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さっぽろ市民カレッジ vol.79※感染拡大防止のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。

ビジネス講座や
まち歩き講座など
盛りだくさん

先着順で
募集中

2,100円
800円（さっぽろテレビ塔展望台）　
※70歳以上の市民には割引があります

■受 講 料
■別途入場料

選手たちが走る予定のコース沿線には歴史・文
化の見どころがいっぱい！実際に歩いて感じて
みましょう。

さっぽろ10区めぐり特別編
～マラソンコースの歴史文化散歩～

（一財）北海道文化財保護協会
副理事長　田山　修三　他

講 師

定員10名先着順受付中

会場：大通周辺エリア　他

●今回の講座の概要
●時計台、清華亭などの歴史的建造物がみどこ
ろのマラソン中間地点

■北大南門～赤レンガエリア
5/19（水）
14：00～16：00

●都心の自然とアートが融合するスタート＆ゴール地点
●大通公園の彫刻
●札幌のランドマーク、テレビ塔

■大通公園周辺エリア
5/26（水）
14：00～16：00

●北日本最大の歓楽街を通過して5キロ地点へ
●“寺町”すすきのをディープに探検

■創成川～中島公園エリア6/2（水）
14：00～16：00

5/24～7/5　毎週月曜
19:00～21:00〈全6回〉※6/28を除く
8,600円

■開催日時

■受 講 料

アイディアを生み出すために、自身の中に眠って
いる発想力を目覚めさせる講座です。

発想力を身につけよう！
～アイディアを生むコツを知る～

マーケティングプランナー
臼井　栄三講 師

定員12名先着順受付中

6/5、6/12　毎週土曜
10：00～12：00〈全2回〉
1,500円

■開催日時

■受 講 料

ＳＤＧｓって私たちの生活とどう関係している
の？基礎から楽しくお伝えします！

基礎から学ぶＳＤＧｓ
～社会に役立つキーワード～

NPO 法人札幌チャレンジド
理事長 加納　尚明

講 師

定員15名先着順受付中

会場：札幌市資料館/中）大通西13会場：札幌市民交流プラザ/中）北1西1

6/15～7/6　毎週火曜
10:00～12:00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

幕末動乱の激流に逆らい幕府を支えた諸隊。
諸隊はどのように闘い、その後彼らはどう生き
たか。

幕末佐幕派諸隊、奮戦記
～新選組・見廻組・新徴組・彰義隊～

北海道龍馬会
事務局長　小宮山　一夫

講 師

定員35名先着順受付中

6/3～6/24　毎週木曜
14:00～16:00〈全4回〉
3,600円
1,200円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

描いてみたいけれど難しそう？基礎から学べば
想いのこもった絵手紙がきっと描けます。

はじめてのドキドキ絵手紙
～ヘタでいいって本当？～

日本絵手紙協会公認講師
斉藤　美雪

講 師

定員15名先着順受付中

6/17～7/8　毎週木曜
10：00～12：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

アジア太平洋経済圏の誕生から将来構想までを
たどり、可能性と問題点を整理しましょう。

解説！現代史・夏
～アジア太平洋経済圏…APEC・TPP・RCEPはどう違う？～

地中海文化研究家
手嶋　兼輔講 師

定員35名先着順受付中

会場：札幌市中央図書館/中）南22西13会場：札幌市中央図書館/中）南22西13

会場：札幌市中央図書館/中）南22西13

6/4～6/18　毎週金曜
14:00～16:00〈全3回〉
2,800円
2,400円
（1回につき800円。65歳以上無料。年間
パスポート1,500円あり）

■開催日時

■受 講 料
■別途入館料

開拓の村の建造物からわれわれの先達である移
住者たちの来歴や当時の生活様式を学びます。

開拓時の建物に見る開拓者の姿
～先人の意欲あふれる生活を知る～

北海道開拓の村
館長　中島　宏一

講 師

定員30名先着順受付中

会場：北海道開拓の村/厚）厚別町小野幌50-1

SDGs（エスディジーズ、
Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目
標））は2030年に向けて、
世界が合意した国際社会共
通の17の目標です。
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人気の
歴史系講座も
市内各地で
実施します

