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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 

 

牛のお話とバターづくり ～工場見学でもっと牛乳好きに！～ 
★自由研究にもぴったり！牛乳工場見学とバター作り、牛乳やチーズの試食もあるよ！  

[日]1/10(水) 10:00～12:00   [対]小学生（要保護者同伴１名まで） 

[定]22 名   [費]700 円   [申]FAX･来館･葉書･HP で先着順受付中 

[備]講座会場は、雪印メグミルク酪農と乳の歴史館（東区苗穂町 6-1 札幌工場隣接） 

世界にひとつだけの絵本をつくろう！ 
★お話から絵を描くことまで、自分オリジナルの絵本を作ります！ 

[日]1/14(日) 10:00～12:00 

[対]小学生（要保護者同伴１名まで）   [定]15 名   [費]700 円 

[申] FAX･来館･葉書･HP で先着順受付中。 

自分だけのオリジナルバッグをつくろう！ 
★材料は色鉛筆だけ！世界に一つだけのオリジナルバッグを作りませんか？ 

[日]2/17(土) 13:30～15:30 

[対]小学３～６年生   [定]15 名   [費]700 円 ※別途材料費 250 円 

[申] FAX･来館･葉書･HP で 12/25(月)（必着）までに申込。多数時抽選。 
 

サッポロ さとらんど 
[所]東)丘珠町 584-2  [電]787-0223  [F]787-0947 

 

そば打ち体験 

★５人前の二八そば作り。有段者のデモ打ちを見学後、マンツーマンの指導でそば打ち。 

[日]12/3(日)～3/18(日)の第１・第３日曜 10:00～12:00 

[対]小学生以上   [費]1,800 円   [定]各日２０名 

[申]電話･来館で希望日の１ヶ月前から受付。先着順 

     

札幌市下水道科学館 

※展示物リニューアルのため、３月中旬(予定)まで１階研修室のみでの縮小開館となります 

※展示物は利用できません 
[所]北)麻生町 8  [電]717-0046  [F]717-0047 

 

工作教室 ～折り紙リース教室～ 
★折り紙を使った季節を感じるリースを作ります（12 月はクリスマス、１月はお正月） 

[日]12/17(日)10:30～11:30、13:30～14:30、1/6(土)13:30～14:30、1/7(日)13:30～

14:30   [対]小学生以上   [定]各回 15 名   [費]無料 

[申]12/10(日)9:00 から電話で受付。先着順。 

冬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]1/6(土)、7(日)、8(月･祝)、12(金)、13(土)、14(日) 10:30～12:00 

[対]小学３年生以上   [定]各日 10 名   [費]無料 

[申]12/10(日)9:00 より電話で受付。先着順。 

工作教室 ～カラーセロファンを使ったステンドグラスづくり～ 
★雪景色にぴったり！冬の窓を彩るステンドグラスを身の回りにある材料で作ります。 

[日]1/8(月･祝)、1/12(金)、1/13(土) 13:30～15:00 

[対]小学 3 年生以上   [定]各日 15 名   [費]無料 

[申]12/10(日)9:00 より電話で受付。先着順。 

工作教室 ～アヒルの電池チェッカーとカタカタ人形づくり～ 
★電池の残量を測る電池チェッカーとカタカタ動く人形を作ります。 

[日]1/14(日) 13:30～15:00 

[対]小学 3 年生以上   [定]20 名   [費]無料 

[申]12/10(日)9:00 より電話で受付。先着順。 

教育文化会館 
[所] 中)北 1 西 13  [電]271-5821  [F]271-1916 

 

教文☆ナビ ～大ホール見学ツアー～ 
★大ホール舞台裏側の施設見学ツアー。音響・照明設備についてご案内します。 

[日]1/11(木) 14:00～15:30   [対]小学生以上   [定]30 名  [費]300 円 

[申]12/14(木)9:00 より電話で受付。先着順。 

[備]当日は動きやすい服装でお越しください。 
   

宮の沢屋内競技場 
[所]西)宮の沢 490  [電]664-6363  [F]664-3077 

 

