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生涯学習センター 

[所]〒063-0051 西)宮の沢 1-1  [電]671-2311 [F]671-2334 

 
 

子どものための護身術 
★自分を守る！力を手に入れるために必要な正しい姿勢や体の使い方、護身の技を学びます。 

[日]7/26(金) 10:00～12:00 [対]小学 4～6 年生(要保護者同伴 1 名まで) [定]20 名  
[費]700 円 [申]FAX、来館、はがき、HP で 7/24(水)必着で受付中。先着順。 

牛のお話と工場探検～牛乳パック工作体験もあるよ～ 
★自由研究にぴったり！工場見学と工作体験、クイズや試食などもりだくさん！お土産つき。 

[日]7/30(火) 9:30～11:30 [対]小学生(要保護者同伴 1 名まで) [定]20 名  
[費]700 円 [申]FAX、来館、はがき、HP で 7/29(月)必着で受付中。定員に達し次第終了。 
[備]【集合場所】雪印メグミルク酪農と乳の歴史館（東区苗穂町 6-1-1 札幌工場隣接） 

カルチャーナイト 2019 
★「不思議な形のコマづくり」「ビッグすごろく」の二つのイベントを行います。 

[日]7/19（金) 17:30～19:00  [対]どなたでも [定]なし [費]無料 

家族で作ろう！敬老の日のフラワーアレンジメント 
★フラワーアレンジメントを作って、おじいちゃん、おばあちゃんにプレゼントしよう！ 

[日]9/14（土）13:30～15:30 [対]5 歳以上（小学生以下は要保護者同伴） 
[定]15 名 [費]700 円 別途材料費 1,200 円 [申]FAX、来館、はがき、HP にて受付中。7/25
（木）必着。多数時抽選。 [備]空きがある場合のみ 8/31 まで先着順受付。 

～親子で体験！～ビール工場見学と木のコースター作り 
★ビール工場の見学とクラフト作り体験をしよう（お土産付き） 

[日]9/28（土）10:00～15:00 [対]小学生（要保護者同伴 1 名まで） [定]20 名  
[費] 1,300 円 [申]FAX、来館、はがき、HP で 7/25(木)必着で受付中。※空きがある場合 9/27
（金）まで先着順受付 [備]【集合場所】アサヒビール北海道工場（南郷通 4 南 1） 

親子で体験！フィルム映写技師になってみよう 
★レトロ感満載の映写機を操作してみませんか 

[日]7/27（土） 10:00～12:00 [対]小学 4～6 年生（要保護者同伴 1 名まで）[定]8 組 16 名 
[申] FAX、来館、はがき、HP で 7/13(土)必着で受付中。締め切り後空きがある場合先着順受付 
[費]無料 ※大人のみの参加も可能です。 
  

南区体育館 

[所]〒005-0804 南）川沿 4 条 2 丁目 2-1 [電]571-5171  

[F] 571-6656 

 

ジュニアスポーツ教室 
★スポーツの秋がやってきます！球技やダンスなど、南区体育館で楽しく運動しませんか？ 

[日]10 月～３月の月～金（各教室により） [対]小学生（学年等は各教室により）  
[定]10 名～（各教室により） [費]10,250 円～（各教室により） [申]電話・来館申込・HP に
て申し込み。9/1（日）～9/14（土）受付。多数時抽選。教室種目等、詳細は要問い合わせ。 
  

札幌市青少年科学館 

[所]〒004-0051 厚)厚別中央１条５丁目 2-20  

[電]892-5001 [F]894-5445 

 
 

セメント工場を見に行こう！ 
★バスに乗って室蘭のセメント工場を見学します。自由研究にもピッタリな工作体験あり。 

[日]８/７（水）8:15～17:30 [対]小学校 4 年生～6 年生の子と保護者（保護者同行必須）  
[定] 20 組（40 名） [費]無料 [申]FAX、来館、往復はがき、HP で 6/8（土）～7/18（木）
多数時抽選。 [備]会場は日鉄セメント㈱室蘭工場（集合場所は青少年科学館） 
  

手稲区体育館 
[所]〒006-0832 手）曙 2 条 1 丁目 2-46 [電] 684-0088  
[F] 684-0089 

 
 

運動あそび いろは(小 1・2) 
★子ども自身と仲間と指導者でつくる運動あそびの教室です。 

[日]5/8(水)～9/11(水) 指定水曜日 16:00～17:00(全 18 回) [対]小学 1・2 年生  
[定]20 名 [費]15,550 円 ※教室残回数分による [申]電話・来館申込。先着順。 
※5 月開講のため途中からの受講 

夏休みおはようジュニアバドミントン 
★夏休み短期教室です。バドミントンの基本動作を中心にルールとマナーも指導します。 

夏休みおはようキッズフットサル 
★夏休み短期教室です。ボールに慣れることと並行し、運動の基本的動作も身に付けます。 

夏休みおはようジュニアバスケットボール 
★夏休み短期教室です。基本動作を中心にルールとマナーも指導します。 

[日]7/27(土)～8/1(木) 7:45～8:40 (全 6 回) [対]小学 3～6 年生（ジュニアバドミントン）  
小学 1～3 年生（キッズフットサル） 小学 4～6 年生（ジュニアバスケットボール）[定]15 名 
[費]3,210 円[申]電話・来館・ＨＰにて 7/1(月)～7/14(日)受付。多数時抽選。 
   

丘珠縄文遺跡体験学習館 
[所]〒007-0880 東）丘珠町 574 番地 2 他（サッポロさとらんど内） 

[電]222-4894 [F]221-4894（電・Ｆともに札幌市コールセンター） 

 
 