学社融合
講座7/16　金曜　13：30～15：30

800円

札幌軟石や石山地域の歴史

石山まちあるき

■開催日時
■受 講 料

札幌軟石と石山のまちを見ながら、歴史を感じ
てみませんか？

～来て・見て・触れる～
札幌軟石と石山のまちづくり

会場：石山ひろば/南）石山2-2　他

8/25～10/13　毎週水曜
19：00～21：00〈全6回〉
※9/8、9/29を除く
8,600円

■開催日時

■受 講 料

身近な例を題材にしながら、さまざまな課題を
解決するマーケティング思考を身につけます。

その課題、マーケティングが
解決します！

マーケティングプランナー
臼井　栄三講 師

定員12名
9/2～9/30　毎週木曜　
10：00～12：00〈全4回〉※9/23を除く
3,600円

■開催日時

■受 講 料

岩倉使節団が米欧視察した本当の目的、意義を
学びませんか。

岩倉使節団がめざしたもの
～近代国家の選択肢を先進諸国に求めて～

幕末箱館歴史研究家　近井　健治

7/9～8/6　毎週金曜　
14：00～16：00〈全4回〉※7/23を除く
3,600円

■開催日時

■受 講 料

北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録が
いよいよ実現予定です。縄文文化の魅力を学び
ませんか。

北海道に花開いた縄文文化の魅力
～世界文化遺産を目指す縄文遺跡～

北海道埋蔵文化財センター
理事長 長沼　孝　他

講 師

会場：札幌市民交流プラザ/中）北1西1

6/23～9/15　毎週水曜
15：20～16：50〈全8回〉
※7/28、8/4、8/11、8/25、9/1を除く
5,400円
1,000円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

茶道の歴史を学び、和室でのマナーやお客さま
の作法など立ち居振る舞いを身につけます。

茶道の話
～日本の伝統文化にふれる～

茶道裏千家　淡交会札幌第二支部
正教授　森田　宗照

講 師

定員10名先着順受付中6月25日（金）申し込み
締め切り

定員30名5月25日（火）申し込み
締め切り

定員40名7月26日（月）申し込み
締め切り

定員15名5月25日（火）申し込み
締め切り

5/28～7/9　毎週金曜　17：50～19：20〈全5回〉
※6/4、6/11を除く
3,600円

■開催日時

■受 講 料

乳幼児期の子どもの成長を学び、子育て家庭の
現状と子育て支援について考えていきます。

こんなに変わった！新しい子育て
～高校生と新ジィジ・バァバが考える～   

北翔大学短期大学部　こども学科　
教授　中島　啓子　他

講 師

定員10名先着順受付中

定員10名先着順受付中

6/25～9/10　毎週金曜　15：20～16：50〈全7回〉
※7/23、7/30、8/6、8/13、8/27を除く
4,500円　　　　　　　700円
マウス・キーボードの基本操作ができる方

■開催日時

■受 講 料
■対 象

■教 材 費

表計算ソフト「Excel」に慣れるとともに、基本操作
を学ぶ講座です。

エクセル基礎講座

ナニカ製作所　所長　竹田　慎一講 師

受講者の声
●臨機応変に時代に合わせてマーケティングは
　変わっていくことが学べました
●コロナ禍の生活が日常になると、トレンドも
　ますます変化していくと感じました

市民と
市立札幌大通高校の
生徒が一緒に
学びます

市立札幌大通高校（北2西11）の生徒と大人が一緒に学
ぶ講座です。
三部定時制の新しいタイプの高校で、生徒気分に戻って
学びましょう！

◆都心の高校で学んでみませんか？

※定員に満たない場合は、締め切り後もお申し込みいた
だけます。空き状況はお電話（011-671-2311）でお問い
合わせください。

◆お申し込み方法などは14ページを
ご覧ください。

特徴

《アクセス》
公共交通機関をご利用ください
■地下鉄
　東西線「西11丁目」駅から
　徒歩6分
■JR
　「札幌」駅から徒歩18分
　「桑園」駅から徒歩20分
■市電
「中央区役所前」停留場から
　徒歩7分

ロイトン札幌

石
山
通

STV

かでる2-7

第三合同庁舎
第二合同庁舎裁判所

大通公園

北大植物園

教育文化会館

市立札幌
大通高校

地下鉄東西線 「西11丁目」駅

道警本部

市立札幌大通高校 中央区北2西11

さっぽろ市民カレッジ vol.79※感染拡大防止のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。

ぽすとかん、石山緑地公園、石山神社、
石山振興会館など（ ）

前半

後半

軟石や　代表　小原　恵

講 師

講 師

会場：札幌市中央図書館/中）南22西13

会場：札幌市中央図書館/中）南22西13
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5/26～6/30
毎週水曜
17：50～19：20〈全5回〉
※6/9を除く
3,600円

