察会 親子観察会・講演会 もりの工作コーナー・研修会など
●１１月７日（日） ●１０月９日（土）～１１月２８日（日）
　受付9:30～　集合9:50　実施10:00～11:00 もりの工作コーナー　どんぐりゴマ

秋のありがとう観察会 　受　付：当日受付

　テーマ：木の実・草の実観察、ゴミ拾い

　集合・解散：自然ふれあい交流館

　コース：ふれあいコース

　受　付：先着30名（10/8～受付）［申込先 Ａ］

　持ち物：ゴミ袋、軍手

●１１月１３日（土）10:00～11:30

スライド＆ミニ探鳥会

初心者向け　たのしい野鳥の見つけ方

　テーマ：野鳥観察

　ガイド：髙橋 治貴（当館普及啓発員）

　集合・解散：自然ふれあい交流館

　受　付：先着6名（10/14～受付）[申込先 Ａ]

　持ち物：防寒服、お持ちの方は双眼鏡

●１２月４日（土）～２６日（日）

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

　受　付：当日受付

●１月１６日（日）10:00～11:30 ●１月４日（火）～２月１３日（日）

親子観察会 もりの工作コーナー　モモンガ☆グライダー

冬の森の散策隊 　受　付：当日受付

　集合・解散：自然ふれあい交流館

　受　付：先着10名（12/17～受付）[申込先 Ａ]

　対　象：小学生のお子様がいる親子

　持ち物：長靴、防寒服、水筒、着替えなど

●２月２６日（土）10:00～12:00 ●２月５日（土） ●１月４日（火）～２月１３日（日）

動物の足跡を探しに行こう！ 　①10:00～11:30　　②13:30～15:00 もりの工作コーナー　モモンガ☆グライダー

　集合・解散：自然ふれあい交流館 親子観察会 　受　付：当日受付

　受　付：先着20名（1/27～受付）[申込先 Ｂ] 冬の森の散策隊 ●２月１９日（土）～３月３１日（木）

　備　考：小学生以下は保護者同伴 　集合・解散：自然ふれあい交流館 もりの工作コーナー　ミニモビール

　受　付：各回先着10名（1/6～受付）[申込先 Ａ] 　受　付：当日受付

　対　象：小学生のお子様がいる親子

　持ち物：長靴、防寒服、水筒、着替えなど

●３月２７日（日） ●２月１９日（土）～３月３１日（木）

　受付9:30～　集合9:50　実施10:00～11:00 もりの工作コーナー　ミニモビール

森の中で春をさがそう 行事の申込先 　受　付：当日受付

　テーマ：芽吹き、野鳥観察 申込先Ａ・・・自然ふれあい交流館
　集合・解散：自然ふれあい交流館 ℡011-386-5832
　コース：エゾユズリハコース 申込先Ｂ・・・北海道博物館

　受　付：先着30名（2/27～受付）［申込先 Ａ］ ℡011-898-0500

○入館時

○観察会について

○工作コーナーについて

○その他

◇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

　　　　　　※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。

　　館内のトイレの手摺、図書など、定期的に消毒を行っておりますので、安心してご利用ください。

新型コロナウイルスの感染防止対策についてお知らせします。必ずご確認ください。

　全ての人が安全に安心して自然観察会や工作コーナーなどの事業に参加していただくため、2021年度は次の取組を行います。例年とは異なる開催内容や
制限があり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願いします。
　なお、新型コロナウイルスの感染状況や国や北海道の警戒ステージに合わせて、事業を休止・延期または緩和することもありますので、最新情報は、自然
ふれあい交流館にお問合せいただくか、公式ホームページで必ずご確認ください。