ジュニアテニス（木） 
★ラケットの持ち方、打ち方を学びテニスを楽しむ教室です。初めての子も大歓迎です。 

[日]12/14(木)～3/1(木) 17:35～19:05 (全 10 回) 

[対]小学４～６年生   [定]10 名   [費]7,880 円   [申]電話・受付窓口で先着順受付中。 

[備]申込数が少ない場合は中止となる場合があります。お早めにお申込みください。 

少年少女テニス（水） 
★ラケットの持ち方、打ち方を学びテニスを楽しむ教室です。初めての子も大歓迎です。 

[日]12/13(水)～3/7(水) 16:10～17:40 (全 10 回) 

[対]小学生   [定]10 名   [費]7,880 円   [申]電話・受付窓口で先着順受付中。 

[備]申込数が少ない場合は中止となる場合があります。お早めにお申込みください。 

SHSF ジュニアフットサル（木） 
★エスポラーダ北海道指導のフットサル教室。練習やゲームの中でフットサルを学びます。 

[日]12/14(木)～3/1(木) 17:35～19:05 (全 10 回) 

[対]小学４～６年生   [定]15 名   [費]7,130 円   [申]電話・受付窓口で先着順受付中。 

[備]申込数が少ない場合は中止となる場合があります。お早めにお申込みください。 

ジュニアエンジョイサッカー（金） 
★ノルディーア北海道指導のサッカー教室。練習やゲームを通してサッカーを学びます。 

[日]12/8(金)～3/9(金) 17:35～19:05 (全 10 回) 

[対]小学４～６年生   [定]15 名   [費]6,370 円   [申]電話・受付窓口で先着順受付中。 

[備]申込数が少ない場合は中止となる場合があります。お早めにお申込みください。 
   

札幌コンサートホール Kitara 
[所]〒064-8649 中)中島公園 1-15 [電]520-2000 [F]520-1575 

 

Kitara Kids ミュージック＆アーツクラブ 第７回 
★ピアニスト仲道 郁代、絵本作家そらと一緒に音楽とアートの楽しさを体験します。 

[日]1/28(日) 10:00～15:00 

[対]５歳～小学６年生   [定]30 名   [費]2,000 円（見学の保護者は別途 500 円） 

[申]往復葉書に、①お子様の氏名・年齢 ②保護者の氏名・住所・電話番号 ③応募のきっかけ 

④返信宛先（保護者の氏名・住所）を記入し、12/15(金)までに申込（消印有効）。多数時抽選。 

   

公文書館 
[所]〒064-0808 中)南８西２  [電]521-0205  [F]521-0210 

[E] kobunshokan@city.sapporo.jp 

 

札幌の歴史探検 ～札幌の工場地帯の変遷～ 
★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]1/6(土) 10:00～12:30 

[対]小学４～中学３年生   [定]12 名   [費]無料 

[申]電話･FAX･E メール･葉書で、12/21(木)までに申込（必着）。多数時抽選。 

   

中央健康づくりセンター 
[所]〒060-0063 中)南３西１１  [電]562-8700  [F]562-2130 

[E] central-school@shsf.jp 

 

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]1/11(木)～3/22(木) 毎週木曜 16:30～17:30 (全 11 回) 

[対]運動に支障がない肥満・肥満傾向の小学生   [定]２０名 

[費]7,030 円 (別途、毎回施設利用料 390 円が必要)  

[申]E メール･葉書･来館で、12/20(水)までに申込（必着）。生年月日も要記入。多数時抽選。 

※ 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。 
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自然ふれあい交流館 
[所]江別市西野幌 685  [電]386-5832 [F]388-7058 

 

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」 
★松ぼっくりで小さなクリスマスツリーを作ってクリスマスを迎えよう！  