■開催日時

■受 講 料

火山・地震・気象・自然など私たちの生活圏の環
境や災害を考えよう。

地球環境と私たちの生活②
～北海道の自然・環境・防災を考えよう～ 

公立千歳科学技術大学
特任教授　宮嶋　衛次　他

講 師

定員10名先着順受付中

定員10名先着順受付中 定員10名先着順受付中

7/7、7/14
毎週水曜
17：50～19：20〈全2回〉
1,900円

■開催日時

■受 講 料

自然や環境変化を踏まえ、私たちの生活を支
える防災や土木の先端技術の現状や課題を考
えよう。

地球環境と私たちの生活③
～社会を支える土木技術と防災を考えよう～

株式会社構研エンジニアリング
副社長　池田　憲二

講 師

7/21、8/18
毎週水曜
17：50～19：20〈全2回〉
1,900円

■開催日時

■受 講 料

自然や環境変化を踏まえ、私たちの生活の中
で重要な北海道の電力事情の現状や将来展望
を考えよう。

地球環境と私たちの生活④
～暮らしを支える電気を考えよう～

特定非営利活動法人　北海道グリーンファンド
理事　小林　ユミ

講 師

9/8、9/15
毎週水曜
17：50～19：20〈全2回〉
1,900円

■開催日時

■受 講 料

自然や環境変化の中で、私たちの生活の場であ
る住まいについてより良い住環境のあり方を考
えよう。

地球環境と私たちの生活⑤
～暮らしの場、住宅環境を考えよう～

ノーマライゼーション住宅財団 理事　
北翔大学理事　一級建築士
元㈱土屋ホーム代表取締役社長　川本　謙

講 師

定員10名5月25日（火）申し込み
締め切り

6/25～9/10
毎週金曜
13：30～15：00〈全7回〉
※7/23、7/30、8/6、8/13、8/27を除く
3,600円
500円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

ミツバチの生産物を使った体験などを通して、
身の周りの環境について考えていきます。

ミツバチがつくるサッポロ（夏）　

（一社）日本はちみつマイスター協会　
認定アドバイザー　東寺　郁恵

講 師

6/30～9/15
毎週水曜
17：50～19：20〈全7回〉
※7/28、8/4、8/11、8/25、9/1を除く
4,500円
500円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

日常生活に体幹トレーニングを取り入れて運動
不足を解消しませんか。

生活動作の中で生かす
体幹トレーニング

理学療法士　
畑原　理恵

講 師

7/16～9/10
毎週金曜
17：50～19：20〈全4回〉
※7/23、7/30、8/6、8/13、8/27を除く
4,200円

■開催日時

■受 講 料

労働トラブルに巻き込まれず充実した生活を
送れるよう労働に関する基本的な知識を学び
ます。

～知ってから働こう！～
労働に関する知識あれこれ

特定社会保険労務士　
吉村　英範

講 師

定員10名5月25日（火）申し込み
締め切り

7/16～9/10
毎週金曜
17：50～19：20〈全4回〉
※7/23、7/30、8/6、8/13、8/27を除く
4,200円

■開催日時

■受 講 料

さまざまな場面や書式に合わせた美しい文字
で印象アップを目指しましょう！

筆ペン実践講座

国際現代書道展会員　
磯部　馨香

講 師

定員10名5月25日（火）申し込み
締め切り

定員10名5月25日（火）申し込み
締め切り 定員10名7月26日（月）申し込み

締め切り

※「地球環境と私たちの生活①」は終了しました

さっぽろ市民カレッジ vol.79※感染拡大防止のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。

受講者の声
●家でも思い出しながら実践しています。
●トレーニングが楽しかったです。

受講者の声
●字全体のバランスを
　意識できるようになりました。

「地球環境と私たちの生活」は、地球環境の変化を踏まえ、
どのようなことに気をつけて生活すべきかを考える連続シリーズ
講座です。
興味のあるテーマのみのご受講も可能です。
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ご近所先生企画講座