　　マスクの着用、入館受付表への記入、アルコール消毒にご協力ください。

　　館内の換気を常に行っているため、快適な空調環境ではありませんので、予めご了承ください。

　　館内で休憩や見学される場合は、大声での会話、会話をしながらの飲食はお控えください。また混雑時は、入館を制限する場合があります。

　　散策ガイドは、休止とさせていただきます。学校等の対応は人数制限等、事前の打ち合わせにより実施しますので、ご希望の方はご連絡ください。

　　座席数を制限するとともに、セルフ参加型の内容とします。そのため、スタッフによる指導は極力行いません。

　　強い風雨や雪など荒天時は前日に中止の決定を行い、申し込みされた方へご連絡します。

　　密を回避するため、参加人数を制限するほか、開催時間を短縮します。そのため、観察会等で使用するコースは一部となり短距離での開催となります。

　　万一に備え、原則、事前申込制とします。そのため事前に申し込みをせずお越しになられても参加はできません。

　　体温計測、マスクの着用、アルコール消毒にご協力ください。

指定管理者制度が導入され、一般財団法人北海道歴史文化財団が、自然ふれあい交流館を管理運営しています。（記載内容は　2021.1.15現在の情報です）

３

12

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

　　観察会時は、他の参加者との距離をとり、大声での会話などはお控えください。

　　使用した物品は、使用の都度、スタッフが消毒します。

☆参加料の記名がない事業（観察会、工作コーナー、研修会等）は参加料無料で実施しています。

☆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。

☆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

場合がありますので、予めご了承ください。

※もりの工作コーナーに団体でご参加を予定する皆様へ

･･･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

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
販売など

北海道ブックシェアリング

TEL 011-378-4195

4月
～3月

えみくる料理教室♪ 料理教室
江別市都市と農
村の交流センター
「えみくる」

江別の食材の豊かさ、魅力を感じてもらうこと
を目的に季節の食材に合わせた料理やパン
作りに挑戦します。また、年間を通して日本の
伝統行事とその食について学べる食育クラブ
を全3回の開催を予定しています。
【開催日】月1～2回 木曜日、第3木曜日は
夜実施

江別市都市と農村の交

流センター「えみくる」

TEL 011-384-0285

4月
～3月

陶芸・絵付け体験
講　 座
体 　験

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、玉つくり、
または板づくりで制作します。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。
【対象：小学生以上（小学3年生以下は保
護者同伴）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

4月
～3月

星空観察会 観察会
江別市セラミック
アートセンター

毎月テーマを変えて土曜日に午後7時から開
催します。街のあかりにほとんど影響されない
絶好のコンディションで星空を観察。25cm反
射望遠鏡ななど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

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

5月　　
～12月

チャレンジ！電動ロクロ体験
講　 座
体 　験

江別市セラミック
アートセンター

電動ロクロに触ってみたい方に向けた体験講
座。
【対象：小学4年生以上（小学生は、保護者
同伴）、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

7月
10月
11月

えみくる漬け物教室 料理教室
江別市都市と農
村の交流センター
「えみくる」

江別で採れる野菜を使って、漬け物作りに挑
戦します。地場産のきゅうり、セロリ、大根、
キャベツや白菜等を使用し浅漬け、にしん漬
け等の漬け物作りに挑戦します。漬け物を
作った事のない方も漬け物名人になれますの
でぜひご参加ください。

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

9月
～10月

えべつ市民環境講座
見　 学
講　 座
講演会

野幌公民館 他

4回連続講座です。
【開催日】①9月1日（水） ②9月上旬 ③9月
22日（水） ④10月6日(水)
予備日　12月20日(月)

江別市環境課環境
保全係
TEL 011-381-1019

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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
～5/23

（公財）北海道埋蔵文化財センター

令和２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
２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

17
(公財）北海道埋蔵文化財センター

令和２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２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～15時
30分　定員：100名】

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

17・18 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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

22
～5/11

第18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。

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

28 野菜作り講習会 講座・講演会 えぽあホール

貸し農園や家庭菜園で野菜作りを楽しむ市
民を対象に、基本の土作り・代表的な野菜
の栽培方法などについて学ぶ講習会を開催
します。
【受講料：300円、定員：100名】

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

29 おはなし会スペシャル おはなし会 江別市情報図書館
『のぞいてみよう「ふしぎ」のせかい』をテーマに
パネルシアターやエプロンシアターなどを盛り込
んだ、普段と異なるおはなし会を行います。

江別市情報図書館　
TEL011-384-0202

29
～5/31

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。

㈱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、発行日現在の情報です。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

2 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

カラー粘土で模様をつけ、型づくりで楕円皿を
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

2
～4

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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

8 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

9
道具づくり体験～「つかいや
すい」を手に入れよう！～

講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

作陶に必要な道具の作り方を学んで、自分
にあったオリジナルの使いやすい道具を作りま
す。（L字カンナ、カキペラ、くし等）
【対象：小学生以上（小学3年生以下は保
護者同伴）受講料：1200円】

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

11
～6/20

小森忍 新収蔵品展 展示会
江別市セラミック
アートセンター

令和2年度以降に寄贈された小森忍の作品
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

15
<中止>

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

15 江別子ども劇場　鑑賞会 鑑賞会 野幌公民館
「おじさんと大きな木」
劇団なんじゃもんじゃ

江別子ども劇場
TEL 011-383-9661

23 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・親睦を図る。

（一財）江別市
スポーツ振興財団
TEL 011-384-5001

29 第45回市民植樹 植樹会
野幌中央緑地
（仮称）
（野幌町93-1）

市民参加により、ハルニレなどを植樹します。
江別市境課環境保全係
（自然環境担当）
TEL 011-381-1046

29
「岡本太郎が見た縄文土器の
四次元的世界」

講　 座
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

岡本太郎は、縄文文化を「日本」の始源に
位置づけ、人間の「生きる尊厳」を奪還し、芸
術本来の姿に立ち返ろうとした。岡本太郎が
見た「縄文」とは何だったのか。岡本が言う「四
次元との対話」からくり出される不可思議な造
形を手がかりに、縄文時代の人々の世界観
を探る。
【時間：13:30～15:30、定員：100名】