[日]12/９(土)～12/24(日) 各日 9:30～16:30 ※平日の月曜のみ休館 

[対]どなたでも   [定]なし   [費]無料 

[申]時間内随時受付。直接会場へ 

観察会＆スライド会 「楽しい冬のすごしかた」 
★冬の森の様子や生き物たちの出会いをスライドで紹介し、野外で動植物を観察します。 

[日]12/16(土) 10:00～12:00 

[対]小学生以上   [定]20 名   [費]無料 

[申]電話で先着順受付中。 
     

手稲区体育館 
[所]手)曙 2-1  [電]684-0088  [F]684-0089 

 

少人数制こども運動教室 こどもフィジカルアカデミー 
★少人数制の教室です。1 月テーマは「アスレチック」。毎月テーマが変わります。 

[日]1/12、19、26 毎週金曜 16:10～17:10 (全 3 回) 

[対]小学１～２年生   [定]６名   [費]4,030 円 

[申]電話か来館で 12/１～13 に申込。多数時抽選。その後空きがあれば先着順受付。 

[備]２月（全６回・6,170 円）もあり。詳細は HP または電話で問い合わせ。 

げんきキッズ！B 
★「走る」「投げる」「跳ぶ」などの遊びを通して運動能力を向上させます！  

[日]10/11～3/7(水) 指定水曜 16:00～17:00 (全 20 回) ※開講中 

[対]小学１～２年生   [定]20 名   [費]17,730 円(20 回分) ※教室残回数により異なる 

[申]電話か来館で先着順受付中。 

キッズヒップホップ 
★ヒップホップの音楽に合わせて、ステップを組んでいきます。 

[日]12/7(木)～3/22(木) 指定木曜 15:40～16:40 (全１５回) 

[対]小学１～２年生  [定]20 名  [費]9,560 円 ※途中受講の場合、教室残回数により異なる 

[申]電話か来館で先着順受付中。 

ジュニアヒップホップ 
★ヒップホップの音楽に合わせて、ステップを組んでいきます。 

[日]12/7(木)～3/22(木) 指定木曜 16:45～17:55 (全１５回) 

[対]小学３～６年生  [定]20 名  [費]9,560 円 ※途中受講の場合、教室残回数により異なる 

[申]電話か来館で先着順受付中。 

   

中央図書館 
[所]〒064-8516 中)南 22 西 13  [電]512-7320  [F]512-5783 
※会場は中央図書館ではありませんのでご注意ください 

※中央図書館は改修工事のため臨時カウンターで貸出・返却サービスを行っています 

 

子ども読書キャラバン読み聞かせ会 
★翻訳家・金原瑞人さんの作品を集めた展示と読み聞かせ 

[日時および会場]  

①12/23(土･祝) 山の手図書館(西区山の手 4-2)  ②1/20(土) 清田図書館(清田区平岡 1-1) 

③2/3(土) 新琴似図書館(北区新琴似 7-4)  ④2/25(日) 東札幌図書館(白石区東札幌 4-4) 

いずれも 14:30～15:00 

[対]どなたでも   [定]なし   [費]無料   [申]不要。当日直接会場へ 
                                                                                                                                       

中央体育館 
[所]中)大通東５  [電]251-1815  [F]221-6064 

 

冬休みジュニアワンデー体験教室 ～体操～ 
★冬休み特別企画！マット運動、とび箱、鉄棒に加え、トランポリンの体験もできます！  

[日]1/10(水) 10:30～12:00 

[対]小学生   [定] 20 名   [費]790 円 

[申]電話･来館で 12/5(火)～15(金)(9:00～20:00)に申込。多数時抽選。 

冬休みジュニアトレーニング講座 ～秘密の特訓！冬～ 
★運動能力と体力の向上を目的としたトレーニングです。お家でできるトレーニングも教えます！  

[日]1/10(水) ①13:00～15:00 ②15:15～17:15 

[対]小学生   [定]各回 30 名   [費]940 円 

[申]電話･来館で 12/5(火)～15(金)(9:00～20:00)に申込。多数時抽選。 
    

北海道開拓の村 
[所]厚)厚別町小野幌 50-1  [電]898-2692  [F]898-2694 

 