夏休み体験学習 縄文土器づくり 
★丘珠縄文遺跡で、粘土をこねて土器をつくろう！ 

夏休み体験学習 縄文玉づくり 
★丘珠縄文遺跡で、石を磨いて垂飾（勾玉・平玉）をつくろう！ 

[日]7/27（土）、7/28（日）、8/3（土）13:00～16:00（土器づくり） 
10:00～12:00（玉づくり） [対]小学生以上（小学生は保護者同伴）  
[定] 各日各体験 30 名 [費]500 円/人（土器づくり） 300 円/人（玉づくり） 
[申] 6/14（金）より、電話・ＦＡＸ・ＨＰにて申し込み。7/15（月）締め切り。 
※定員になり次第受付終了。先着順。  
   

自然ふれあい交流館 
[所]〒069-0832 江別市西野幌 685-1 [電]386-5832 

[F] 388-7058 

 
 

親子観察会「めざせ！むし博士 はじめての虫さがし」 
★草原や遊歩道脇にはどんな虫がいるかな？親子一緒に色々な虫を探して観察してみよう。 

親子観察会「めざせ！むし博士 夏の虫をさがそう」 
★草原や森の中の遊歩道脇にいる夏の虫を親子一緒に探して観察してみよう。 

[日] 7/27(土)（はじめての虫さがし）8/10(土)（夏の虫をさがそう） 10:00～12:00  
[対]4 歳児～小学生とその保護者 [定] 10 組 20 名 [費]無料 [申]はじめての虫さがしは
6/28(金)、夏の虫をさがそうは 7/11(木)より電話にて受付開始。先着順。 
[備]持ち物は申し込み時にお伝え。 

もりをたんけん！あそぼう！「バッタ・セミを見つけよう」
★子どもたちで活動する自然体験プログラム。バッタやセミを捕まえて観察しよう。 

もりをたんけん！あそぼう！「トンボ・バッタを見つけよう」
★子どもたちで活動する自然体験プログラム。夏の主役トンボやバッタを捕まえ観察しよう。 

[日]7/7(日)（バッタ・セミ）8/3(土)（トンボ・バッタ） 10:00～12:00 [対]4 歳児～小学生 
[定]20 名 [費]200 円 [申]バッタ・セミは 6/8(土)より、トンボ・バッタは 7/4（木）より、
電話にて受付開始。先着順。 [備]持ち物：長袖、長ズボン、帽子、水筒、虫あみ、虫かごなど。
トンボ・バッタは 9/1（日）にも同タイトルで実施（受付は 8/2（金）より） 
   

札幌市消費者センター 
[所]〒060-0808 北)北 8 条西 3 丁目 [電]728-3131 [F]728-8301 

 
 

実験！生き物たちと地球のつながり 
★海や森などの地球環境を、ドライアイスを使った実験から学びます。 

[日]7/15（月）①10:00～11:30 ②13:30～15:00（全 2 回）[対]市内の小学 3～6 年生 
[定]①・②ともに各 12 名（託児先着 5 名：1 歳から就学前まで） [費]無料 
[申] 6/20（木）8:45 から電話・FAX・E メールにて受付開始。FAX・E メールで申し込みの場
合、要:氏名・学年・電話番号・FAX 番号。先着順。[備]会場は札幌エルプラザ 2 階体験テスト室 
   

中央健康づくりセンター 
[所]〒060-0063 中）南３条西１１丁目３３１ [電]562-8700  

[F] 562-2130 

 
 

こども☆ヘルシースクール 
★「楽しく動いて活動量を増やそう」を目標に運動指導士・管理栄養士・保健師がサポート。 

[日]7/16（火）～9/24（火）16:30～17:30（全 10 回） [対]運動に支障がない、肥満・肥満
傾向の小学生 [定]15 名   
[費] 8,380 円 ※毎回、受講料とは別に施設利用料 390 円が必要。回数券あり。   
[申] FAX、Ｅメール、来館、はがきに上記必要事項と生年月日を記載。受付中。 
[備]小児科に通院している場合は、運動の実施について主治医に相談すること。 8/13(火)は休み 

うごこう！キッズ☆体操教室 ５歳・６歳・小１・小２コース 
★走る、飛ぶ、バランスを保つなど、多くの動きを体験し、運動神経を養う教室です。 

[日] 7/10（水）～9/25（水） 16:30～17:30 （全１１回） 
[対]５歳～小学２年生の子と保護者 [定] 20 名 [費] 10,340 円  
※毎回、受講料とは別に施設利用料 390 円が必要。回数券あり。 
[申] FAX、Ｅメール、来館、はがきに上記必要事項と生年月日を記載。受付中。[備]8/14 は休み。 

楽しく☆運動あそび ５歳・６歳・小１コース 
★リズム体操や遊び（けんけんぱ、タオルキャッチ）を通して体を動かす事の楽しさを体験。 

[日] 7/11（木）～9/26（木） 16:20～17:10 （全１１回） [対]５歳～小学１年生  
[定]20 名 [費]10,340 円 ※毎回、受講料とは別に施設利用料 390 円が必要。回数券あり。 
[申]FAX、Ｅメール、来館、はがきに上記必要事項と生年月日を記載。受付中。[備]8/15（木）
は休み。 

キッズジャズヒップホップ 
ジュニアジャズヒップホップ 
★ジャズダンスやヒップホップの基本的な動きを、簡単なステップで楽しく踊りましょう。 

[日] 7/12（金）～9/27（金）16:00～17:00（キッズ）17:05～18:05（ジュニア） 
（全１１回） [対]４歳～小学１年生（キッズ）小学生（ジュニア） [定]20 名 [費]5,890 円  
※毎回、受講料とは別に施設利用料 390 円が必要。回数券あり。  
[申] 上記必要事項と生年月日を記載。受付中。多数時抽選。[備]8/17（土）は休み。 
             