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

30 ２０２１札響えべつコンサート 鑑賞会 江別市民会館

北海道唯一のプロオーケストラ・札幌交響楽
団によるクラシックコンサート。指揮は新進気
鋭・水戸博之（江別市出身）。
【チケット取扱い：各公民館、市民会館、市
民活動センターあい、ローソンチケット】

NPO法人えべつ
楽友協会
TEL 090-7652-
6065

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

   30

24

   31
25 26 27 28 29
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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

6月
or 7月

認知症サポーター養成講座
講　 座
講演会

未定

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

中旬
(予定)

令和３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

「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 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

5 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・親睦を図る。

（一財）江別市
スポーツ振興財団
TEL 011-384-5001

7・14 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

12・13 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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

17・24 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

19 江別子ども劇場　鑑賞会 鑑賞会 青年センター（仮）
「どろぼうがっこう」
人形劇団とんと

江別子ども劇場
TEL 011-383-9661

19・20 第31回えべつ環境広場2021 環境イベント 野幌公民館
環境に関する活動を行っている個人、団体、
企業によるパネル展示や体験学習、講演
会、映画上映会など行います。

江別市環境課環境
保全係
TEL 011-381-1019

20
集まれ、ちびっ子！元気祭
り！！2021

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

25
～6/30

札幌刑務所矯正展展示会 展示会
江別市民会館
小ホール

札幌刑務所主催の刑務所矯正展です。
札幌刑務所作業部門
TEL 011-781-2011

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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

6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
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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

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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

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 環境経営普及セミナー セミナー オンライン開催
事業者向けの環境に配慮した経営セミナーを
開催します。

江別市環境課環境
保全係
TEL 011-381-1019

上旬
第71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
～下旬

令和３年度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 野菜作り実地講習会
講　 座　　　
講演会

市内圃場（未定）

貸し農園や家庭菜園で野菜作りを楽しむ市
民を対象に、基本の土作り・代表的な野菜
の栽培方法などについて実際の圃場で学ぶ
講習会を開催します。

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

7/下旬
or 8/上旬

ソーラー発電教室 体験学習

江別ノーザンフロン
ティア発電所（環
境クリーンセンター
敷地内）

地球温暖化問題や太陽光発電についての
講義や、江別ノーザンフロンティア発電所の施
設見学、太陽光電池で動く模型制作などを
行います。

江別市環境課環境
保全係
TEL 011-381-1019

7/下旬
or 8/上旬

夏休み環境学校
　～水辺の自然塾～

体験学習
市内篠津の石狩
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/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。【対象：小学校高学年、参加費：
無料】

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、発行日現在の情報です。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、発行日現在の情報です。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。

6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月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
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11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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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

下旬
～8/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

3 第51回  まちかどコンサート 鑑賞会
江別市セラミック
アートセンター

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(生涯学

習課内）

TEL 011-381-1060

3・4
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・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

3・4
夏の親子陶芸体験～スープ
カップを作ろう！～

講　座
体　験

江別市セラミック
アートセンター

赤粘土で模様を作り、白粘土に貼り付け、オ
リジナルのスープカップをつくります。【対象：小
学生と保護者、受講料：1人700円】

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

3
～8/29

市立函館博物館所蔵　
花光コレクション展

展示会
江別市セラミック
アートセンター

市立函館博物館が所蔵する「花光コレクショ
ン」の中から、書画・陶磁器・茶道具等、約
90点を展示します。　

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

4
第8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及び愛好
者の交流・親睦を図る。

（一財）江別市
スポーツ振興財団
TEL 011-384-5001

4 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、舞踊、カラオケ、太極拳、ヒップホッ
プダンス、剣詩舞、武術、大正琴など。【開催
時間：10：00～16：00】

江別市女性団体
協議会事務局　　　
TEL 011-385-3152　

4 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

5・12 シニアの元気アップ講座
講　 座　　　
講演会

江別市勤労者研
修センター

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

10

夏季講演会『縄文文化はじま
りの考古学1』
「縄文時代草創期をめぐる学
説史-時代区分の問題-」

講　 座　　　
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

約1万6千年前の列島最古の土器が見つかっ
た青森県大平山元Ⅰ遺跡の調査に関わり、
旧石器-縄文移行期の研究を続ける講師
が、「縄文時代草創期」をめぐって錯綜してき
た学説史と時代区分の問題を語る。【定員：
100名、時間：13:30～15:30】

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

10・11 第32回　えべつやきもの市 まつり
江別市役所
北側特設会場

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

10・11 やきもの市陶芸・絵付け体験
講　座
体　験

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

10・11 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

10・11 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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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

7月
日 月 火 水 木 金 土
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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