親子チャレンジ！「万華鏡づくり」 
★親子一緒に、ビー玉を使用したかわいい万華鏡を作りませんか。 

[日]12/24(日) 13:00～16:00 

[対]小学生以下とその保護者   [定]10 組 20 名   [費]親子 1 組 1,000 円 

[申]電話で先着順受付中。 

和凧づくり 
★和紙と竹ひごで作る本格的な和凧づくりに挑戦！好きな絵を描いて空に揚げてみよう！ 

[日]1/5(金)、1/12(金) 各日 10:00～15:00   

[対]小学生   [定]各日 20 名   [費]無料 

[申]12/6(水)より電話で受付。先着順。 

ピンホールカメラづくり 
★昔と今のカメラの違い、仕組みを学習しながら、ピンホールカメラを作って、撮影しよう 

[日]1/10(水)、1/11(木) 各日 10:00～15:00 

[対]小学生   [定]各日 20 名   [費]無料 

[申]12/12(火)より電話で受付。先着順。 

布ぞうりづくり教室 
★部屋履きにオススメ！簡単に作ることが出来る布ぞうりを親子で参加して作りませんか。 

[日]1/13(土)、1/14(日) 各日 10:00～15:00 

[対]小学生以上   [定]各日 10 名   [費]無料(高校生以上は入場料が必要) 

[申]12/14(木)より電話で受付。先着順。 

年中行事「もちつき」 
★かつて家族総出で行っていたおもちつきに参加して、つきたてのお餅を食べよう！ 

[日]12/23(土) 10:00～15:30 ※時間内随時受付 

[対]どなたでも   [定]なし   [費]無料(高校生以上は入場料が必要) 

[申]不要。直接会場へ。 

    

北海道立文学館 
[所]中)中島公園 1-4  [電]511-7655  [F]511-3266 

 

わくわくこどもランド ～手作り教室・ツリーをつくろう！～ 
★紙工作でクリスマスグッズを作ります 

[日]12/10(日) 10:30～12:00 

[対]小学生とその保護者 ※親子で参加できる方   [定]15 組   [費]無料   

[申]電話で先着順受付中。 

ファミリー文学館ワークショップ「どうぶつすごろくをつくろう」 
★いろいろなどうぶつを描いてすごろくを作ります 

[日]12/17(日) 10:30～12:00 

[対]小学生とその保護者 ※親子で参加できる方   [定]15 組   [費]無料 

[申]12/3(日)より電話で受付。先着順。 
 

子どもの学びガイドは、夏休み前と冬休み前に

それぞれ２号ずつ発行しています。 

お子さまの校外学習にお役立てください。 

次回は１２月中旬に冬休み②号を発行します。 

最新号は札幌市生涯学習センター（ちえりあ）

のホームページにも掲載しています。 
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青少年科学館 
[所] 〒004-0051 厚)厚別中央 1-5 [電]892-5001 [F]894-5445 

 

冬の特別展 2018「光の迷宮～輝く宝を手に入れろ～」 
★私たちの世界を満たす、当たり前の存在、光。楽しい体験を通して光について知ろう。 

[日]1/5(金)～21(日) 9:30～16:30 ※期間中無休 

[対]どなたでも   [定]なし   [費]無料(高校生以上の保護者は観覧料 700 円) 

[申]不要、直接会場へ 

親子天文教室「惑星モビールを作ろう」 
★オリジナルの「惑星モビール」を作り、太陽系惑星８つの名前を覚えて、惑星はかせをめざそう！  

[日]1/13(土)、14(日) 14:00～16:00   [対]小学生(中学年以上推奨)とその保護者 

[定]各日 30 組   [費]1 セット(子ども１名分)1,000 円 

[申]往復はがき、FAX、メール(astroevent@ssc.slp.or.jp)で受付。希望セット数を要記入。

12/15(金)必着。多数時抽選。 

サイエンジャー科学教室「イッツ･ショータイム！音の正体！」 
★色々な音を鳴らして、音の仕組みを知ろう。みなさんを音の世界へご招待！  

[日]1/15(月)、19(金) 各日 2 回 10:30～11:30、13:30～14:30 

[対]小学３～６年生   [定]各回 32 名   [費]無料(見学の保護者は展示室観覧料 700 円) 