※ 注意事項 
◇ 講座によっては、すでに申し込みが開始されているため、定員に達している場合があります。 

◇ お問い合わせは、各施設にお願いします。 

夏号① 
 ６月 
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国営滝野すずらん丘陵公園 
[所]〒005-0862 南）滝野２４７  [電]592-3333（問い合わせ先）

594-2222（イベント申込） [F]594-2230 

 
 

クラフト体験教室 
★夏休みの自由研究に関連して、期間中日替わりで複数のクラフト体験ができます。 

[日]8/3（土）～8/15（木）10:30～1６:00 [対]どなたでも [定]クラフトごとに異なる  
[費]200 円～2,000 円（予定：要問い合わせ）※別途入園料、駐車料 [申]不要。当日先着順。 
[備]会場は東口休憩所 

森のガイドツアー 
★少人数ごとにボランティアガイドがついて森や森の生きものの不思議を案内 

[日]7/28（日）～8/18（日）までの（水）・（日）10:30～12:30 [対]どなたでも [定]20 名  
[費]無料 ※別途入園料、駐車料 [申]電話・FAX・HP にて申し込み。要上記必須事項及び開催
日 空きがあれば当日も受付可 [備]集合場所は森の情報館受付。会場は滝野すずらん丘陵公園 滝
野の森ゾーン西エリア 

滝野の森のヘビ講座 
★爬虫類の専門家の徳田龍弘先生と一緒に「ヘビ」の謎に迫ります。 

[日]7/20（土）13:00～15:00  [対]小学４年生以上 [定]20 名 [費]無料 ※別途入園料、駐車
料[申]電話にて 6/20（木）より申し込み開始。要上記必須事項。先着順。 
[備]集合場所は滝野すずらん丘陵公園 滝野の森ゾーン西エリア 森の情報館 
   

札幌芸術の森 
[所]〒005-0864 南）芸術の森 2 丁目 75 番地  

[電] 592-5111（美術館）592-4122（クラフト工房）[F] 987-6543 

 
 

芸森バースデー 
★開園 33 年目を迎える札幌芸術の森。この日限定のプログラムがもりだくさん！ 

[日] 7/27(土) 9:45～17:30 [対] どなたでも [定]なし [費]有料のワークショップ有 

七宝焼でちいさな額絵をつくろう 
★銅板に七宝釉薬で自由な絵を描き、焼き付けて七宝絵をつくります。額装して仕上げます。 

和紙染めでうちわをつくろう 
★和紙を色とりどりに染めてカラフルなうちわを作ります。 

[日]7/29(月) 10:00～12:30 (全 1 回)（額絵） 7/30(火)10:00～12:30 (全 1 回)（和紙染め）  
[対]小学生(小学 3 年生以下保護者同伴) [定]各 12 名  
[費] 3,000 円（額絵）1,500 円（和紙染め） ※各種手数料別途 
[申]チケットぴあＷＥＢサイトより申し込み。詳細はＨＰ参照。多数時抽選。 
ＵＲＬ⇒http://w.pia.jp/t/sapporo-artpark/ 
[備]先行受付日時：7/8(月)10:00～7/14(日)23:59 会場はクラフト工房。 
   

豊平区体育館 
[所] 〒062-0052 豊）月寒東 2 条 20 丁目 4-15 [電] 855-0791  

[F] 855-0792 

 
 

ジュニアハンドボール 
★ハンドボールの基本動作からゲームのルール・戦略まで幅広く学びます。 

[日]4/4～9/26（木） 16:30～17:30 （全 20 回） [対]小学 1～6 年生 [定]30 名 
[費]一般 10.710 円  減額 8.570 円 [申]電話･来館申込で受付中。先着順。 
[備]受講料は申し込みをした日以降の残回数分。 

ジュニアトレーニング（小 5,6） 
★多くの動きを経験させ、様々な運動に適用できる体づくり、動きづくりを目指します。 

[日]4/3～9/18（水） 17:15～18:15 （全 23 回） [対]小学 5、6 年生 [定]１０名 
[費]一般 14,660 円 減額 11,720 円 [申]電話･来館申込で受付中。先着順。 
[備]受講料は申し込みをした日以降の残回数分。 

ジュニアテニス初心者 
★ラケットに当たる楽しさを知ってもらいテニスに興味を持っていただく内容です。 

ジュニアテニス初級 
★硬式テニスの基礎を学びます。楽しんでテニスの技術を磨いていく内容です。 

[日] 7/1～9/27 （月・金）16:00～17:00（全 16 回）（初心者） 
17:00～18:00 （全 16 回）（初級） [対]小学 1～6 年生（初心者）初級は１年以上経験者 
[定]10 名 [費]一般 10,200 円 減額 8,160 円 [申]電話･来館申込で受付中。先着順。 
[備] 受講料は申し込みをした日以降の残回数分。 

ミニバス（低学年） 
★バスケットの基本となるパス・ドリブル・シュートを試合を交えて習得できる教室です。 

[日]7/3～9/18（水） 16:15～17:15 （全 11 回） [対] 小学 1～3 年生 [定]15 名 
[費]一般 5,890 円 減額 4,710 円 [申] 電話･来館申込で受付中。先着順。 
[備]受講料は申込みをした日以降の残回数分。 
   

札幌市円山動物園 

[所]〒064-0959 中)宮ヶ丘 3-1 [電]621-1426 [F]621-1428 

 
 

夏の子どもの 1 日飼育係 
★動物の飼育体験ができます。他にも普段は見られない施設へ案内します。 

[日]7/26（金)、7/29（月）、7/30（火）全 3 回   
[対]小学 4～6 年生（過去に参加したことのある方を除く） [定]14 名 [費]無料 
[申]上記必要事項記載の他、保護者名、「子どもの学びガイドを見て応募」と記載し、往復はがき申
し込み。7/12（金）必着。多数時抽選。 
   

札幌市こども人形劇場こぐま座 
[所]〒064-0931 中）中島公園１番１号 [電] 512-6886  
[F] 512-6886 

 
 