10・11
（11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

10
～9/26

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

14 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

14・21 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

17・18
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
(大麻宮町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（スーパーボール、さいころゲーム、
輪投げ、トランポリンなど）・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（事務局長：小
田島）
TEL 011-386-0565

18
第38回 江別ふれあい福祉の
広場

その他
江別市総合社会
福祉センター

①ふれあいイベント（★ハワイアンフラ★ミニコ
ンサート★豊太鼓演武★よさこい演舞）
②ふれあいセレモニー③ふれあいコーナー（★
点字体験★おはなし会）④ふれあいバザー
（★手作り品バザー★喫茶コーナー）⑤ふれあ
いビアガーデン（★おでん、ビール、ジュースなど
の販売）　　※すべて予定となります。

江別市社会福祉協
議会
TEL 011-385-1234

22
～/1

（予定）

図書館まつり 展示会 江別市情報図書館
夏休み時期に、こわい本の展示会や特別な
おはなし会など、大人も子どもも楽しめるイベ
ントを開催します。

江別市情報図書館　
TEL 011-384-0202

24
金継体験～よみがえれ!金継
チャレンジ教室～

講　 座
体　 験

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

24・25 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）

地元の鳴子チーム、YOSAKOIソーランチー
ム、ダンスチームなど多数のチームが2カ所の
会場で演舞を繰り広げます。

えべつ北海鳴子まつり

実行委員会事務局

TEL 011-383-6087

24・25 江別市民まつり in 野幌 まつり
8丁目通
旭公園

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。25日はビールまつりも！

江別市民まつり野幌地

区実行委員会事務局

TEL 011-382-3740

24・25 江別・土佐友好大綱まつり まつり
野幌地区８丁目
通り（予定）

江別地区市民まつり土佐大綱まつりで使用
していた「土佐大綱」を継承し、新たなイベン
トとして開催します。

江別・土佐友好大綱ま
つり実行委員会
事務局：江別土佐会
（江別市秘書課内）
TEL 011-381-1008

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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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

7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 31
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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

30 理科おもしろ実験教室 体験学習 江別市情報図書館
情報図書館本館内の実験室で、理科に関
する実験や観察を行います。

江別市情報図書館　
TEL 011-384-0202

31 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。【定員20名】

(公財)北海道埋蔵
文化財センター 
TEL 011-386-3231

31
酪農学園大学市民公開講座
楽しい理科実験講座

体験学習 江別市民会館

『でんぷんおもしろ実験室』でんぷんは、ごはん
などの食べ物だけではなく、いろいろなところに
含まれています。みなさんと一緒に身の回りの
でんぷんを探してみましょう。

酪農学園大学社会連

携センター地域連携課

TEL 011-388-4131

31・8/1
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。

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月のイベントスケジュール

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 2021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
TEL 011-382-5430

8月
～9月
（予定）

８３１の日キャンペーン その他 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、市内直売所で野菜を購入し、レ
シートで応募するキャンペーンを行います。

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

6
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

プログラミングやセンサーからの入力に従って自
律的に動作するロボットを作成する。「ロボット
とエネルギー変換機器」、「ロボットの自律動
作」などのテーマあり。既に昨年までの中学生
編を深く理解している受講者は、機械学習や
深層学習（いわゆるＡＩ）によるロボット制御を
体験できる。
【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

7 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。【定員20名】

(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、発行日現在の情報です。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、発行日現在の情報です。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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1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
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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

7
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

テクニックパーツの仕組みを学びながらロボット
の基本構造を作成したり、作成したロボットに
レゴを活用し創意工夫の大切さや、リモコンで
操縦しやすくするようなプログラムの改変を通
じ、プログラミングに対する基礎を養います。

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

7・8 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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

10 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
TEL 011-384-0202

10 弘前大学津軽三味線 鑑賞会
江別市民会館
大ホール

弘前大学津軽三味線サークルによる公演
江別市民会館
TEL 011-383-6446

13
～15

江別市民まつり in 野幌 まつり 旭公園
子ども盆踊りや、大人盆踊りなどが行われま
す。
15日は仮想盆踊りを予定しています。

江別市民まつり野幌地
区実行委員会事務局
TEL 011-382-3740

14 パラリンピック採火式 その他 江別市民体育館

市のゆかりのあるスポーツ競技者、障がい者
団体、小学生児童、市関係者等が古代の
火起こし方法（ひもぎり式等）で火を起こし、
江別式土器に火を集め、市にゆかりのあるオ
リンピア等が採火し、ランタンに火を移します。

江別市スポーツ課
（合宿誘致・スポーツ
交流事業担当）
TEL 011-381-1142

17
～21

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

20
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

22 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

28 第5回えべつ花火 まつり
江別市角山206
番地(予定)

花火大会及びステージイベントを開催予定。
※悪天候の場合は8/29(日)または9/4(土)