[申]12/19(火)までに、FAX、メール(tenji@ssc.slp.or.jp)、来館のいずれかで申込。多数時抽選。 

小中学生の冬休み工作会 
★①わんこのレース（レベル４） ②ミラーレス万華鏡（レベル５） 

[日]1/5(金)～8(月･祝)、11(木)～14(日) 各日 10:00～、11:10～、13:30～、14:40～ 

[対]小・中学生   [定]各回１題材 12 名   [費]300 円 

[申]各日 9:30 からすべての回の整理券(1 人 1 枚)を配布。先着順。 
       

北海道博物館 
[所] 厚)厚別町小野幌 53-2 [電]898-0466(総合案内) [F]898-2657 

[E]m.charenga@pref.hokkaido.lg.jp 

 

いのりのしるし？ 絵馬づくりにチャレンジ 
★長い歴史を持つ絵馬の歴史をひもときながら、自分だけの絵馬をつくります。 

[日]1/13(土) 13:30～15:00 

[対]小学生(保護者同伴)   [定]30 名   [費]無料 

[申]12/16(土)より電話(898-0500)、ＦＡＸ、Ｅメールで受付。先着順。 

雪のなかで宝さがし 
★雪のつもった森で宝さがし！指令書の謎を解き、昔の道具をつかって宝を掘りだそう！ 

[日]2/10(土) 13:30～15:00 

[対]小学生(保護者同伴)   [定]40 名   [費]無料 

[申]1/11(木)より電話(898-0500)、ＦＡＸ、Ｅメールで受付。先着順。 

見てみよう！カムイとアイヌの物語 ～企画テーマ展関連行事～ 
★アイヌの物語をアニメーションで見ながら、お話の内容やアイヌ語の解説をします。 

[日]2/24(土)、3/10(土)、3/24(土) 各日 13:30～15:30 ※毎回違うアニメを上映します 

[対]小学生(保護者同伴)   [定]80 名   [費]無料 

[申]1/25(木)より電話(898-0500)、ＦＡＸ、Ｅメールで受付。先着順。 

アイヌ語であそぼう！ 
★4 つの「アイヌ語ブロック」を並べて文をつくり、アイヌ語をたのしく学びます。 

[日]3/3(土) 13:30～15:00 

[対]小学生(保護者同伴)   [定]40 名   [費]無料 

[申]2/4(日)より電話(898-0500)、ＦＡＸ、Ｅメールで受付。先着順。 
         

厚別区体育館 
[所]厚)厚別中央 2-５  [電]892-0362  [F]892-0363 

 

ジュニアフットサル 
★はじめての方から。フットサルやボールフィーリングを通じて体の使い方を学びます。 

[日] 10 月～３月 指定水曜 15:50～16:50 (全 21 回) ※開講中 

[対]小学１～４年生   [定]15 名   [費]残回数によって異なるため要問合せ 

[申]電話・来館で、随時先着順受付中。   [備]1 回 500 円の体験受講も可能 

ジュニアダンス 
★はじめての方から。ダンスを通して体幹やリズム感を養います。 

[日] 10 月～3 月 指定月曜 16:00～17:00(全 15 回) ※開講中 

[対]小・中学生   [定]15 名   [費]残回数によって異なるため要問合せ 

[申] 電話・来館で、随時先着順受付中。   [備]１回 500 円の体験受講も可能 

ジュニアＨＩＰＨＯＰ 
★はじめての方から。基礎から振り付けまで楽しくカッコよく踊ります。 

[日] 10 月～３月  指定土曜 9:10～10:10 (全 18 回) ※開講中   

[対]小・中学生   [定]15 名   [費]残回数によって異なるため要問合せ 

[申] 電話・来館で、随時先着順受付中。   [備]１回 500 円の体験受講も可能 

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 月～３月  指定月曜 18:15～19:15 (全 15 回)  ※開講中 