中島児童会館開館 70 周年記念「かもくま祭」 
★開館記念日をお祝いするお祭り。ステージイベントや出店など一日たっぷり楽しめます。 

[日]7/6（土)16:00～20:00（前夜祭）、7/7（日）10:00～15:00 [対]子どもから大人まで 
[定]なし [費]無料（コーナーにより実費負担あり） [申]不要 
[備]会場は中島児童会館及び前広場。6 日の前夜祭では、野外巨大人形劇「ピノキオ」を上演。 
   

西健康づくりセンター 

[所]〒063-0841 西)八軒 1 条西１丁目 7-７  

[電]618-8700 [F]618-8704 

 
 

小学生のケガ予防ストレッチ教室（金） 
★しっかりとしたストレッチを学んで、思わぬケガや成長期特有の障害を予防します。 

[日] 7/12、7/26、8/9、8/23、9/6、9/20 の隔週金曜日 16:30～17:15 （全６回）   
[対]小学生 [定]20 名 [費]3,820 円 ※受講料の他に受講の都度、施設利用料が必要です。  
[申]FAX、Ｅメール、来館、はがきに、上記必須事項＋生年月日、性別を記載し、6/1（土）～6/21
（金）必着。多数時抽選。空きがあれば参加可能。要問い合わせ。 

ジュニアジャズダンス 
★ジャズダンスの基本的な動きを、リズムに合わせて楽しく学びます。 

ジュニアヒップホップ 
★ヒップホップの基本的な動きを、リズムに合わせて楽しく学びます。 

[日]7/9(火)～9/24(火)毎週火曜日 16:30～17:30（ジャズ） 7/10(水)～9/25(水) 毎週水曜
日 16:30～17:30（ヒップホップ）全 11 回 [対]小学生 [定]30 名  
[費]5,890 円 ※受講料の他に受講の都度、施設利用料が必要。  
[申]FAX、Ｅメール、来館、はがきに、下記必須事項＋生年月日、性別を記載し、5/1（水)～5/23
（木）必着受付中。空きがあれば参加可能。要問い合わせ。 
  

宮の沢屋内競技場 

[所]〒063-0059 西)宮の沢 490 番地 9[電]664-6363 

[F]664-3077 

 

 

夏休みおはようテニス 前半・後半 
★夏休み限定の教室を開講！初心者歓迎！夏休みの朝はテニスでいい汗を流そう！！ 

夏休みおはようベースボール 前半・後半 
★夏休み限定の教室を開講！初心者歓迎！夏休みの朝はベースボールでいい汗を流そう！！ 

[日（前半）] 7/29(月)、30(火)、31（水)、8/1(木)、2(金) 7:45～8:45 (全 5 回) 
[日（後半）] 8/5(月)、6(火)、7（水)、8(木)、9(金) 7:45～8:45(全 5 回) [対]小学生  
[定]12 名（テニス）15 名（ベースボール） [費]2,930 円（テニス）2,680 円（ベースボール） 
[申]電話・来館申込で 7/1(月)～7/14(日)に申し込み。多数時抽選。 
  

白石区体育館 
[所]〒003-0023 白）南郷通 6 丁目北 1 [電]861-4014  

[F]861-4042 

 
 

ジュニアテニス Lv.1 
★テニス未経験者が対象。ラケットの握り方など基本動作を習得し、テニスの楽しさを学びます。 

[日]現在開講中～9/17（火）毎週火曜日 16:10～17:00（全 22 回） [対]小学 3～6 年生  
[定]10 名 [費]残回数で異なるため要問い合わせ。[申]電話にて随時申し込み中。先着順。 

ミニバスチャレンジ低学年 
★バスケットボールの基本的な技術を習得するとともに、基礎体力の向上を目指します。 

[日]現在開講中～9/18（水）毎週水曜日 15:20～16:40（全 22 回） [対]小学 1～3 年生  
[定]30 名 [費]残回数で異なるため要問い合わせ。[申]電話にて随時申し込み中。先着順。 

ジュニア HIPHOPLv.1 
★音楽に合わせ全身を動かすことで、基礎的な運動能力やリズム感、表現力などを養います。 

[日]現在開講中～9/19（木）16:30～17:30 [対]小学 1～6 年生 [定]２０名  
[費]残回数で異なるため要問い合わせ。 [申]電話にて随時申し込み中。先着順。 
  

札幌市青少年山の家 
[所]〒005-0862 南）滝野 247  [電]591-0303  [F]591-0394 

 
 

トライキャンプ 
★自分の足で歩く。滝野から 25 キロ先の支笏湖までロングハイキングチャレンジ！ 

[日]開講式：7/21（日）※参加必須。キャンプ当日：7/29(月)～8/3(土)【5 泊 6 日】 
[対]小学 4～6 年生 [定]30 名 [費] 32,000 円 
[申]電話・ＨＰにて受付中。6/30（日）17 時必着。多数時抽選。 
要：性別、生年月日、メールアドレス。 
[備]開講式は市民活動プラザ星園 キャンプ当日は札幌市青少年山の家および周辺フィールド 

開館 30 周年記念事業「大人も子どもも宿泊学習」 
★小学校の宿泊学習を体験しませんか？野外炊事や自然散策など、内容盛りだくさんです！ 

[日]9/14（土）～9/15（日）【1 泊 2 日】※日帰り参加可 [対]小学生を含む家族  
[定]100 名（宿泊：25 組 60 名 日帰り：40 名）  
[費] 中学生～大人 1 名 宿泊：3,500 円 1 日目日帰り：2,000 円 2 日目日帰り：1,500 円 
4 歳～小学生 1 名 宿泊：3,000 円 1 日目日帰り：1,500 円  2 日目日帰り：500 円 
※3 歳以下無料 
[申] 電話・ＨＰにて受付中。8/31（土）17 時必着・宿泊、1 日目日帰、2 日目日帰、両日日帰
りの希望を記載。多数時抽選。 
・追加参加者がいた場合は、「参加者の追加」で名前、性別、生年月日 ・メールアドレス 
[備]会場は青少年山の家及び周辺フィールド 
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札幌市青少年科学館 