えべつ花火実行委員会
TEL 011-887-8733

28 ＪＲヘルシーウォ―キング２０２１
ウォーキング

イベント

江別駅をスタート・
ゴールとする、江別
市内

【主なコース内容】＝江別駅⇒江別河川防
災ステーション⇒四季のみち⇒江別 蔦屋書
店⇒旧町村農場⇒江別神社⇒江別駅
【参加無料、予約不要】江別駅（スタート時
間内に直接江別駅へ 8:30～11:00/ゴール
15:30まで）

ＪＲヘルシーウォ―キン
グ事務局
TEL 011-219-8641

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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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

8月
日 月 火 水 木 金 土
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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

8/28・29 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。28日宵宮祭(18:00～)、
29日例大祭（12:00～）

北広島神社　
宮司　勝沼達朗
TEL 011-372-3584

9/8
～10

江別神社秋季例大祭 まつり
江別神社境内及び
江別市コミュニティセ
ンター周辺

・神殿での神事及び境内での柔道、剣道、
相撲、和太鼓の奉納行事があります。
・神輿渡御（10日午後から20時半まで）
・露店出店あり

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。(露店、演芸ステージ、
弓道大会、御神輿渡御 ）

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 ）

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
（予定）

知ろう！やってみよう！
ドッヂビー体験会

スポーツ 市内体育館（予定）
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
（江別市生涯学習課青
少年係）

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
えべつものづくりフェスタ2021＆
　ほくでん総研一般公開

展示会、まつり
物販・即売会

体験学習
見学会

講座・講演会

ほくでん総合研究所
(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。江別市物産の
飲食・販売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 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
ながらバスで見学します。

江別市環境課環境保
全係（自然環境担当）

TEL 011-381-1046

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 011-374-1460

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 道立図書館まつり まつり 北海道立図書館
皆さまが本に親しみ、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

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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、発行日現在の情報です。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

下旬
～10/上旬

第71回“社会を明るくする運
動”講演会

講演会 江別市民会館

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/中旬

第68回江別市民文化祭
（初日：開会式）

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）

下旬
～11/下旬

令和３年度
花のある街並みづくり写真展

展示会
市内公民館及び
都市と農村の交流
センター（予定）

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

3
第72回　北海道女性大会
第69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。
他、コンサート予定。

江別市女性団体協
議会事務局
TEL 011-385-3152

4 陶器の時計づくり体験
講　 座
講演会

江別市セラミック
アートセンター

白粘土で文字盤を作り、カラー化粘土で装
飾し陶器の時計をつくります。【対象：小学生
と保護者。受講料：1人1,600円】

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

4 岡田　奏（かな）ピアノ・リサイタル 鑑賞会 えぽあホール

函館出身で15歳で渡仏しパリ高等音楽院を
最優秀で卒業。国際ピアノコンクールでの優
勝、札響とは2018年に4回の共演を果たすな
ど、確かなテクニックと優れた音楽性が高く評
価されている。【チケット取扱い：各公民館、
市民会館、市民活動センターあい、ローソン
チケット】

NPO法人えべつ
楽友協会
TEL 090-7652-
6065

5
第29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3年7月1
日(木)～31日(土)】

 第29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

5
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

5 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

5
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）

団地内製造製品の販売や、組合員企業の
紹介をします。

江別工業団地協同
組合
TEL 011-384-3262

9・16 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
TEL 011-389-5420

　10・
17・24

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

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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

9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

16



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

11
～13

小中学校創意工夫作品展 展示会 野幌公民館 児童生徒が制作した作品展示会です。

学校教育支援室学
校教育課
TEL 011-381-1058

15
～28

江別美術協会
第50回　記念展

展示会
江別市セラミック
アートセンター　

５０周年を記念して絵画の一般展示を行いま
す。大作～小作まで協会会員の渾身の作品
をぜひご鑑賞ください。

江別美術協会事務
局展示部　大坂
TEL 011-382-6215

17
～19

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

17・24 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
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

18
大人が楽しむ ブックカバー作り
講習会

講　座　　　
講演会

江別市情報図書館
文庫本サイズのブックカバーを手縫いで作りま
す。

江別市情報図書館　
TEL 011-384-0202

18
ボランティア愛ライド北海道
2021 in えべつ

その他 江別市民会館

全道のボランティア実践者やボランティアに関
心を寄せる人々がアトラクション、記念講演、
ワークショップ等を通してボランティア活動にお
ける課題等について研究協議を行うとともに、
仲間づくりやネットワークの強化などを通じてボ
ランティア活動の推進を図ることを目的に開催
します。

北海道社会福祉協
議会
TEL 011-271-0683

18
秋季講演会『縄文文化はじま
りの考古学２』
「縄文時代草創期の古環境」

講　 座　　　
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

炭素14年代測定法や福井県水月湖底の年
縞、花粉分析など、自然科学的分析により
復元された古環境とヒトの関わりについて研
究してきた講師が、草創期の日本列島を舞
台にヒトがいかに環境変化に対応してきたかを
語る。【定員：100名、時間：13:30～15:30】