[対]小・中・高校生   [定]15 名   [費]残回数によって異なるため要問合せ 

[申] 電話・来館で、随時先着順受付中。   [備]１回 500 円の体験受講も可能 
  

中央体育館 
[所]中)大通東５  [電]251-1815  [F]221-6064 

 

春休み短期教室 ジュニア体操Ａ・B 
★マット運動・鉄棒・とび箱を行い、運動能力向上と苦手種目の克服を目指します。 

[日] 3/27(火)、28(水)、29(木) Ａ14:10～15:30 Ｂ15:40～17:00 (各コース全３回) 

[対]小学生   [定]各コース 30 名   [費]2,370 円 

[申]電話か来館で 3/1(木)～9(金)(9:00～20:00)に受付。多数時抽選 

春休み短期教室 ＳＨＳＦジュニアフットサル 
★エスポラーダ北海道のコーチが指導いたします。初心者の方大歓迎です！ 

[日] 3/27(火)、28(水)、29(木) 11:15～12:15 (全３回) 

[対]小学１～３年生   [定]30 名   [費]1,760 円 

[申]電話か来館で 3/1(木)～9(金)(9:00～20:00)に受付。多数時抽選 

春休み短期教室 ジュニアテニス（①小１～３、②小４～６） 
★基本動作の習得を目指します。初心者の方大歓迎です！ 

[日] 3/27(火)、28(水)、29(木) ①9:00～10:30 ②10:45～12:15 (各コース全３回) 

[対]①小学１～３年生 ②小学４～６年生   [定]各コース 10 名   [費]2,370 円 

[申]電話か来館で 3/1(木)～9(金)(9:00～20:00)に受付。多数時抽選 

春休みかけっこ教室 ～目指せ!!!リレーの選手～ 
★運動会に向けて自主練習ができるトレーニングや走り方などの技術練習をメインに行います 

[日] 3/31(土) ①9:30～11:30 ②12:30～14:30 ③15:00～17:00 

[対]①②③とも小学生   [定]各コース 60 名   [費]940 円 

[申]電話か来館で 3/1(木)～9(金)(9:00～20:00)に受付。多数時抽選 

  

中央図書館 
[所]〒064-8516 中)南 22 西 13  [電]512-7320  [F]512-5783 
※会場は中央図書館ではありませんのでご注意ください 

※中央図書館は改修工事のため臨時カウンターで貸出・返却サービスを行っています 

 

せかいの絵本おはなし会 
★国際交流員による外国語絵本の読み聞かせや外国文化の紹介など。英語の絵本を予定。 

[日] 1/12(金)14:00～15:00 

[対]どなたでも   [定]なし   [費]無料   [申]不要。当日直接会場へ 

[備]会場は、えほん図書館(白石区南郷通１丁目南 白石区複合庁舎６階) 

ぬいぐるみのお泊まり会 
★ぬいぐるみが図書館にお泊まりして夜の館内を探検し、持ち主のために本を探します。 

[日] 2/10(土)14:30、17(土)16:00   [対]小学１～２年生   [定]10 名   [費]無料 

[申 ]1/17(水 )までに、電話、FAX、HP の場合は市コールセンター（ [電 ]222-4894 

[F]221-4894）へ。往復葉書の場合は、中央図書館(宛先は上記)へ。消印有効。 

[備]会場は、曙図書館(手稲区曙 2-1)。2/10 にぬいぐるみを預かり、2/17 に返却。 

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

 