[所]〒004-0051 厚)厚別中央１条５丁目 2-20  

[電]892-5001 [F]894-5445 

 

夏の特別展「体験！発見！お家を科学する」 
★家には、私たちが楽しく、安心して暮らすための科学のヒミツがかくされているよ。 

[日]7/26（金）～8/18（日） [対]どなたでも [定]なし  
[費]中学生以下無料、高校生以上は別途観覧料 700 円 [申]不要 

夏休み工作会 
★科学館オリジナルの楽しい工作にチャレンジ。2 種類から選べるよ。 

 [日]７/27（土）～29（月）、8/3（土）～5（月）、8/10（土）～12（月・休）、8/14（水）
～8/16（金） ①10:00～10:45 ②11:10～11:55 ③13:30～14:15 ④14:40～15:25  
※各回 45 分程度  [対]小中学生 [定]各回１題材１２名 [費]200～300 円 題材による。 
[申]当日、9：00 から整理券配布。整理券は１人１枚 未就学児不可 保護者の同室不可。先着順。 

プラネタリウム夜間特別投影「親子でチャレンジ！謎解きプラネ」 
★プラネタリウムが舞台の観客参加型謎解きイベント。科学館からの謎に親子で挑戦だ！ 

[日]８/３（土）、４（日） 19：00～20：00 [対]一般（中学生以下保護者同伴）  
[定]各日 200 名（多数時抽選） [費]500 円（各種割引不可・中学生以下無料）   
[申]FAX、来館、往復はがき、HP で 7/21（日）必着。グループの場合は、代表者も含めた参加
人数と全員のお名前・年齢をお知らせください。 

さっぽろ星まつり 2019 
★日中は太陽観望、夜は天体観望を行います。星のゲームやクイズラリーもあるよ！ 

[日]８/31（土）・９/１（日） 二日間 [対]どなたでも [定]一部定員あり [費]無料 
[申]不要 [備]悪天候の場合は、規模を縮小して実施します。台風などの荒天時は中止。会場はサ
ッポロさとらんど交流館（東区丘珠町 519-1） 
   

札幌市厚別区体育館 
[所]〒004-0052 厚）厚別中央 2 条 5 丁目 1-20  

[電] 892-0362 [F] 892-0363 

 

ジュニアテニス基礎 
★はじめての方から。テニスの基礎を学びます。 

[日]10/21（月）～3/23（月）毎週月曜日 16:00～17:30 （全 14 回）[対]小学 1～6 年生  
[定]10 名 [費]【一般】11,040 円 【障がいのある方】8,830 円 
[申]9/1（日）から電話・来館申込・ＨＰにて受付。9/14（土）必着。多数時抽選。 

ジュニアハンドボール 
★ハンドボールの基礎から楽しく学んでいきます。 

[日]10/2（水）～3/18（水） 毎週水曜日 15:50～16:50 （全 22 回） 
[対]小学 1～中学 2 年生 [定]30 名  [費]【一般】11,780 円 【障がいのある方】9,430 円 
[申]9/1（日）から電話・来館申込・ＨＰにて受付。9/14（土）必着。多数時抽選。 

ジュニアダンス（月） 
★体幹トレーニングや身体の動かし方を学びながら、全身を動かすダンスクラスです。 

[日]10/21（月）～3/23（月） 毎週月曜日 16:00～17:00 （全 14 回） 
[対]小学 1 年～中学３年生[定]15 名 [費]【一般】10,330 円 【障がいのある方】8,260 円 
[申]9/1（日）から電話・来館申込・ＨＰにて受付。9/14（土）必着。多数時抽選。 

ジュニアミュージカルシアターダンス 
★ミュージカルの音楽に合わせて、シアターダンスの基礎から表現力までを養います。 

[日]10/4（金）～3/13（金）毎週金曜日 16:30～17:30（全 22 回）  
[対]小学 1～中学 3 年生 [定]20 名  [費]【一般】14,020 円 【障がいのある方】11,210 円  
[申] 9/1（日）から電話・来館申込・ＨＰにて受付。9/14（土）必着。多数時抽選。 

バトントワリング基礎・初級 
★バトンを使って音楽に合わせて体を動かしたり、技の習得を目指します。 

[日]10/21（月）～3/23（月） 毎週月曜日 18:15～19:15（全 14 回）  
[対]小学 1～高校 3 年生 [定]15 名 [費]【一般】10,330 円 【障がいのある方】8,260 円  
※高校生は別途施設利用料 230 円(毎回) 
[申] 9/1（日）から電話・来館申込・ＨＰにて受付。9/14（土）必着。多数時抽選。 
 

札幌市公文書館 
[所]〒064-0808 中）南８条西２丁目 [電] 521-0205  

[F] 521-0210 [Ｅ] kobunshokan@city.sapporo.jp 

 

札幌の歴史探検～札幌への移住民はどうやって生活したの？～ 
★札幌の歴史に詳しい先生の話を聞いた後、写真・地図など使って歴史新聞をつくります。 

[日] 7/27（土） 10:00～12:30（全１回） [対]小学４年生～中学３年生 [定]12 名  

[費]無料 [申]電話・ＦＡＸ・Ｅメール・はがきにて申込受付中。7/17（水）必着。多数時抽選 
      

札幌市下水道科学館 
[所] 〒001-0045 北）麻生町 8 丁目 [電] 717-0046 

[F] 717-0047 

 