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

24
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レコード鑑賞会を開催します。
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

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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

26 慈善バザー
物　 販
即売会

大麻集会所
(大麻出張所2F)

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、発行日現在の情報です。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

10月頃 ２０２１消費者のひろば
講座・講演会
物 販・即売会

展示会
未定

安全で安心できる暮らしを実現するため、消
費者被害の防止策などについて遊びながら学
べるイベント。

2021消費者のひろば実
行委員会（江別消費者
協会・江別市商工労働
課）
TEL 011-381-1026

10月 住宅防火アドバイザー研修会
講　座
講演会

未定

防火講話、住宅用火災警報器のデモンス
トレーション、てんぷら油火災や電気火災
の再現実験などを行い、市民の防火意識
を啓発する研修会。

江別市消防本部予防課

TEL 011-382-5430

上旬
第21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。

江別市観光協会

特産品販売専門部会

TEL 011-389-9757

上旬
令和３年度
江別市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

下旬 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。

江別市土佐会
（江別市秘書課内）
TEL 011-381-1008

下旬 防火イベント２０２１
火災予防運動

広　報

トンデンファーム
駐車場内
(元野幌968-5)

防火リーフレット等の配布、消防車、資機
材の展示、消火器の体験などを予定。

江別市消防署
野幌出張所
TEL 011-382-3444

1 コーヒーセミナー 体験学習 江別市旧町村農場
町村農場の乳製品とコーヒーとのペアリング
や、コーヒーの飲み比べ、美味しいコーヒーの
淹れ方を学びます。

江別河川防災環境
事業協同組合
TEL 011-391-0990

2 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

2・16・
23・30

ふるさと江別塾
講　 座　　　
講演会

・酪農学園大学
・北翔大学
・札幌学院大学
・北海道情報大学

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

3
（予定）

えべつ健康フェスタ２０２１ その他 野幌公民館
骨密度や血糖値などの簡易健康チェックのほ
か野菜摂取量充足度判定や野菜の直売
等、健康意識向上のための啓発イベント。

江別市健康推進室

TEL 011-381-1044

5
～24

宮竹眞澄・
心のふる里人形展

展示会
江別市セラミック
アートセンター

人形作家・宮竹眞澄の創作人形約６０作
品を展示。生活の中で見かけたことのあ
る、普通に生きる人々を題材にした素朴で
判りやすい人形です。

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

9
子育て応援イベント「みんなお
いでよ！すくすくまつり」

まつり 野幌公民館

乳幼児とその家族を対象にしたまつり。いろい
ろなおもちゃで遊べる「あそびのコーナー」や簡
単なおもちゃを作る「製作コーナー」など。その
他、人形劇や紙芝居などを楽しめる「お話ミ
ニ劇場」、お楽しみイベントも予定。

子育て支援センターすく
すく

TEL 011-381-1920

9 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

9・10
ななかまど杯 第27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27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

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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

9・10 北海道情報大学　蒼天祭
まつり

（大学祭）
北海道情報大学
教室や中庭等

YOSAKOI演舞、児童向けイベント、模擬店
（露店）、ゼミ・サークル発表ほか。

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

13・20 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
TEL 011-389-5420

16 第26回えべつシルバーまつり
まつり

展示会
物販即売会

江別市ふれあい
ワークセンター

野菜販売・リフォーム製品販売・会員作品展
示即売・冬囲い実演及び予約受付・包丁研
ぎ実演及び受付・家事支援実演及び受付・
パソコン体験・毛筆筆耕展示及び宛名書き
受付・堆肥腐葉土配送受付・軽食・たこ焼き
コーナーなど。

公益社団法人江別
市シルバー人材セン
ター
TEL 011-384-3771

17
2021　みんなおいでよ！
江別‘世界市民’の集い

物販・即売会

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やくす玉割り、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

18
～22

江別高齢者クラブ連合会交流
展示会

展示会
江別市民会館
小ホール

高齢者クラブ会員を中心とした、写真・絵画
などの展示会

江別高齢者クラブ連
合会事務局
TEL 011-385-1247

18・25 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
道を交えて学びます。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　    
TEL011-381-2940

23
『縄文文化はじまりの考古学３』
「ヨーロッパの新石器化」

講　 座　　　
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

ヨーロッパにおける遊動生活の旧石器時代か
ら農耕を行う新石器時代への変遷は、日本
列島と大きく異なる。後期・晩期旧石器時
代、中石器時代を経て、西アジアから土器や
家畜を伴う本格的な新石器農耕文化が拡
散。そんなプロセスをドイツ留学経験のある講
師が語る講座。【定員:100名、時間:13:30～
15:30】