防災サバイバルキャンプ 雪の巻 ～雪害とむきあってみよう！～ 
★普段は楽しい雪も時には猛威を振るい私たちに迫ります。防災の大切さを考えよう！  

[日]2/3(土)～4(日) (1 泊 2 日)   [対]小学３～６年生   [定]30 名    [費]9,500 円 

[申]はがきか HP で 1/20(土)17 時までに申込。必着。生年月日と保護者氏名も記載。多数時抽選。 

[備]集合解散場所は地下鉄真駒内駅 
  

自然ふれあい交流館 
[所]江別市西野幌 685  [電]386-5832 [F]388-7058 

 

もりの工作コーナー 「コツ×２ きつつき」 
★野鳥観察に最適なこの季節。きつつきがコツコツしながら下りて行く工作を作ろう！  

[日]1/6(土)～3/4(日) 各日 9:30～16:30 ※平日の月曜のみ休館 

[対]どなたでも   [定]なし   [費]無料 

[申]時間内随時受付。直接会場へ 

自然観察会 「はじめてのかんじきウォーク」 
★かんじき(スノーシュー)を履いて冬の森を観察しながら楽しもう！ 

[日]1/27(土) 10:00～12:30 

[対]小学生以上   [定]10 名   [費]無料 

[申]1/4(木)より電話で受付。先着順。 
      

札幌市民ギャラリー 
[所]中)南２東６  [電]271-5471 [F]232-5539 

 

冬休み子どもワークショップ 
★①お皿絵付 ②裂織コースター ③寄木ストラップ ④ステンシル ⑤つち笛 ⑥バッジ 

[日] 1/11(木) 10:30～12:30 と 14:00～16:00 の間、随時受付 

[対]どなたでも   [定]20～40 名（内容による）   [費]300～1,500 円（内容による） 

[申]不要。直接会場へ。先着順。  [備]お皿絵付は後日配送 

冬休み子ども映画会「宮沢賢治 銀河鉄道の夜」 
★展示室の壁面を使った大きなスクリーンで、宮沢賢治の名作の世界を体験しよう！ 

[日] 1/13(土) 10:30～11:20 

[対]どなたでも   [定]80 名   [費]無料   [申]不要。直接会場へ。先着順 

市民ギャラリー35 周年記念事業 おもいっきり！おえかきワンダーランド 
★展示室の広々とした空間で、様々なおえかきを体験。体を使って思いっきり楽しめます。 

[日]2/22(木)～3/4(日) 10:00～17:00（※最終日は 16 時まで ※2/26(月)は休館） 

[対]どなたでも   [定]なし   [費]中学生以下無料(保護者は 500 円) 

[申]不要。直接会場へ。 

   

札幌コンサートホール Kitara 
[所]中)中島公園 1-15  [電]520-2000  [F]520-1575 

 

Kitara 室内オペラ 「ヘンゼルとグレーテル」 
★グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」を美しい音楽で楽しむオペラ（日本語上演）。 

[日]3/10(土) 、11(日) 両日とも 15:00 開演 

[対]５歳以上   [定]各公演 400 名   [費]全席指定 高校生以下 500 円(一般 2,500 円) 

[申]チケットは Kitara チケットセンターまたは市内プレイガイドで。 

[備] 詳細は HP で。問合せは Kitara チケットセンター(電話 520-1234)へ。 
   

札幌市資料館 
[所]中)大通西 13  [電]251-0731  [F]271-5921 

 

子供映画会と紙芝居 
★楽しいアニメ作品の上映後、紙芝居のおじさんが登場します！ 

[日]1/14(日) 10:30～12:00 

[対]小学３年生以下の子どもとその保護者   [定]50 名   [費]無料 

[申]不要。直接会場へ。先着順。 
           

サッポロ さとらんど 
[所]東)丘珠町 584-2  [電]787-0223  [F]787-0947 

 

