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　江別市内のさまざまな場所に設置さ
れた問題を解きながらストーリーを読
み進めていく参加型イベント「えべチュ
ンクエスト」。難易度や距離の異なる
コースが複数あり、子どもから大人ま
で楽しめます。すべての問題を解き、
答えを導き出した方は、江別市の特産品が当たる抽選会に応募で
きます！事前申し込み不要。参加無料。

 　江別市リアル謎解き事務局 ☎ 214-0508

リアル謎解きゲーム
開催期間　　6/21 ㈮ ～9 / 23 （月 ・祝）

タグラグビー体験会
7/ 27 ㈯  8:45 ～14:00日時

　小学生を対象にタグラグビーの体験会を行います。講師は北
海道バーバリアンズコーチのケン・ドブソン氏ほか。参加無料。
会場　都市と農村の交流センターえみくる
定員　市内の小学生 80 名程度
申込方法　学校で配布される申込書を 7/9 ㈫までに
ファクス、Eメールで提出または郵送（必着）
申込・詳細  スポーツ課 ☎ 381-1142   382-3434
Email=sports@city.ebetsu.lg.jp

江別市はラグビー
ワールドカップ オ

ーストラリア

代表チームのキャ
ンプ地に決定しま

した！

江別からラグビー
を盛り上げましょ

う！

期間中、計 5回実施（各回定員 25 グループ）
会場　江別市森林キャンプ場
対象　市内の小学 4年生～中学 3年生
料金　1名あたり 1,500 円

緑に囲まれた森林キャンプ場で１泊２日のキャンプ！
カレー作りやレクリエーション、夜のキャンプファイヤーで友だち
の輪を広げよう！

こんがり王国
第 51回青少年キャンプ村

8 / 5 ㈪ ～8 / 10 ㈯開催期間

筆記用具を忘れ
ずに

　持ってきてね
！

申込方法　4～ 8名の男女別のグループをつく
り、7/19 ㈮までに参加費を添えて申込先へ。
※ 1～ 3名も一定の条件で受け付けます
申込・詳細  生涯学習課青少年係  ☎ 381-1069

参加受付時間　10:00 ～ 15:00
※最終ゴールは 17:00 まで

参加受付場所　
EBRI 内  江別市アンテナショップGET'S
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弁天丸・ボートで学ぶ石狩川と千歳川
弁天丸や手漕ぎボートに乗り、自然の観察や河川の仕組みなどを学び
ます。※荒天時は 8/2 ㈮に延期

日程　7/30 ㈫、8/6 ㈫
時間　各日 10:00 ～ 12:00
会場　セラミックアートセンター
対象　市内の小学 4～ 6年生
※上記２日間参加できる方に限る

定員　24 名（先着順）
料金　500 円（初日に支払い）
申込方法　7/1 ㈪から商工労働課
（☎ 381-1023）へ電話

夏休み理科おもしろ実験教室

色いろ実験で楽しもう！
日時　7/31 ㈬ 10:30 ～ 12:00
会場　情報図書館デモ実験室
対象　市内の小学 3～ 6年生
定員　20 名（先着順）
料金　500 円（申込時支払い）
申込方法　7/9 ㈫～ 14 ㈰までに本
館カウンターに直接申し込み

「火の色」「水の色」など色をテー

マとした実験と「色が流れ

る万華鏡」を作ります。

夏休み子ども

リサイクル教室
日時　7/31 ㈬ 13:30 ～ 15:00
会場　野幌公民館研修室 3・4号
対象　市内の小学 4～ 6年生
定員　30 名（先着順）
持ち物　筆記用具、はさみ、定規、
紙パック（1ℓ）３ 個

申込方法　7/1 ㈪～ 7/29 ㈪までに廃棄
物対策課（☎ 383-4211）へ電話

かくれんぼで大活躍！？隠

れていても周りが見える潜

望鏡を作ります。紙パック

などの資源物がどのように

リサイクルされるか楽しく

学びましょう。

川の生き物を観察しよう

水辺の自然塾
日時　8/6 ㈫ 9:00 ～ 15:30（予定）
会場　新石狩大橋上流右岸（予定）
対象　市内の小学 4～ 6年生
定員　40 名（先着順）
持ち物　昼食、飲み物、雨具、バス
タオル、タオル２枚、筆記用具、着替

え（最低１着）、帽子、スニーカー    ほか

申込方法　7/11 ㈭～ 22 ㈪に環境課
（☎ 381-1019）へ保護者が電話

生き物の観察や川流れを通して、

郷土の自然を体感します。※荒天

時は 8/8 ㈭に延期※河川の状況に

より中止または内容変更の場合が

あります※江別環境整備事業協同

組合の寄付金を活用しています

日時　7/30 ㈫ 10:00 ～ 14:30（予定）
会場　河川防災ステーション
対象　市内の小学 4～ 6年生
定員　32 名（先着順）
服装　汚れてもよい服装
持ち物　タオル、着替え、筆記用具、
昼食、飲み物

申込方法   7/8㈪～19㈮に環境課（☎
381-1019）へ保護者が電話

公民館の　夏休み子ども教室
  野幌公民館　☎ 382-2414

「ふくろうの陶製ペン立てづくり」
日時　7/30 ㈫ ① 10:30 ～ 11:30　　　　　
② 13:30 ～ 14:30　※焼成後引き渡し
定員　各回先着 10 名 　料金　400 円

「和紙のランプシェードを作る」
日時 ① 8/9 ㈮ ② 8/10 ㈯各日 10:00 ～ 12:00
①作成・乾燥 ②仕上げ　※２日で完成
定員　先着 20 名　料金　500 円

   大麻公民館　☎ 387-3315

「くぎ打ちとんとん！
  ゲームボードを作ろう」
日時　7/31 ㈬ 10:00 ～ 12:00
定員　先着 20 名　料金　400 円

「ペットボトルのミニ水族館作り」
日時　8/1 ㈭ 10:00 ～ 12:00
定員　先着 20 名　料金　100 円

無料

夏休み

親子水道教室
日時　8/8 ㈭ 8:10~15:40※集合場所①
水道庁舎②市役所③市役所大麻出張所

会場　浄化センター、浄水場ほか
対象　市内の小学３～ 6年生と保護者
定員　15 組（先着順）
持ち物　昼食、雨具、お子さんの上靴
申込方法　7/22 ㈪～ 31 ㈬までに
水道部総務課（☎ 385-1213）へ電話

バスで水道施設を巡り、水

道水が家庭に届く仕組みや

下水処理の仕組みを学びま

しょう。「塩ビ管を使った水

鉄砲」作りも行います。

無料

無料

   中央公民館　☎ 382-2376

「パステルアートでうちわ作り」
日時　7/31 ㈬ 10:00 ～ 11:30
定員　先着 10 名　料金　300 円
講師　得永えみ子さん

「かめ型メロンパン作り」
日時　8/8 ㈭ 10:00 ～ 12:30
定員　先着 18 名　料金　500 円
講師　藤本美佐子さん

無料

共
通

対象…小学生 (1~3 年生は保護者同伴）
申込方法…7/7 ㈰ 9:30 ～各館窓口へ直接申し
込み。申込時に料金支払い。

※一般財団法人 石狩川振興財団
のご協力により実施

☆
☆
☆

ミニチュアれんがで自由研究
れんがの 10 分の 1サイズのミニチュアれんがを原料の粘土から
作成し、作品を作ります。

過去の作品例