(公財)北海道埋蔵文
化財センター
TEL 011-386-3231

23
～25

小中学校書写作品展 展示会 野幌公民館
市内小中学校の児童生徒が制作した作品
展示会です。

学校教育支援室学
校教育課
TEL 011-381-1058

23
～28

江別写真愛好者交流展 展示会
江別市民会館
ホワイエ

市内の写真を趣味とする人たちが作品を発
表し、広く市民の方々に鑑賞していただきま
す。

写真愛好者交流展
実行委員会
TEL 011-383-6446

23

～31
（予定）

読書の秋！芸術の秋！アート
な本展覧会

展示会 江別市情報図書館
様々な画家の画集や、絵・写真について書か
れた本、表紙が印象的な本など、アートを
キーワードに本を集めて展示します。

江別市情報図書館　
TEL 011-384-0202

24 落笑会「えべつ寄席」 鑑賞会
江別市民会館
小ホール

落笑会選抜による寄席を行います。
【13:00開場、時間：13:30～15:30】

江別市民会館
TEL 011-383-6446

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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

30・31 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

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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

31
陶器のミニクリスマスツリーをつく
ろう

講　座
体　験

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。
【対象：小学生以上（小学3年以下は保護
者同伴）受講料：1,200円】

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

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 認知症サポーター養成講座
講　 座
講演会

未定

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

中旬
第47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。売上の一部を寄付しま
す。

江別美術協会事務局

展示部　大坂

TEL 011-382-6215

中旬
～下旬

江別神社「出会いの広場」 その他
江別神社及び
江別市
コミュニティセンター

縁結びに縁のある神社で、良いパートナーを
みつけませんか。

江別神社
TEL 011-382-2201

下旬
～2022年
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

2・9 シニアの元気アップ講座
講　 座　　　
講演会

旧町村農場

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

6
～21

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

8
～11

花のある街並みづくり写真展 展示会
江別市民会館
ホワイエ

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）
TEL 011-381-1019

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

13 親子ガラス玉づくり教室
講　 座　　　
講演会

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。【定員：15名】

(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、発行日現在の情報です。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、発行日現在の情報です。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

20・21 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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

21 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

21
～23

（予定）

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

23
北海道歌旅座「昭和の歌コン
サート」

鑑賞会
江別市民会館
大ホール

北海道すべての市町村に音楽の喜びを手渡
しすることを志して、2009年に札幌市で旗揚
げした歌旅座。JUNCO・ナリコ・ザ サーモンズ
の特別公演。

江別市民会館
TEL 011-383-6446

27 第６回はらぺこあおむし＆TeTe
鑑賞会

体験学習
江別市民会館
小ホール

 子育て支援ワーカーズきらきらによる「動くお
もちゃで遊ぼう」の乳幼児コーナーなど。乳幼
児用のカーペットを準備しています。
【大人２００円、小学生以下無料】

江別市民会館
TEL 011-383-6446

27 江別子ども劇場　鑑賞会 鑑賞会 未定
「ともとものガラクタ音楽会」
TOMO OFFICE

江別子ども劇場
TEL 011-383-9661

27 第20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

27 ０歳からのわいわい音楽会 鑑賞会 えぽあホール

０歳から参加でき、親子で楽しめる教育プログ
ラムの音楽会。世界音楽旅行団「つきのさん
ぽ」によるお話と演奏で皆が知っている音楽
で、世界を旅するほか、楽器の体験を交えて
進める。
【チケット及び整理券の取扱い：各公民館、
市民会館、市民活動センターあい】

NPO法人えべつ
楽友協会
TEL 090-7652-6065

27
『縄文文化はじまりの考古学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

縄文人が作った造形物を模倣し作り、縄文
人に近づいて理解し、そして、心性を読み解く
講座。【定員：20名、時間：13:30～15:30】

(公財)北海道埋蔵
文化財センター
TEL 011-386-3231

27～29 小中学校図工美術作品展 展示会 野幌公民館
市内小中学校の児童生徒が制作した作品
展示会です。

江別市学校教育支
援室学校教育課
TEL 011-381-1058

28
陶器で干支置物を作ろう
 ～寅～

講　座
講演会

江別市セラミック
アートセンター　

粘土で寅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

30
～12/5

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

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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

中旬 えみくる味噌づくり教室♪ 料理教室
江別市都市と農
村の交流センター
「えみくる」

江別で採れる大豆を使って、味噌作りに挑戦
します。江別大豆を使って作る自家製手作り
味噌は売っているものとは違う味わいがありま
す。自分で作った味噌でお味噌汁を作ってみ
ましょう！

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

中旬
2021　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

4 第52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

4
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

小学生を対象としたプログラミング講座。小学
校の授業では触れないであろう機器を用いド
ローンやロボットをプログラムで制御する実習を
行います。

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

4・5
冬の親子陶芸体験～スープ
カップを作ろう！～

講　義
講演会

江別市セラミック
アートセンター

赤粘土で模様を作り、白粘土に貼り付け、オ
リジナルのスープカップをつくります。【対象：小
学生と保護者、受講料：1人700円】

江別市セラミックアー
トセンター
TEL 011-385-1004

4・5 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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