冬休みクラフト講座 ～ふくろうのペン立て作り～ 

★木の実を使ってふくろうのペン立て作り。 

[日]1/8(月･祝) 13:30～15:00 

[対]5 歳以上の子どもとその保護者   [費]1,000 円   [定]15 組 30 名 

[申]12/21(木)から電話･来館で受付。先着順 

冬休み食育講座 

★パン生地を手ごねし、親子でパン作り。 

[日]1/12(金) 10:30～13:00 

[対]小学生以上の子どもとその保護者   [費]1,000 円   [定]12 組 36 名 

[申]12/21(木)から電話･来館で受付。先着順 

 

北海道立文学館 
[所]中)中島公園 1-4  [電]511-7655  [F]511-3266 

 

わくわくこどもランド ～クリスマススペシャル～ 
★ペープシアター・ボードビルなど 

[日]12/23(土･祝) 11:00～12:00 

[対]幼児～小学生と保護者   [定]60 名   [費]無料   

[申]不要。直接来館へ。先着順。 

わくわくこどもランド ～手作り教室・カルタをつくろう！～ 
★２０枚を目標に文と絵を考えてオリジナルカルタを作ります 

[日]1/8(月･祝) 10:30～14:30 

[対]小学生と保護者 ※親子で参加できる方   [定]15 組   [費]無料 

[申]12/22(金)より電話で受付。先着順。 

ファミリー文学館ワークショップ「パタパタアニマルをつくろう」 
★工作で動くどうぶつや恐竜を作ります 

[日]1/11(木) 10:30～12:00 

[対]小学生と保護者 ※親子で参加できる方   [定]15 組   [費]無料 

[申]12/23(土)より電話で受付。先着順。 

  

北海道開拓の村 
[所]厚)厚別町小野幌 50-1  [電]898-2692  [F]898-2694 

 

伝統遊具づくり ～昔ながらの玩具を作って遊ぼう～ 
★1/4～31：ダイヤ凧、竹スキー 2/1～16：福笑い、豆鉄砲、 2/17～3/3：折り雛 

[日]上記期間中毎日（休館日を除く）9:30～15:00 ※時間内随時受付(平日のみ 11:30～13:00

を除く)   [対]どなたでも   [定]なし   [費]無料（高校生以上は入場料が必要） 

[申]不要。直接会場へ。 

  

生涯学習センター 
[所]〒063-0051 西)宮の沢 1-1  [電]671-2311 [F]671-2334 

 

親子で調理！ベジスイーツ 
★親子で一緒においしい野菜スイーツを作ってみませんか？ 

[日]2/4(日) 13:00～16:30   [対]小学１～３年生（要保護者同伴１名まで） 

[定]10 名   [費]1,300 円 ※別途材料費 500 円 

[申] FAX･来館･葉書･HP で 12/25(月)（必着）までに申込。多数時抽選。 

おいしい「めんつゆ」の虎の巻！ダシの秘密 
★おいしいめんつゆの秘密「ダシ」を学ぼう！自分だけのカップうどん作りとお土産付き 

[日]3/30(金) 11:00～13:00 

[対]小学３～中学生（要保護者同伴１名まで）   [定]25 名   [費]700 円 

[申] FAX･来館･葉書･HP で 1/25(木)（必着）までに申込。多数時抽選。 

ちえりあ親子映画会「ディズニー短編作品集」 
★ミッキーマウスとなかまたちが、だいかつやく？！ ドナルド～！うしろ、うしろ～！！ 

[日]12/26(火) 10:30～11:20 [対]どなたでも [定]400 名 [費]無料 [申]不要。先着順。 

ちえりあ親子映画会「ピーターパン」 
★おとなにならない、えいえんのこどもピーターパン。そらをとび、ゆめのくにへしゅっぱつだ！ 

[日]3/27(火) 10:30～11:45 [対]どなたでも [定]400 名 [費]無料 [申]不要。先着順。 
      

子どもの学びガイドは、夏休み前と冬休み前にそれぞれ２号ずつ発行しています。お子さま

の校外学習にお役立てください。今期発行した冬休み①号と冬休み②号は、ともに札幌市生

涯学習センター（ちえりあ）のホームページでもご覧いただけます。 