夏休み下水道科学館クイズラリー 
★下水道についてクイズを通して学びます。参加者にはオリジナルグッズをプレゼント！ 

[日] 7/25(木)～8/19(月) [対]どなたでも [定]なし [費]無料 [申]不要 

下水道科学館夏休み自由研究勉強会～水処理の実験教室～ 
★生き物で水をきれいにする！？水がきれいになるまでを実験を通して学びます 

[日] 8/10(土)、8/11(日)、8/12(月) 10:00～12:00(全 3 回) 
[対]小学 3 年生以上(保護者同伴の場合は、小学生以上でも可) [定]各日 10 名 [費]無料 
[申] 7/20（土）9:00 より電話にて受付。定員に達し次第終了。先着順。 

下水道科学館夏休み工作教室 

～学習机の天板を使ったペン立てづくり～ 
★学習机の天板を使って、ペン立てを作ります。 

[日] 8/10(土) 13:30～15:00 [対]小学生以上 [定]40 名 [費]無料 
[申] 7/20（土）9:00 より電話にて受付。定員に達し次第終了。先着順。 

下水道科学館夏休み工作教室 
～折り紙顕微鏡とカタカタ人形づくり～ 
★折り紙顕微鏡づくりとカタカタ動く人形を作ります。 

[日] 8/11(日) 13:30～15:00 [対]小学 3 年生以上 [定]30 名 [費]無料 
[申] 7/20（土）9:00 より電話にて受付。定員に達し次第終了。先着順。 

下水道科学館夏休み工作教室 
～マンホールのオリジナルデザインバッグづくり～ 
★マンホールの絵柄をデザインして、オリジナルのマイバッグを作ります。 

[日]8/12(月)13:30～15:00 [対]小学生以上 [定]20 名 [費]無料 
[申] 7/20（土）9：00 より電話にて受付。定員に達し次第終了。先着順。 
   

札幌市民ギャラリー 
[所]〒060-0052 中）南 2 条東 6 丁目 [電] 271-5471  

[F] 232-5539 

 

市民ギャラリー謎解きイベント 消えた名画をさがせ！？ 
★カルチャーナイトに合わせ、市民ギャラリーならではの趣向を凝らした謎解きイベントを開催！ 

[日] 7/19（金） 15:00～19:00 [対]どなたでも [定]なし [費]無料 
[申]不要・当日 18:30 までに直接会場へ。先着順。 

市民ギャラリー 陶芸体験教室 
★粘土から花器や茶碗などを制作。作品は後日「札幌芸術の森」の登り窯で焼成します。 

[日] 7/19(金) ①10:30～12:30 ②13:30～15:30 7/20(土) 10:30～12:30 
[対]小学生以上 [定] 各回 20 名 ※定員に達した時点で締切 [費] 1,900 円 
[申]電話にて受付中。受付時間 9:00～17:00 ※月曜休館（祝日の場合は開館） 
[備]希望者は登り窯（昔ながらの薪窯）での焼成見学も可。会場は第 3 展示室 

夏休みおえかきワークショップ 
★世界にひとつだけのオリジナルエコバッグやカンバッジが作れます。 

[日]8/12(月・休) ①10:15～12:00 ②13:00～15:00 [対]どなたでも 

[定]バッグは各回 20 名 ※定員に達した時点で締切。 [費]300～500 円 

[申]不要。先着順。 [備]当日持ち帰り可。会場は第 1 展示室 

市民ギャラリー 七宝体験教室 
★キーホルダー・ブローチ・ネックレスから、いずれか１つを選んで七宝焼を制作します。 

[日]8/24(土 ) ①10:30～12:30 ②13:30～15:30  [対]小学生以上  [定]各回 20 名  

[費]700 円 [申]7/10（水）9:00 から電話受付。※定員に達した時点で締切。受付時間 9:00～

17:00 ※月曜休館（祝日の場合は開館）[備]当日持ち帰り可。会場は第３展示室 
   

札幌コンサートホール Kitara  
[所〒064-0931 中)中島公園 1 番 15 号 [電]520-2000 

[F]520-1575 

 

夏休みランチタイムコンサート ミュージック・パレット！ 
★うたとピアノで楽しむとびきり楽しいコンサート 

[日] 8/12（月・休） 13:00～14:00 [対]5 歳以上 [定]450 名 
[費] 全席指定（税込) 一般 2,000 円、高校生以下（5 歳以上）500 円 
[申]窓口・電話・ＨＰにて販売中。 [備]詳細は Kitara ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 
チケットは Kitara チケットセンター（℡:520-1234）、市内各プレイガイドにて販売中 
  

札幌市環境プラザ 
[所]〒060-0808 北）北 8 条西 3 丁目 札幌エルプラザ公共 4 施設 2 階 

[電] 728-1667 [F]728-1400 [Ｅ] ecoplaza@kankyo.sl-plaza.jp 

 

あそビバ！エコプラザ 
★環境関連団体や市民団体、環境プラザが子ども向けの体験プログラムを提供します。 

[日]毎月第 2、4 土曜日 11:00～16:00（出入り自由）[対]小学生 [定]なし [費]無料 [申]不要 
   

※ 注意事項 
◇ 講座によっては、すでに申し込みが開始されているため、定員に達している場合があります。 

◇ お問い合わせは、各施設にお願いします。 

夏号② 

 ７月 



 

 

 
 発行：札幌市生涯学習センター メディアプラザ [電]６７１－２１２１ 

凡例 [所]所在地 [電]電話 [Ｆ]ＦＡＸ [Ｅ]Ｅメール [HP]ホームページ  [日]日程 [対]対象 [定]定員 [費]費用 [申]申込方法 [備]備考 

◇申し込み時の必要事項◇ 

①行事名（希望日時・曜日・会場など） ②住所（郵便番号） ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号（FAX、E メール） ⑥学校名・学年（児童・生徒のみ） ⑦返信先 