行きます。講座が
あなたの近くに…！

行きます。講座が
あなたの近くに…！

藤野地区センター

新琴似図書館

東札幌図書館

厚別図書館

中央図書館

山の手図書館

南）藤野2-7

北）新琴似7-4

白）東札幌4-4

厚）厚別中央1-5

中）南22西13

西）山の手4-2

じょうてつバス「十五島公園」より徒歩5分

中央バス「新琴似8条3丁目」徒歩1分

地下鉄東西線「東札幌」駅より徒歩10分

地下鉄東西線「新さっぽろ」駅より徒歩5分

市電「中央図書館前」下車すぐ

中央・JRバス「西区役所前」より徒歩8分

会場名 住所 公共交通手段

東区民センター

白石区民センター

中央区民センター

西区民センター

北区民センター

清田区民センター

手稲区民センター

東）北11東7

白）南郷通1

中）南2西10

西）琴似2-7

北）北25西6

清）清田1-2

手）前田1-11

地下鉄東豊線「東区役所前」駅より徒歩2分

地下鉄東西線「白石」駅6番出口直結

地下鉄東西線「西11丁目」駅より徒歩5分

地下鉄東西線「琴似」駅より徒歩5分

地下鉄南北線「北24条」駅より徒歩7分

中央バス「清田小学校」より徒歩6分

JR「手稲」駅北口より徒歩5分

会場名 住所 公共交通手段

ご近所先生企画講座共通事項

札幌市区民センター運営委員会
北区民センター、藤野地区センター

全5回

回  数

ご近所先生企画講座

「教えたい」方 と々「学びたい」方々が集まっ
て講師も受講生と一緒に学んでいく、“学び合
い”を基本としたアットホームな講座です。

講師と受講生が“学びあう”講座

区民センター、地区センター、資料館や図書
館など地域の公共施設で開催します。

“学びの輪”をあなたのそばにも

受講料

3,000円
別途教材費など
が必要な

講座があります。

20名

定  員

※新琴似図書館にはエレベーター等の昇降設備がございません

ご近所先生企画講座連携会場一覧

共 催

さっぽろ市民カレッジ vol.79※感染拡大防止のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。

会場：東区民センター/東）北11東7

定員20名6月25日（金）

大人の水彩画

【講 師】

気軽にできる水彩画。初心者から経験者までレ
ベルに沿って指導します。自分の作品を描こう！

8/30～10/4　毎週月曜　
14:00～16:00〈全5回〉　
※9/20を除く
■受講料　3,000円
■教材費　2,400円

申し込み
締め切り

安斎　雅勝

会場：白石区民センター/白）南郷通1

指で描くパステル和アート
～簡単！楽しい！癒しのアート～

【講 師】

指で描く楽しさや癒しを体感し、心を元気にし
て自分らしさを発見しよう！

8/31～9/28　毎週火曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　600円

簑谷　朋恵

会場：新琴似図書館/北）新琴似7-4

定員20名6月25日（金）

ここから始める証券投資の基礎
～株・債券・投資信託の仕組み～

【講 師】

金融商品の仕組みを理解し、資産運用に必要
な知識を身に付ける初心者向けの講座です。

8/31～9/28　毎週火曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

申し込み
締め切り

恩田　雅之

会場：中央区民センター/中）南2西10

定員20名6月25日（金）

いつでもどこでもできる“壁（カベ）トレ”
～運動不足と気づいているあなたに～

【講 師】

あなたの身近にある壁（カベ）を利用して、身体
（カラダ）をチェック＆ケアしよう！

8/31～9/28　毎週火曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

申し込み
締め切り

朝野　裕一

会場：東札幌図書館/白）東札幌4-4

定員20名6月25日（金）

～アロマを味方に！～
オリジナルブレンド香水講座

【講 師】

香りにはヒトの心を癒す力があります。肩の力
を抜いて、毎回違う香水作りを楽しみましょう。

8/31～9/28　毎週火曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　3,000円
■対　象　アルコールアレルギーをお持ちでない方

申し込み
締め切り

志摩　柚生子

会場：西区民センター/西）琴似2-7

定員20名6月25日（金）

ゼロからのフラ　はじめてのフラ
～いつのまにか鍛えられていく体幹～

【講 師】

心と体がリフレッシュ！ハワイの美しい言葉と
楽しい打楽器のリズムを感じて踊りましょう。

8/25～9/22　毎週水曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■対　象　女性

申し込み
締め切り

若松　直子

定員20名6月25日（金）申し込み
締め切り

※一部の講座では、開講前にオリエンテーションを行い、
講座の内容や持ち物について講師が説明します
※感染症の状況により、定員を減らす場合があります
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会場：西区民センター/西）琴似2-7