4
～2/13

ＦＵＲＯＳＩＫＩフェスティバル2021 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

4
～2/27

北海道遺跡百選14
～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

12
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）

TEL 011-381-1069

12
～17

札幌刑務所矯正展展示会 展示会
江別市民会館
小ホール

札幌刑務所主催の刑務所矯正展です。
札幌刑務所作業部門

TEL 011-781-2011

18・19 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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

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。移動販売車や野菜販売、動物
ふれあい等も。

トンデンファーム販売㈲
TEL 011-383-8208

.

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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４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を開
催、令和３年度は新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴い中止）

江別市消防本部
総務課総務係
TEL 011-382-5432

7 理科おもしろ実験教室 体験学習 江別市情報図書館
情報図書館本館内の実験室で、理科に関
する実験や観察を行います。

江別市情報図書館　
TEL 011-384-0202

8
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

8 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。【定員：20名】

(公財)北海道埋蔵
文化財センター 
TEL 011-386-3231

15 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。
【定員：20名】

(公財)北海道埋蔵
文化財センター 
TEL 011-386-3231

18
～22

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

22
『縄文文化はじまりの考古学５』
「北海道の縄文時代草創期」

講　 座　　　
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

帯広市大正３遺跡は、北海道において最も
充実した草創期の資料が発見された遺跡。
その調査に関わった講師が、その成果とともに
北海道における草創期の様相、さらに旧石
器時代から縄文時代への変遷を語る講座。
【定員：100名、時間：13:30～15:30】

(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、発行日現在の情報です。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

2月 スノーランタン鑑賞会 鑑賞会 野幌総合運動公園
野幌総合運動公園総合体育館前にスノーラ
ンタン約50個を作り夕方灯りを灯し楽しんで
もらう催しです。

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

上旬 2022 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３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２０２２
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
令和３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

4
～7

小中学校ふれあい作品展 展示会 野幌公民館
市内小中学校の児童生徒が制作した作品
展示会です。

江別市学校教育支
援室学校教育課
TEL 011-381-1058

5
～13

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。期間
中に展示してあるしかけ絵本やエプロンシア
ターなどを使ったミニおはなし会も開催予定で
す。（2月7日（月）は休館日）

江別市情報図書館
TEL 011-384-0202

6 第48回春の水泳記録会 スポーツ
江別市
青年センター

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

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4年1月10日(月祝)～23日(日)

(一財)江別市スポー
ツ振興財団 
TEL 011-384-5001

11
～20

（予定）

土佐物産フェア
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

13 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

19
大人が楽しむペーパーウェイト
作り講習会

講　 座
講演会

江別市情報図書館
ガラス製のペーパーウェイトに、自分好みの模
様を彫刻します。

江別市情報図書館　
TEL 011-384-0202

【ご利用上の注意】掲載内容は、発行日現在の情報です。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 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、チューブ滑りや宝探しゲー
ム、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

26
酪農学園大学市民公開講座　
家庭菜園講座

講　 座
講演会

江別市民会館

「トウモロコシの分類と適した栽培方法につい
て」
トウモロコシがメキシコで誕生してから世界中
に親しまれる作物になるまでの来歴、さらに実
はトウモロコシは6種類もの特徴的なグループ
に分類されることなどをご紹介します。また、講
座後半では、トウモロコシ生産が北海道で盛
んな理由をはじめ、特にスイートコーンに焦点
を当て、適切な栽培方法について解説しま
す。

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

26
～3/21

2022謝陶の集い　
第22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

3月のイベントスケジュール

中旬 江別美術協会春季小品展 展示会 野幌公民館
毎年、会員が創作した油彩・水彩など、10号
までの絵画を70点ほど展示します。

江別美術協会事務
局展示部　大坂
TEL 011-382-6215

2・9 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

5・6 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んでください。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。売店も出店予定。【入場無料】

野幌総合運動公園
TEL 011-384-2166

7・14 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

11・25 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
TEL 011-389-5420

19
『縄文文化はじまりの考古学６』
「北東アジアにおける土器出現期
の年代と食性分析」

講　 座　　　
講演会

北海道立埋蔵文
化財センター

中国・ロシアの北東アジアで発見されている土
器の年代を知り、改めて日本列島の縄文時
代草創期の位置づけを考える。さらに、土器
付着物、通称「おこげ」の自然科学的分析を
進めている講師が語る、当時の人々の食生
活。【定員：100名、時間：13:30～15:30】

(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、発行日現在の情報です。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、発行日現在の情報です。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番地の1（文京台小学校近く）

西野幌685番地の１（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番地の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
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