サッポロさとらんど 
[所]〒007-0880 東）丘珠町 584 番地 2 [電] 787-0223  

[F] 787-0947 

 

手づくり体験～手づくり生キャラメル体験～ 
★生クリームを煮詰めて、12 個作ります。作った生キャラメルはお持ち帰り 

[日]10/26（土）までの第 2･4 土曜日 13:00～14:00 [対]小学生以上 [定]12 名  
[費]500 円 [申]参加希望日の１ヶ月前から電話・来館申込で受付開始。先着順。 

手づくり体験～手づくりソーセージ体験～ 
★羊腸に肉を詰め、ねじってソーセージを作り焼いて試食。作ったソーセージはお持ち帰り 

[日]11/2（土）までの第 1・3・5 土曜日 13:00～14:00 [対]小学生以上 [定]12 名 
[費]900 円 [申] 参加希望日の１ヶ月前から電話・来館申込で受付開始。先着順。 

夏休み食育講座～手ごねでミニピザづくり～ 
★ピザ生地を手ごねし野菜を乗せたミニピザを 4 枚作ります。 

[日] 7/29（水）、30（木）、8/8（木）、9（金）10:30～12:00 [対] 5 歳以上の子と保護者  
[定]14 組(1 組 3 名まで) [費]1,000 円 [申]7/25(木)より電話・来館申込で受付開始。先着順。 

夏休みクラフト講座～ハーバリウムづくり～ 
★自由研究お助け講座。アロマハーバリウムを作ります。 

夏休みクラフト講座～チョークアートづくり～ 
★自由研究お助け講座。オイルチョークを使って絵を描きます。 

[日]8/1(木)（ハーバリウム）8/7(水)（チョークアート）13:30～15:00  
[対]小学生以上と保護者 [定]12 組 24 名(1 組 2 名まで) 
[費]1,000 円 [申]7/25(木)より電話・来館申込で受付開始。先着順。 
  

北海道開拓の村 
[所]〒004-0006 厚）厚別町小野幌 50-1 [電] 898-2692  

[F] 898-2694 

 

第 37 回 北海道開拓の村児童写生会 
★開拓の村のたたずまいをテーマにした明治から昭和初期の建物を題材にした写生会です。 

[日]7/13(土)～7/15（月・祝） 3 日間 各日 9:00～17:00 [対]小学生以下 [定]特になし 
[費]無料（付添で一緒に入られる保護者の方は入場料必要） [申]不要 
[備] 3 日間の内、希望する日にご参加ください。画用紙（四つ切）は当日お配りしますが、画板や
絵具などはお持ちください。 

伝統和菓子・らくがんづくり体験 
★昔ながらの和菓子「らくがん」を木型を使って親子一緒に作って食べてみよう。。 

[日] 8/1(木)、8/2(金) 各日 10:00～12:00  [対]小学生の親子 [定]各日 6 組 12 名 
[費]一組 300 円（別途入場料）[申]電話申し込み。先着順。参加日時・参加者氏名・学年・住所・
電話番号 

わらぞうりづくり教室 
★稲わらで自分の足にぴったちな「わらぞうり」を作ろう！夏休みの自由研究にオススメ 

[日] 7/27(土)、7/29(月)、7/31(水) 各日 9:30～15:00 
[対]小学 4～6 年生 [定] 各日 10 名 [費]無料(同伴する保護者は要入場料) 
[申]電話申し込み。参加日時・参加者氏名・学年・住所・電話番号。受付中。先着順。 
[備] 持ち物：お弁当、飲み物、汚れてもいい服装など（申込された方へ別途ご案内します） 

手フート印刷で名刺づくり体験 
★昔の印刷機で、自分の名前の活字を集めて名刺を作ってみよう。 

[日] 7/27(土)、7/28(日)、7/29(月)、8/1(木)、8/2(金)、8/6(火)、8/7(水)、8/10(土)、8/17(土) 
各日 1 回目 10:00～12:00 2 回目 13:30～15:30 [対] 小学生 [定] 各回 6 名 
[費] 無料(子どものみの体験となりますが保護者の方は見学可能。その場合大人のみ入場料必要) 
[申] 電話申しこみ。参加日と時間帯・参加者氏名・学年・住所・電話番号。受付中。先着順。  
[備]汚れてもよい服装 ※名前はひらがなで印刷。 

年中行事「十五夜 お供え・お飾りづくり」 
★月見団子を作ったり、ほおずきやすすきなどでお飾り、を作って、家族で昔の十五夜体験！ 

[日] 9/7（土）、9/8（日） 各日 1 回目：10:00～12:00、2 回目：14:00～16:00 
[対] 小学生とその保護者 [定]各回 10 組 [費]入場料必要（中学生以下は無料） 
[申] 8/8(木)より、電話にて参加日と時間・参加家族名・住所・電話番号 
[備]持ち物：汚れてもよい服装 
  

札幌市資料館 
[所]〒060-0042 中）大通西 13 丁目  

[電] 251-0731  [F]271-5921 

 

夏の夜のおはなし会 
★日本や外国の昔話を「語り（ストーリーテリング）」でお届けします。 

[日]7/19（金） 18:00～19:30 [対]全学年 [定]40 名 [費]無料 
[申]不要。当日、直接会場へ [備] 会場は 2F 大通交流ギャラリー 

ディンプルアート講座 ～初級～ 
★特殊な絵の具を使い、塗り絵の要領でステンドグラス風の作品づくりをします。 

[日] 8/4（日） 10:00～12:00 [対]全学年 [定]20 名 [費]800 円 
[申] 7/11（木）から 7/31（水）まで。電話・ＦＡＸ・ＨＰにて受付。 
（受付時間 9:00～17:00）定員になり次第締切。先着順。  
[備]会場は 2F 研修室。要エプロン持参 
   