定員20名6月25日（金）

マイケル・ジャクソンの魅力に迫る！！
～クールな逸話やムーンウオーク体験～

【講 師】

マイケルの魅力について語り合い、毎回少しず
つのムーンウオーク体験もあります。

8/27～9/24　毎週金曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円

申し込み
締め切り

スメリー鈴木

会場：手稲区民センター/手）前田1-11

神話で巡るハワイの文化と歴史
～ALOHA！行ったつもりツアー～

【講 師】

講師はガイド、皆さんはゲスト。現地の写真や
映像がたっぷりのバーチャルツアーに出発。

8/27～9/24　毎週金曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

中東　栄子

定員20名6月25日（金）申し込み
締め切り

会場：北区民センター/北）北25西6

定員20名6月25日（金）

人生100年時代をおいしく健康に
～手早く・手軽に・作って・食べて～

【講 師】

この先の人生をもっと元気に楽しく！日頃の食
事に少しだけ気を配り、健康長寿に！

8/26～9/30　毎週木曜　
10:00～12:00〈全5回〉　
※9/23を除く
■受講料　3,000円
■教材費　2,500円

申し込み
締め切り

駒澤　暢代

会場：厚別図書館/厚）厚別中央1-5

あなたの個性を知る！色のチカラ
～自然から心を学ぶ、色彩自然学～

【講 師】

『色彩は自然が語る言葉』　クレヨンで自由に表
現し、心と自然が出会う不思議な時間を体験！

8/26～9/30　毎週木曜　
14:00～16:00〈全5回〉　
※9/23を除く
■受講料　3,000円
■教材費　700円

岸　泉

会場：中央図書館/中）南22西13

定員20名6月25日（金）

明治期の北海道開拓の今日的意義

【講 師】

開拓使、屯田兵制度、御雇い外国人…明治がわ
かれば、現代（いま）がわかる。

8/26～9/30　毎週木曜　
14:00～16:00〈全5回〉　
※9/23を除く
■受講料　3,000円
■教材費　300円

申し込み
締め切り

武石　詔吾

会場：藤野地区センター/南）藤野2-7

定員20名6月25日（金）

毎日の動作を見直して健康に！
～意識革命で体・楽チン～

【講 師】

体のしくみを知り、意識してさまざまな日常動
作を実践！イキイキと元気な毎日に！

8/19～9/16　毎週木曜　
14:00～16:00〈全5回〉　
■受講料　3,000円
■教材費　30円

申し込み
締め切り

かずえ

会場：山の手図書館/西）山の手4-2

定員20名6月25日（金）

大人になってから始める折り紙

【講 師】

暮らしに彩りを添える、飾ったり、使ったりでき
る簡単な小物を作りましょう。

8/27～9/24　毎週金曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円

申し込み
締め切り

さわだいし　ようこ

会場：清田区民センター/清）清田1-2

定員20名6月25日（金）

自分の機種で学ぼう  
スマホ＆タブレット

【講 師】

「自分のスマホなのによくわからない」疑問を全
てスッキリ解決！

8/27～10/1　毎週金曜　
14:00～16:00〈全5回〉　
※9/17を除く
■受講料　3,000円
■教材費　500円
■対　象　スマホまたはタブレットをお持ちの方

申し込み
締め切り

相原　真人

定員20名6月25日（金）申し込み
締め切り

ご近所先生企画講座　今後のラインナップ！！
※詳しい講座内容や日程は、追って掲載いたします。

申込受付開始日 開講
予定月 講座名 会場

7/23（金）から
詳細は

「ら・ちえりあって」
8月号に掲載します

11
月

～

12
月

エッセイを書いてみよう 元町図書館

心と脳を活性化　わくわくアート！！
～苦手意識をふきとばそう～ 北区民センター

人体のしくみ大解剖！
～目・脳・骨・免疫・生命誕生～ 清田図書館

自分の機種で学ぼう　スマホ＆タブレット 澄川図書館

体軸トレーニングで心身を整える！
～各自に適した調整と運動を～ 西区民センター

自宅で楽しむX'mas 立体折り紙
～心を癒やす大人の充実時間～ 東区民センター

暮らしの中の気功術
～アフター・コロナの健康法～ 南区民センター

アメリカ映画でたどる全米 50州
～アラバマ物語からワシントンの狼男まで～ 手稲区民センター

～更年期に負けない体力づくり～
バランスボールヨガ体操 豊平区民センター

楽しく優しいウクレレ弾き語り 中央区民センター

魅惑の北海道ナチュラルチーズ 豊平区民センター