ｍima 北海道立三岸好太郎美術館 
[所]〒060-0002 中）北 2 条西 15 丁目 [電]644-8901 

[F]644-8902 

 

たんけん美術館 
～シャーマンコレクションとだて歴史文化ミュージアム～ 
★浮世絵などをクイズをときながら楽しむ企画。参加するとマ～ルのしおりがもらえます！ 

[日]７/２６（金）～８/１８（日）[対]小中学生 [定]なし 
[費]中学生以下無料。土曜は高校生無料。一般 510 円 高大生 250 円 [申]不要。 
  

国営滝野すずらん丘陵公園 
[所]〒005-0862 南）滝野２４７  [電]592-3333（問い合わせ先）

594-2222（イベント申込） [F]594-2230 

 

滝野アロマ塾 
★アロマを使ったクラフトができ、その中で香りや環境について学ぶことができます。 

[日] 7/6（土）、7/15（月祝）、8/3（土）、8/17（土）、9/8（土） 10:30～12:00 
[対]どなたでも [定]３０名/日 [申]不要。当日先着順。  
[費]日にち順に 400 円、300 円、500 円、300 円、700 円 ※別途入園料、駐車料  
[備]会場は滝野すずらん丘陵公園 中心ゾーン 東口休憩所 

森の楽校 植物で笛を作ろう！ 
★オオイタドリという植物を使ってドレミファソまで音階のある笛を作ります。 

[日]８/10（土）10:30～12:30（全 1 回）[対]どなたでも [定]15 名 
[費]200 円 ※別途入園料、駐車料 [申]電話にて 7/10（水）より申し込み開始。要上記必須事項 
[備]会場は滝野すずらん丘陵公園 滝野の森ゾーン東エリア 森の交流館 
 

札幌市こども人形劇場こぐま座 
[所]〒064-0931 中）中島公園１番１号 [電] 512-6886  

[F] 512-6886 

 

 

中島児童会館開館 70 周年記念  
こども向けワークショップ「ダンボールアートをつくろう」 
★絵本作家の宮西達也氏とダンボールを使って、色んな世界を想像しながら絵を描こう！ 

[日]7/13（土）13:00～15:00 [対]小学生 [定]３０名 [費]５００円 
[備]会場は札幌市中島児童会館 7/2（火）より電話・来館申込で受付開始。先着順。 

こぐま座夏の特別公演 人形劇「リスおとかめ吉」ほか 
★神奈川県の専門劇団による公演。リスおはせっかちかめ吉はのんびり でも、なかよし。 

[日]7/30（火）11:00～/14:00～（２回）7/31（水)11:00 [対]子どもから大人まで [定]なし 
[費]こども（３歳以上）700 円（前売 500 円）おとな（１８歳以上）1,200 円（前売 1,000 円） 
[申]電話･Ｅメール・来館申込・ＨＰにて受付中。要観劇日時・人数。先着順。 

こぐま座秋の特別公演 人形劇「おとぎの国の郵便屋さん」
ほか 
★愛知県の専門劇団による公演。人形劇と腹話術、演劇が融合したオリジナルストーリー！ 

[日]9/7（土) 11:00～/14:00～（２回） [対]子どもから大人まで [定]なし 
[費]こども（3 歳以上）700 円（前売 500 円）、おとな（18 歳以上）1,200 円（前売 1,000 円） 
[申]電話･Ｅメール・来館申込・ＨＰにて受付中。要観劇日時・人数。先着順。 
  

西区体育館・温水プール 
[所]〒063-0825 西）発寒 5 条 8 丁目 9-1 [電]662-2149  

[F] 662-2177 

 

夏休み短期！苦手克服教室！！ 
★鉄棒や跳び箱などの運動能力向上、苦手種目の克服を目指します。 

[日] 7/26（金）～7/28（日）、8/13（火）～8/15（木）（全 3 回） 9:00～（種目、学年によ
り異なる） [対]幼稚園年中～小学 3 年生 [定]各 5 名 [費]2,820 円 
[申]電話・来館・ＨＰにて 7/1(月)～7/14(日)受付。空きがあれば別途追加申し込み可。要電話問
い合わせ。一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団の傷害見舞金制度に同意の上申込。 
[備]詳細は要問い合わせ。会場は 2 階多目的室。 

2019 年度 西温水プール夏休みおはようスイミング 
★小学生を対象とした短期の水泳教室です。初めての方でも受講できます。 

[日] ①7/29（月）～8/2（金） ②8/5（月）～8/9（金）（各 5 回 8:30～9:30） 
[対]小学生 ※初心者～クロール・背泳ぎ 25M 泳げない方。 
[定]10 名～40 名（レベル・申込状況によって異なる） 
[費]2,430 円 ※障がい者手帳等をお持ちの方は 1,940 円 
[申]電話・来館・ＨＰにて 7/8(月)～7/14(日)受付。多数時抽選。 
空きがあれば別途追加申し込み可。要電話問い合わせ一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団の傷
害見舞金制度に同意の上申込。[備]詳細は要問い合わせ。 

2019年度第2期 西温水プール教室（少年少女レベル１～７） 
★小中学生を対象とした水泳教室です。初めて水泳を習う方も受講できます。 

[日]8 月下旬～12 月上旬までの月～土曜日（全 10～17 回） ※時間・回数は各曜日による。 
[対]小学 1 年生～中学 3 年生 [定]各 10 名～（曜日・レベルによる） 
[費]3,840 円～（曜日・時間により異なる） ※障がい者手帳をお持ちの方は 3,080 円～ 
[申]電話・来館・ＨＰにて 7/8(月)～7/21（日)受付。多数時抽選。一般財団法人さっぽろ健康ス
ポーツ財団の傷害見舞金制度に同意の上申込。[備]詳細は要問い合わせ。 
 






